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・【お知らせ】プログラムレス無料データ分析ソフト
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■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【お知らせ】「ぎふＩＴ・ものづくり協議会 新規会員」募集中!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
ぎふＩＴ・ものづくり協議会は、新規会員を募集しています。
会員になると多くの特典があります。是非ともこの機会に入会をお薦めします。
【特 典】
1.「IoT」や「AI」、「ロボット」、「カイゼン」、「3Dプリンター」など
ICTの最新情報をテーマにした講演会・セミナーを「無料で」受講できます。
2.特徴あるものづくり企業の工場視察に「無料で」参加できます。
3.ITものづくり等推進支援事業費補助金に応募できます。
4.ソフトピアジャパン・VRテクノセンターの研修受講時「助成金」を受けら
れます。
5.多様な業種の企業が集まる企業交流会やビジネスマッチングに「無料で」
参加できます。
6.電子メール配信サービス（隔週金曜日配信、配信先1,098社）で貴社をPR
できます。
7.日本ニュービジネス協議会連合会（JNB）の事業に参加できます。
【入会資格】企業。事業協同組合、協同組合などの団体または個人
【会

費】入会金無料
年会費 1口3万円（8月入会の場合、年会費は22,500円に減額されます。）

【入会申込方法】
下記に連絡していただけば、入会申込書（電子ファイルまたは用紙の形）を
お送りします。
ぎふＩＴ・ものづくり協議会 事務局（（公財）ソフトピアジャパン内）
（担当：小森・太田・田代）
TEL：0584‑77‑1188
FAX：0584‑77‑1107
E‑mail：info@gifu‑itmonodukuri.jp
■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【お知らせ】「Kaizen IT Summit in Gifu 2017」の参加者募集中!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
「働き方改革とグローバル」をテーマに、IT/IoT時代の人づくり・組織づくり
に関する講演と、組織・チームの抜本的な働き方改革を実践されている企業の
事例紹介、トヨタ流組織マネジメントの最新情報と実践方法について講義とワ
ークショップを交えてお伝えします。
【日

時】平成29年9月28日（木）13時〜19時30分
平成29年9月29日（金）10時〜15時30分

【場

所】ソフトピアジャパン センタービル1F
（大垣市加賀野4丁目1番地7）

セミナーホール

他

【内 容】
1.9月28日（木）13時〜19時30分（懇親会含む）
(1)講演：「コネクティッドカンパニーに見られるトヨタの連携（仮）」
https://gifu‑itmonodukuri.jp
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講師：藤原 靖久 氏（トヨタ自動車株式会社 e‑TOYOTA部 部長）
〈現職のトヨタの部長です!!〉
(2)講演：「IT新時代の競争優位とTPS＆Lean/Agileプロセス」
講師：黒岩 惠（さとし）氏（（一社）持続可能なモノづくり・人づくり
支援協会 代表）
(3)講演：「社員が元気に働き、経営成果も上がる、活力ある組織」
講師：鈴木 良始（よしじ）氏（同志社大学 商学部 教授）
(4)懇親会
2.9月29日（金）10時〜15時30分
(1)組織・チームの抜本的な働き方改革を実践されている企業の事例発表
(2)トヨタ流組織マネジメントの最新情報と実践方法についての講義とワーク
ショップ
※詳細内容は下記の申込みホームページよりご確認ください。
【参加費】1.9月28日：無料（懇親会は有料：2,000円）
2.9月29日：5,000円
【定

員】200名

【申込み】下記URLからお申し込みください。
https://www.softopia.or.jp/kaizen20170928/
【共催等】
共催：公益財団法人ソフトピアジャパン、一般社団法人TMS&TPS検定協会、
ぎふITものづくり協議会
協力：株式会社豊田マネージメント研究所
【問合せ】公益財団法人ソフトピアジャパン 事業連携室
TEL：0584‑77‑1166 E‑mail：summit@softopia.or.jp
□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【再掲】━━━━
【お知らせ】「第13回 JNB新事業創出全国フォーラム in 山梨」
のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
日本ニュービジネス協議会連合会（JNB）から岐阜ニュービジネス協議会
（ぎふＩＴ・ものづくり協議会）会員の皆様にお知らせです。
「第13回JNB新事業創出全国フォーラム in 山梨−地方から日本を元気に
〜地方のちから、連携ビジネスが日本を変える〜」をご案内します。
【日

時】平成29年10月5日（木）13時〜19時30分

【場

所】甲府富士屋ホテル
（山梨県甲府市湯村3‑2‑30）

【内 容】
(1)13時〜13時25分
(2)13時30分〜14時20分
(3)14時30分〜15時40分

https://gifu‑itmonodukuri.jp

開会式
第12回ニッポン新事業創出大賞表彰式
記念シンポジウム／講演＆トークショー
「世界に通じる地域ブランドを創るには？」
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(4)15時50分〜17時
(5)17時30分〜19時30分

輿水 精一 氏（サントリースピリッツ株式会社
名誉チーフブレンダー）
柳田 藤寿 氏（山梨大学ワイン科学研究センター教授）
記念シンポジウム／パネルディスカッション
「地域から始まる 新たなビジネス の胎動」
大懇親会

【参加費】会員無料。大懇親会参加の場合は参加費1万円（会員も有料）。
【詳細・申込方法】下記URLをご覧ください。
http://forum2017.ynbc.or.jp
【問合せ】一般社団法人山梨県ニュービジネス協議会事務局
TEL：080‑8430‑4704
FAX：055‑288‑9136
**********************************************************************
●ソフトピアジャパンからのお知らせ（3件）
**********************************************************************
◆◇◆━━━━━━━━━━[ぎふＩＴ・ものづくり協議会助成対象研修]━━
ソフトピアジャパンIT研修 受講者募集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
12月までの研修スケジュールを公開しました。
お申し込みをおまちしております。
ソフトピアジャパンIT研修は、[ぎふIT・ものづくり協議会助成金]の対象です。
・受講者1名につき10,000円（1講座2名まで、年間延べ3名まで）
−−−−−−
デザイン
−−−−−−
・イラストレーター 速習編（1回目）
・イラストレーター 速習編（2回目）
・フォトショップ・イラストレーター活用講座
（1回目）DMを作成しよう
（2回目）カタログを作成しよう
−−−−−−−−−−−−−−−
Web制作・アプリ開発・IoT等
−−−−−−−−−−−−−−−
・TensorFlowによる機械学習 基礎編
・基礎から学ぶAndroidアプリケーション開発
・Web技術者のためのセキュリティ
・Androidアプリケーション開発 実践編
・Raspberry Pi 基礎編
・Linux システム管理
・実践！レスポンシブWebデザイン
https://gifu‑itmonodukuri.jp

( 9/8(半日) 4,000)
(11/2(半日) 4,000)
( 9/21
(11/30

(9/14‑15
(10/5‑6
(10/19‑20
(10/26‑27
(11/16‑17
(12/7‑8

8,000)
8,000)

27,000)
18,000)
26,000)
19,000)
19,000)
24,000)
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〜マルチデバイスに対応したサイト制作〜
−−−−−−−−−
ビジネススキル
−−−−−−−−−
・会社を強くする！データ分析
【会

(12/14

〜統計解析入門編〜 (12/22

12,000)

場】ソフトピアジャパン ドリーム・コア
（大垣市今宿6‑52‑16)

9,000)

1Fネクストコア等

【申込み】下記URLからお申込みください。
https://training.softopia.or.jp
【問合せ】公益財団法人ソフトピアジャパン 事業連携室
TEL：0584‑77‑1166
E‑mail：training@softopia.or.jp
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【お知らせ】プログラムレス無料データ分析ソフト
「Rapid Miner ハンズオン（体験会）」のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
IoTや機械学習の実現に必要な大規模データ分析には、高価なソフトウェアや、
高度なプログラミングスキルが必要と考えていませんか。ドラッグ＆ドロップ
のみでプログラミングなしに、分類やパターン発見などの複雑な分析ができま
す。デ―タ分析プラットフォーム「Rapid Miner」の体験会を開催します。
(パソコン操作ができることが前提となります。）
【日

時】平成29年9月4日（月）13時30分〜16時30分

【場

所】ソフトピアジャパン ドリーム・コア
（大垣市今宿6‑52‑16)

【内

容】「Rapid Miner ハンズオン（体験会）」
・データ分析とは？
・「 Rapid Miner 」について
・「 Rapid Miner 」ハンズオン
・機械学習とディープラーニング

【講

師】足立

悠

1階

氏（（株）KSKアナリティクス

ネクストコア

データアナリスト）

【参加料】無料
【定

員】各部 20名（先着順・定員になり次第締め切ります）

【申込み】下記URLをご覧ください。
https://www.softopia.or.jp/rapidminer20170904/
【問合せ】公益財団法人ソフトピアジャパン
新サービス創出支援室（担当：吉川、田代）
TEL：0584‑77‑1188
E‑mail：seminar@softopia.or.jp
https://gifu‑itmonodukuri.jp
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◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【お知らせ】「ソフトピアジャパン ベンチャースクール」受講者募集!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
新産業創出の担い手として期待されるITを活用したスタートアップ/ベンチャー
企業としての成長、既存事業の拡大、新規事業の立ち上げを目指している方を
対象に、ビジネスプラン等を作成するベンチャースクールを開催します。
【日

時】平成29年9月12日（火）、19日（火）、26日（火）、10月10日（火）、
16日（月）14時〜17時
※原則全講義の受講としますが、部分受講も可能です。

【場

所】ソフトピアジャパン ドリーム・コア2F
（大垣市今宿6‑52‑16）

会議室

【内 容】
1.第1回（9/12）：「スタートアップにとってのビジネスプランとは/
ビジネスプランの作成」
講師：照沼 大 氏（日本ベンチャーキャピタル（株） 執行役員）
松田 理恵 氏、石山 泰男 氏、渡邉 穣 氏、杉原 美智子 氏
（三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング（株）
Open Innovation platform LEAP OVER）
2.第2回（9/19）：「新規商談を成功に導く秘伝」
講師：鈴木 徹 氏（（株）アイランド・ブレイン 代表取締役社長）
3.第3回（9/26）：「投資家目線からビジネスプランを考える（仮）/
ビジネスプランのブラッシュアップ」
講師：今野 穣 氏（（株）グロービス・キャピタル・パートナーズ
パートナー COO）
講師：石山 泰男 氏、渡邉 睦 氏、辰巳 祐介 氏、杉原 美智子 氏
（三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング（株）
Open Innovation platform LEAP OVER）
4.第4回（10/10）：「システム・ソフトウェア開発契約の基本」
講師：安部 晃平 氏（表参道パートナーズ法律事務所 弁護士）
5.第5回（10/16）：「地方発ベンチャーがマーケティングと資金調達
でやってきた具体的な話/ビジネスプランの発表」
講師：豊吉 隆一郎 氏（株式会社Misoca 代表取締役）
照沼 大 氏（日本ベンチャーキャピタル（株）執行役員）
石山 泰男 氏、渡邉 睦 氏、辰巳 祐介 氏、杉原 美智子 氏
（三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング（株）
Open Innovation platform LEAP OVER）
【参加費】無料
【定

員】20名

【詳細・申込】下記URLをご確認ください。
https://www.softopia.or.jp/vscl20170912/
【主

催】公益財団法人ソフトピアジャパン

https://gifu‑itmonodukuri.jp
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【協

力】三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
Open Innovation platform LEAP OVER

【問合せ】公益財団法人ソフトピアジャパン
事業連携室（担当：平塚、岩田、伊藤）
TEL：0584‑77‑1166 E‑mail：bsc@softopia.or.jp
**********************************************************************
●テクノプラザからのお知らせ（1件）
**********************************************************************
□■□━━━━━━━━［ぎふＩＴ・ものづくり協議会助成対象研修］━━━
■□
テクノプラザCADセミナーのご案内
□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
////SOLIDWORKS 入門
///
【開催日】8月25日(金) 1日間 10時〜17時
【学習目標】優れた操作性に定評のある3次元CADソフト「SOLIDWORKS 2017」
を使用して、3次元モデリング演習を行いながら、ソリッドモデ
リングの基本操作を体験します。 SOLIDWORKSの導入をご検討さ
れている方に最適です。
1．3次元CADの概念
2．モデリング演習（機能操作含む）
【受講料

10,800円 /

（岐阜県受講料減免後）
7,200円
（各務原市受講料減免後)
3,600円
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
///CATIA V5 基礎・サーフェス(夜間10日コース) ///
【開催日】 8月28日(月）〜9月8日（金）（土日除く10日間） 18時〜21時
【学習目標】自動車、航空機業界で広く利用されている「CATIA V5」の
ユーザーインタフェイスを理解してソリッドパーツ作成の
基本操作および自由曲面を含む形状作成操作を習得します。
講義時間を夜間と設定し、業務との両立を目指したコースです。
「CATIA V5基礎」、「CATIA V5サーフェス」と同等の講義内容を
夜間習得します。
1.ユーザーインタフェス
2.スケッチャー
3.パーツ作成
4.ワイヤーフレーム作成
5.サーフェス作成
6.ソリッドとサーフェスの組合せ
【受講料

146,880円 /

（岐阜県受講料減免後） 97,920円
（各務原市受講料減免後) 48,960円
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
///Creo 基礎 ///
https://gifu‑itmonodukuri.jp
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【開催日】 9月5日(火）〜7日（木） 3日間 10時〜17時
【学習目標】コンカレント・エンジニアリングのツールとして多くの企業で
利用されている「Creo 2.0」を使用して、基本操作を習得します。
1.ソフトウェアの起動／終了、保存、マウス操作、スケッチ
2.部品の作成（フィーチャー作成）
3.アセンブリ作成
【受講料

72,300円 /

（岐阜県受講料減免後）
48,200円
（各務原市受講料減免後) 24,100円
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
詳しくはＷＥＢで！
http://www.vrtc.co.jp/tp‑cad/
◆◆施設利用できます◆◆
各種CAD、CAEソフト等、当館の施設利用が出来ます。
詳しくは↓ホームページ↓をご確認の上、是非ご利用ください。
http://www.vrtc.co.jp/tp‑cad/
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
【問合先】
〒509‑0109 岐阜県各務原市テクノプラザ1丁目1番地
テクノプラザCADセミナー 研修・運営業務担当 大前、戸谷
TEL:058‑379‑6370 または 058‑379‑2281
E‑mail：tp‑cad@vrtc.co.jp
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
※特記事項
各務原市内に事業所を有する企業及び市内に在住する個人の方が当研修を
受講された場合、各務原市より補助金が交付されます。
詳しくは↓ホームページ↓をご確認ください。
http://www.vrtc.co.jp/tp‑cad/
**********************************************************************
●その他のお知らせ（6件）
**********************************************************************
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【再掲】━━━━
【お知らせ】岐阜県内中小企業等のIoT等導入を支援します!
〜「中小企業等IoT導入促進補助金」の第2次募集〜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
岐阜県では、「岐阜県第四次産業革命推進プロジェクト」の一環として、
岐阜県ITものづくり推進ラボを核にIoT等の導入促進を図っています。
このたび、県内中小企業者等のIoT導入・活用経費を補助する「中小企業等
IoT導入促進補助金」の第2次募集を開始しましたので、お知らせします。
【補助対象事業】
https://gifu‑itmonodukuri.jp
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(1)カイゼンステージ型
生産性向上や低コスト化、製品・サービスの高付加価値化、新製品・
新サービス創出に繋げるためのIoT等を用いた設備投資計画の策定
(2)本格導入ステージ型
IoT等を用いた設備投資
※県内に本社を有するソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する
企業等と協同した事業とすること。
【補助対象者】県内中小企業、団体等
【補助率及び補助限度額】
補助率：補助対象経費の2分の1以内
補助限度額：(1)カイゼンステージ型／計画の策定：上限 1,000千円
(2)本格導入ステージ型／設備投資：上限10,000千円
【補助対象経費】(1)カイゼンステージ型
計画の策定：コンサルティング委託経費、専門家依頼経費
(2)本格導入ステージ型
設備投資：機械装置費、システム開発委託費、技術導入費、
運搬費、専門家依頼経費、クラウド利用費
【募集期間】平成29年7月27日（火）〜9月8日（金）
【応募方法】岐阜県ホームページ（産業技術課）から申請書等をダウンロードして
応募してください。
http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken‑gaiyo/soshiki‑annai/shoko‑rodo/sangi/IoT̲hojo̲bosyu
̲annai.html
【問合せ】岐阜県商工労働部産業技術課ITものづくり室ITものづくり係
TEL：058‑272‑1111(内線）3051 TEL：058‑272‑8379（直通）
FAX：058‑278‑2679
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【再掲】━━━━
【お知らせ】「G空間セミナー2017夏 in GIFU〜G空間情報が果たす役割
最新技術と行政の取り組み〜」参加者募集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
岐阜県と（公財）岐阜県建設研究センターでは、県内のG空間（地理空間）
情報の利活用促進を目指した「G空間セミナー2017夏 in GIFU」を、2月に
引き続き開催いたします。G空間情報の利活用にご興味のある方は是非
ご参加ください。
【日

時】平成29年8月28日（月）13時30分〜16時30分

【場

所】ソフトピアジャパンセンタービル セミナーホール
（大垣市加賀野4丁目1番地7）

【内 容】
1.講演(1)基調講演「Digital Earth/GISでつくるナレッジハブ」
講師：福井 弘道 氏（中部大学 中部高等学術研究所長
https://gifu‑itmonodukuri.jp
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国際GISセンター長）
(2)特別講演
1)「地理空間情報の活用推進に関する政府の取組みについて」
講師：永田 勝裕 氏（国土交通省国土地理院 中部地方測量部
地理空間情報管理官）
2)「SIP自動走行システム−ダイナミックマップの取り組み−」
講師：南方 真人 氏（トヨタ自動車株式会社 先進技術開発カンパニー
先進技術統括部 安全技術企画 技範）
2.事例発表(1)千葉県浦安市：「GISの新たな活用シーンを探る
〜浦安市の事例〜」
(2)岐阜県環境企画課：「岐阜県の野生動物情報に関するGISの
活用事例」
【受講料】無料（事前申込みが必要です）
【継続教育プログラム等】
本セミナーは建設系CPD（CPDS)、測量CPDの認定セミナーとなります。
建設系CPD（CPDS）：2ユニット／測量CPD：3ポイント
【申込み】下記URLをご参照ください。
（岐阜県建設研究センターホームページ)
http://www.gifu.crcr.or.jp/news/2017/07/g.html
【問合せ】公益財団法人岐阜県建設研究センター
岐阜県ふるさと地理情報センター（担当：八代、恒川）
TEL：0584‑81‑1357 E‑mail：GIS@gifu.crcr.or.jp
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【再掲】━━━━
【お知らせ】「新産業構造ビジョン説明会」の開催
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
中部経済産業局からのお知らせです。
経済産業省では、本年5月、第4次産業革命（IoT、ビッグデータ、AI、ロボッ
ト等）へ的確に対応するための官民の羅針盤となる「新産業構造ビジョン」
を策定しました。
この度「新産業構造ビジョン」を広くご理解いただくための説明会を開催し
ます。
企業、地方自治体、支援機関の皆様をはじめ、関心をお持ちの多くの方々の
参加をお待ちしております。
【日

時】平成29年8月29日（火）13時30分〜14時40分

【場

所】中部経済産業局 2階 大・小会議室
（名古屋市中区三の丸2‑5‑2）

【説明者】中石 斉孝 氏（経済産業省 経済産業政策局 審議官）
【定

員】60名（先着順）

【参加費】無料
https://gifu‑itmonodukuri.jp
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【申込方法・詳細】下記URLをご覧ください。
http://www.chubu.meti.go.jp/b21jisedai/20170829/index.html
【締

切】平成29年8月25日（金）

【問合せ】中部経済産業局 地域経済部 次世代産業課
TEL:052‑951‑0570
FAX：052‑950‑1764
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【お知らせ】「新規事業促進実践プログラム〜知財戦略を踏まえて〜」
の参加企業募集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
中部経済産業局からのお知らせです。
中小企業の新しい取組への挑戦を支援するため、中部経済産業局管内（愛知県
・岐阜県・三重県・石川県・富山県）に本社を置く中小企業の経営者や新規事
業担当者等を対象に新たなビジネスプランや立ち上げて間もない新規事業の促
進を目的としたプログラム「新規事業促進実践プログラム〜知財戦略を踏まえ
て〜」の参加企業を募集します。
【プログラムの全体像】
平成29年9月から平成30年2月の間、以下の内容を実施します。
(1)新規事業プラン又はアクションプランのブラッシュアップ、知的財産活用
に係る指導等
(2)新規事業発表会（成果発表会）
(3)新規事業の事業化又は事業加速化が見込める企業に対する知財調査・分析
・ブランディング支援（選抜）
(4)新規事業の事業化又は事業加速化のためのマッチング
【対

象】新規事業プラン又は新規事業をスタートさせて3年以内の中小企業
の経営者や新規事業担当者等（複数名参加が望ましい）

【定

員】5社程度（うち1社以上は北陸地域）とし、2.(3)の選抜は2社程度

【応募期間】平成29年8月2日（水）〜8月31日（木）17時必着
【申込方法・詳細】下記URLをご覧ください。
http://www.chubu.meti.go.jp/c85shinjigyo/press/20170802/index.html
【問合せ】中部経済産業局 産業部 経営支援課 新事業支援室
TEL:052‑951‑2761
FAX：052‑951‑9800
E‑mail：chubu‑shinjigyo@meti.go.jp
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【お知らせ】「新・ダイバーシティ経営企業100選」の公募
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
経済産業省からのお知らせです。
経済産業省は、「ダイバーシティ経営によって企業価値向上を果たした企業」
を表彰する「ダイバーシティ経営企業100選」を平成24年度から実施していま
す。この度、平成29年度の公募を行います。
https://gifu‑itmonodukuri.jp

2017‑12‑16 02:30:45 / Page 11

「優れたダイバーシティ経営企業」として選定・表彰された企業については、
ベストプラクティス集として取組内容が広く紹介され、「優秀な人材確保」、
「外的評価の向上」につながることが期待できます。
【応募期間】平成29年7月14日（金）〜9月13日（水)
【詳細・応募方法】下記URLをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/entry/index.html
【問合せ】PwCコンサルティング合同会社「総務省 平成29年度 新・ダイバー
シティ経営企業100選/100選プライム」事務局（担当：千葉、千賀、
高篠、林、松原）
E‑mail：JP̲Cons̲100sen@pwc.com
TEL：03‑6212‑7474 受付時間：平日10時〜17時30分（土日祝除く）
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【お知らせ】「第2回働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」の募集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
厚生労働省からのお知らせです。
人口減少下においても力強い成長を実現させるためには、労働者一人ひとりの
労働生産性の向上を通じて「生産性革命」を図るとともに、「希望出生率1.8」
や「介護離職ゼロ」を達成できるような職場づくり（雇用管理改善）を強力に
推進する必要があります。厚生労働省では、労働生産性の向上と雇用確保・雇
用環境の改善を両立させる企業・職場を表彰し、優れた取組事例を収集し、広
く啓発・普及していきます。
【応募期間】平成29年7月14日（金）〜9月15日（金）
【詳細・応募方法】下記URLをご覧ください。
http://koyoukanri.mhlw.go.jp/award/index.html
【問合せ】日本生産性本部 働き方改革推進センター内「働きやすく生産性の
高い企業・職場表彰」事務局（担当：春日、栢沼、杉村、小山）
（〒150‑8307 東京都渋谷区渋谷3‑1‑1）
E‑mail：seisansei‑koyou@jpc‑net.jp TEL：：03‑3409‑1121
FAX：03‑3409‑1007 受付時間：平日9時30分〜17時30分
=======================◆次号原稿の締切◆===========================
■次回第495号は、9月1日（金）発行の予定です。
原稿掲載希望の方は8月28日（月）午後5時までに下記ホーム
ページから、又は下記アドレスにメールでお送りください。
なお、企業からの情報提供は、ぎふＩＴ・ものづくり協議会会員企業
に限らせていただいております。
URL：http://gifu‑itmonodukuri.jp/modules/inquirysp3/
E‑mail：info@gifu‑itmonodukuri.jp
==========================◆お知らせ◆==============================

https://gifu‑itmonodukuri.jp
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■ニューズレターの購読中止、アドレスの変更の場合は、現在の登録メール
アドレス登録名をご記入の上、下記までメールをお寄せください。
E‑mail：info@gifu‑itmonodukuri.jp
====================================================================
■編集・発行：ぎふＩＴ・ものづくり協議会／担当：小森・太田・田代
〒503‑8569 大垣市加賀野4−1−7（公財）ソフトピアジャパン内
TEL：0584‑77‑1188 FAX：0584‑77‑1107
info@gifu‑itmonodukuri.jp
http://www.gifu‑itmonodukuri.jp/
====================================================================
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