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【今号のご案内】
1．「戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）」の平成 31 年度研究開発課題の公募について
2．「第 4 回ロボット導入・活用セミナー」の開催について
3．「茨城スマートものづくり応援ツール展示及び IoT 導入事例報告会」の開催について
4．「IoT 導入支援セミナー in 大田原」の開催について
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1．「戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）」の平成 31 年度研究開発課題の公募について
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総務省は、情報通信技術分野の競争的資金である「戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）」にお
いて、平成 31 年度から新規に実施する研究開発課題を以下のとおり公募します。
■公募期間： 平成 31 年 1 月 4 日～平成 31 年 2 月 4 日 17:00 まで
■公募プログラム及び採択予定件数
（1）社会展開指向型研究開発
(1)3 年枠（フェーズ 1＋フェーズ 2） 【15 件程度】
(2)2 年枠（フェーズ 2）
【5 件程度】
（2）ICT 基礎・育成型研究開発
(1)1 年枠（フェーズ 1）
【15 件程度】
（3）電波有効利用促進型研究開発
【15 件程度】（下記(1)(2)合わせて）
(1)先進的電波有効利用型
(2)先進的電波有効利用型（社会展開促進型）
■詳細について： 下記 URL をご覧ください
〇総務省 （平成 30 年 12 月 21 日付け）
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin03_02000261.html
〇関東総合通信局 （平成 30 年 12 月 25 日付け）
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/30/1225re.html
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2．「第 4 回ロボット導入・活用セミナー」の開催について
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東京都中小企業振興公社では、ロボットを導入・活用した生産性向上を推進するために必要な支援を実施
しています。
この度、「第 4 回ロボット導入・活用セミナー」を開催します。
■日時： 平成 31 年 1 月 29 日（火）13:30～17:00
■会場： 秋葉原 UDX カンファレンス TYPE350 A+B
（東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX 南ウイング 6F）
■詳細について： 下記 URL をご覧ください
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1812/0009.html
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3．「茨城スマートものづくり応援ツール展示及び IoT 導入事例報告会」の開催について
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茨城県では平成 28 年度より「中小企業 IoT 等自動化技術導入促進事業」を実施し、IoT 専門家派遣や
「模擬スマート工場」でのシステム共同開発など、県内中小企業の IoT 導入促進の取組みを支援しておりま
す。
本展示会は，上記事業により実施し、安価で使いやすい IoT ツールの「スマートものづくり応援ツール」※
の展示を中心に、IoT 導入を検討している県内中小企業とのマッチングや、上記事業の事例発表などを行う
ものですので、ぜひご参加いただきますようお願いいたします。
※「スマートものづくり応援ツール」とは
・IoT を推進する「ロボット革命イニシアティブ協議会」が全国から集めた 200 以上の IoT ツールです。
・今回の展示会は、IoT ツールから同協議会が選定した「イチオシツール」を全国から集めています。
■日時： 平成 31 年 1 月 25 日（金）13:00～17:00 ※受付は 16:00 までとなります。
■会場： 茨城県産業技術イノベーションセンター（茨城県東茨城郡茨城町長岡 3781-1）
■プログラム
(1)スマートものづくり応援ツール展示 13:00～16:30
(2)主催者・来賓挨拶・趣旨説明
13:00～13:20
(3)展示ツール・レシピ、事例紹介
13:30～16:20
展示ツール・レシピ紹介 （10 社）
県内企業 IoT 導入事例報告（2 社）
県内企業 IoT 開発事例紹介（2 社）
(4)模擬スマート工場見学
16:30～17:00
■詳細について： 下記 URL をご覧ください
http://www.htc.co.jp/wp-content/uploads/2018/11/iot_ibaraki.pdf
■申込について： 下記 URL をご覧ください
http://www.htc.co.jp/?p=3697
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4．「IoT 導入支援セミナー in 大田原」の開催について
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関東総合通信局と栃木県大田原市は、栃木県、栃木県 IoT 推進ラボとの共催により、「IoT 導入支援セミ
ナー in 大田原 基礎から学ぶ「IoT 体験セミナー」」を開催します。
本セミナーでは、IoT の基礎知識を網羅的かつ分かりやすく解説し、ワークショップで具体的に検討いただ
くなど、IoT 導入手順を体験いただけます。
■日時： 平成 31 年 1 月 30 日（水）13:00～16：30
■場所： トコトコ大田原 3 階 市民交流センター 大会議室 （栃木県大田原市中央 1-3-15）
■主催： 総務省関東総合通信局、大田原市
■共催： 栃木県、栃木県 IoT 推進ラボ
■後援： 経済産業省関東経済産業局、大田原商工会議所、黒羽商工会、湯津上商工会
■対象者： IoT の導入・利活用に関心のあるユーザ企業等の方、経営者層など IoT に興味がある方
■参加費： 無料
■定員： 40 名
■応募締切： 平成 31 年 1 月 11 日（金）17:00 まで
（※ただし、定員になり次第、受付を終了いたします。）
■内容（予定）
〇第 1 章
IoT の基礎知識・事例紹介
IoT のイメージをつかみます
〇第 2 章
IoT の技術・関連法制度の紹介
IoT の技術、電波の有効利用、IoT のセキュリティ対策、IoT 関連の標準化動向
〇第 3 章
IoT の活用
ワークショップを通して IoT の導入手順を学びます
〇その他
施策紹介ほか
IoT に関連する施策についてご紹介
■申込について
下記 URL をご覧ください
https://regist1.lstep.jp/iot/apply/ohtawara
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★JASA 関東支部 HP より、最新情報をご確認いただけます⇒
http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E6%94%AF%E9%83%A8/
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