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☆★☆トピックス☆★☆------------------------------------------------------☆理系女性活躍支援事業に関する調査への協力お願いについて☆
経済産業省の補助を受けて進めている理系女性活躍促進支援事業では、企業が理系学生に対して新規
採用時に求めるスキルに関するニーズを把握するための調査を、11 月中旬より２週間程度の期間、
JRIA 会員企業を中心とする広範な企業を対象に実施する予定です。
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
☆理系女性活躍支援事業に関する予備調査協力へのお礼☆
9 月に運営委員会メンバー企業を対象に実施した予備調査では、14 社よりご回答をいただきました。
業種によらず広範囲にわたる専門スキルを活用したい企業が多いこと、また専門スキルに加えて、確
率・統計や品質・信頼性工学、システム工学等の基礎分野、セキュリティーや環境・エネルギー等の
基盤分野を学んでいる人材が求められているなどの結果が得られました。
ご協力ありがとうございました。
☆理系女性活躍支援事業の広報状況について☆
10 月 8 日開催の第 14 回 男女共同参画学協会連絡会シンポジウム「国際的に見て日本の研究者にお
ける女性割合はなぜ伸びないのか？」において、経済産業省産業技術環境局大学連携推進室の講演「産
業界における理系女性の活躍促進に向けた経済産業省の取組」の中で、理系女性活躍支援事業をＰＲ
いただきました。
また 10 月 20 日、内閣府主催の「第 1 回 理工系女子応援ネットワーク会議」においても、同じく経
済産業省産業技術環境局大学連携推進室より本事業をご紹介いただいています。

★平成 28 年度「食の安全専門調査研究会」設置と会員募集のご案内★
食の安全に関する産学官及び異業種交流の場（交流プラットフォーム）として、12 月 19 日に上記研
究会を設置し、第 1 回（丸山先生講演）をはじめ年度内に 3 回開催し、以後継続して開催する予定で
す。

研究会では、
「食の安全性」に関する課題を広く調査し、食品の生産、加工、流通、消費などの各段階
に於ける現場ニーズを把握し、今後のビジネス展開に向けた可能性を探ることを目的としています。
JRIA 会員企業を対象として参加者を募集しています。
ご参加申込、お問い合わせは、メールのタイトルを（JRIA：
「食の安全」専門調査研究会参加希望/問
い合わせ）とし、メール本文に次の事項を明記の上、jria1@jria.or.jp までお申し込みください。
------------------------- ＜返信用テキスト＞ ---------------------所属（会社名）
：
部署・役職：
氏名：
連絡先 E-mail：
連絡先 TEL：
☆「食の安全」専門調査研究会について
参加を希望いたします。／問い合わせいたします。
（どちらかをお消し下さい）
☆ 通信欄（取り上げてほしい話題、講師等がありましたらご記入お願いします）
-----------------------------------------------------------------------

☆先導技術交流会・シンポジウム開催予告☆
テーマ：
「次世代再生医療の基礎と夢～細胞機能制御（臓器形成）への医学、工学的アプローチ～」
日時：平成 29 年 2 月 1 日 13：00−17：30
場所：国立研究開発法人産業技術総合研究所臨海副都心センター別館 11F 会議室
主催：一般社団法人研究産業・産業技術振興協会
共催：国立研究開発法人産業技術総合研究所（予定）

☆パートナー機関イベント情報☆
《一般社団法人セメント協会 セメント系固化材の利活用セミナー(金沢)》
日時：平成 28 年 11 月 2 日(水) 13:00～16:50
場所： 金沢商工会議所会館 1F ホール
HP：http://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/ji1g.html
《一般社団法人セメント協会 セメント系固化材の利活用セミナー(広島)》
日時：平成 28 年 12 月 9 日(金) 13:00～16:50
場所：広島県 JA ビル 10F 講堂
HP：http://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/ji1g.html

------------------------------------------------------☆★☆★☆★☆★☆★☆
１◆報告－－事業活動(委員会他) ◆
☆委託事業・補助事業
10/25 ミニマルファブ研究開発委員会を開催しました。
10/28 サステイナブル委員会を開催しました。イノベーション人材例の分析、また同人材の採用、発
掘、育成について議論がされました。
10/31 サイレントチェンジ研究開発委員会準備委員会を開催しました。

☆自主委員会
10/14 環境技術調査委員会を開催しました。東京大学 新領域創成科学研究科 堀教授より、次世代
エネルギーインフラ技術として、電気自動車等のワイアレス給電の現状、今後の方向について講演が
あり、熱心な質疑が行われました。
10/17 検査・分析委員会を開催しました。
委員会終了後に経済産業省 基準認証経済連携室 松本室長に「認定・認証に係る国際動向」について
ご講演いただきました。
ＷＧ１では検査・分析動向調査に関するアンケート調査を実施しています。500 社以上の検査・分析
機関へアンケート調査用紙を送付し、11 月中をめどに回収します。データ解析は 12 月を予定してい
ます。
ＷＧ２では、10 月 20 日に福島県環境創造センター及び福島県ハイテクプラザを訪問視察しました。
特に、福島県環境創造センターでは放射能除染に関連する研究が幅広く行われていました。
11 月 10 日には東北大学 生活環境早期復旧技術研究センターを訪問視察し震災後の大学研究機関の
役割と成果について意見交換する予定です。
10/25 研究開発マネジメント委員会を開催しました。
ご講演として、 経済産業省 産業技術政策課長 渡邊政嘉様よりオープンイノベーション協議会のま
とめた「オープンイノベーション白書（初版）」をもとに、日本におけるオープンイノベーションに関
する課題、成功要因などの解説をいただきました。続いて、Road to Silicon Valley 主催する高岡淳
二様から「シリコンバレーと日本との懸け橋プロジェクト」への取り組みのご講演をいただくととも
に、その後活発な質疑を行いました。
10/28 より、平成 14 年度より継続的に実施している「民間企業の研究開発動向に関する実態調査」を
開始しました。

２◆報告－理事会、運営委員会等◆
来年 3 月の総合役員会および理事会は 8 日（水）15 時からに決定しました。
また、5 月の総合役員会、理事会、総会は 31 日（水）15 時からに決定しました。
理事、監事、幹事のかたはご予定願います。開催場所はＫＫＲホテルとなっています。なお、31 日は
成果報告会も開催予定ですので会員企業様多くのご出席をお願いいたします。
３◆実績・予定－協会スケジュール◆
(予定は確定分のみ掲載しています)
＜１０月＞
10/ 7 ナノ分析標準委員会
10/14 環境技術調査委員会
10/17 検査・分析委員会
10/25 ミニマルファブ研究開発委員会
10/25 研究開発マネジメント委員会
10/26 先導技術研究会・幹事会
10/28 サステイナブル委員会
10/31 サイレントチェンジ研究開発委員会準備委員会
＜１１月＞
11/ 1 技術系人材委員会
11/10 ナノ分析標準委員会
11/14 検査・分析委員会
11/14 五感委員会
11/15 先導技術研究会・幹事会

11/21 技術系人材委員会
11/28 平成 28 年度「民間企業の研究開発動向に関する実態調査」締め切り
＜１２月＞
12/14 検査・分析委員会
12/19 食の安全専門調査研究会
12/28 仕事納め

○最新の協会スケジュールは、リニューアルされた HP のトップで参照できます。
・http://jria.or.jp//

４◆編集後記◆
・最後までお読みいただきありがとうございました。
また、皆様の忌憚のないご意見を頂戴できればと存じます。

******* 研究産業・産業技術振興協会(JRIA)ニュースについて********************
・本ニュースは、関係部署に転送いただき、ご活用いただけますと幸いです。
また、非会員関係先等への転送にもご協力いただきますようお願いいたします。
・バックナンバー：http://www.jria.or.jp/HP/jria_news.htm
・JRIA ニュースの送付先アドレスの変更やご不要な場合は下記事務局までご連絡願います。
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