平成２５年度「事業のあらまし」の発刊にあたり

平成１０年４月に前身であるＴＡＭＡ産業活性化協議会を設立して以来、ＴＡＭＡ協会
はおかげさまで１６年経過し、20周年に向かって邁進しております。これはひとえに、
多くの皆様のご支援とご尽力により成し得たものであり、深く感謝申し上げます。
平成２４年１２月に誕生した安倍晋三内閣が掲げるアベノミクスの３本の矢、「財政出
動」「金融緩和」「成長戦略」により日本は大きく変革しています。そして「成長戦略」
では「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」が閣議決定（平成２５年６月１４日）され、
私たちの進むべき方向性が示されました。「日本再興戦略」では、戦略市場創造プランと
して ①国民の「健康長寿」の延伸 ②クリーン・経済的なエネルギー需給の実現 ③安
全・便利で経済的な次世代インフラの構築 ④世界を惹きつける地域資源で稼ぐ地域社会
の実現をうたっています。創造プラン実現のためには、担い手である中小企業が活躍・発
展することが重要であることは言うまでもありません。
このような現状を踏まえ、ＴＡＭＡ協会では昨年第四期５ヵ年計画を策定し「産学連携
・研究開発支援」「販路開拓・海外展開支援」「人材育成・人材確保支援」の3事業を柱
としてＧＮＴ企業を連続的に創出を目指しＴＡＭＡブランドの定着を図るというミッショ
ンを掲げ ＴＡＭＡエコクラスターの形成を進めていくことで グローカルな産学官金ネ
ンを掲げ、ＴＡＭＡエコクラスターの形成を進めていくことで、グローカルな産学官金ネ
ットワークを活用して持続的なイノベーションを創出する仕組み作りを進めて参ります。
平成２６年度は第四期５ヵ年計画の2年目となります。本計画のプログラムをより一層
遂行していく所存ですので、皆様におかれましては益々のご支援とご尽力を賜りたくお願
いする次第です。
本書は平成２５年度のＴＡＭＡ協会実施事業と平成２６年度の取組みについて、「平成
２５年度事業のあらまし」としてまとめております。是非、積極的にご活用いただきます
ようよろしくお願い申し上げます。
平成２６年吉日
一般社団法人

首都圏産業活性化協会

会長

田島

瑞也
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第四期５ヵ年計画の概要（事業の体系）
第四期5ヵ年計画では、第三期のテーマである環境ものづくりを継承するとともに、地域の総力を結集
した産学官金の連携によるものづくりの支援を行うというTAMA協会の原点に立ち返り、TAMAが日本
や世界のものづくりをリードしていく存在となることを目指していきます。さらに、これまで取り組ん
できた、地球環境への貢献を意識したものづくりの推進に加え、自然との調和のみならず、人、地域、
世界との調和などを広く環境配慮と捉え、ものづくり産業が、地域と世界に調和しながら貢献していく
ことをこれからの課題として取り組んで参ります。こうしたことから、第四期では、日本や世界のもの
づくりをリードし、地域と世界の発展に貢献していくことを「ＴＡＭＡブランド」として宣言するとと
もに、第四期五ヵ年計画のビジョン「ＴＡＭＡエコクラスターの形成」を目指します。

Ⅰ 第四期５ヵ年 ビジョン／ミッション／数値目標
【 第四期 ビジョン 】
環境配慮ものづくりを推進し、TAMAエコクラスターを形成する

【 ミッション 】
産学官金が結集してイノベーションを起こしTAMA地域の産業経済を活性化する。
具体的には、TAMAブランドの確立（TAMAブランド宣言の実現）のため、グ
ローカル連携によって、GNT企業を連続的に創出する

【 数値目標】
①グローカル連携
（１）ローカル（国内）連携
（２）グローバル（海外）連携

：２００件
：１００件

②ＴＡＭＡブランド企業：１００社
③新規ＧＮＴ企業：１０社
【ＧＮＴ企業の定義】
グローバルニッチトップ：グローバルニッチ市場において、トップシェアの
技術・製品を保有する企業

ＴＡＭＡブランド企業顕彰事業

産学官金サミットによるＴＡ
ＭＡブランド宣言の啓発啓蒙

Ⅱ ＴＡＭＡブランド宣言
グローバル化の加速、新興国の台頭、世界規模の経済危機、自然災害の多発、産業活動を背景とした地
球環境破壊の進展など、世界の産業は、かつてないほど激動し、混沌としています。我が国の産業経済も、
国内市場の縮小や為替相場の急展開、エネルギー問題等が加わり、さらに厳しい状況にあり、世界の中で
の日本の産業競争力は衰退の危機に直面しています。
また、人類の存続さえも危ぶまれる、産業活動などを背景とした地球環境破壊の問題も、世界の足並み
が揃わず、なかなか解決の道筋が見えてきません。
しかし、我が国の基幹産業であるものづくりにとって、直面する多様な問題は、世界に先駆けてイノ
ベーションを産み出す先進的な課題でもあり、世界的競争力をもつ新産業創出の原動力でもあります。
また、グローバル化の進展に伴い、産業活動における地域と世界との距離が大幅に短くなっている現在
は、世界に直接繋がって、世界の中の、自社にとっての最適市場で活躍できるチャンスでもあります。
このような中で、ＴＡＭＡのポテンシャルは、グローバル市場で活躍し世界の産業経済に影響力を持つ
企業を産み出すことを通じて、新しい価値を創造し、活力ある地域づくりや我が国の産業競争力強化に貢
献することが期待されています。
このため、ＴＡＭＡ協会は、日本や世界のものづくりをリードする取組みをＴＡＭＡブランドとして宣
言し、会員の主体的な活動を促進するとともに、地域と世界の発展に貢献することをめざします。

ＴＡＭＡブランド宣言

Ⅲ ＴＡＭＡ第四期５ヵ年計画 アクションプラン

ＴＡＭＡブランド企業
顕彰事業

ＴＡＭＡブランドの確立（ＴＡＭ
グローカル連携によってＧ

産学連携・研究開発支援
①産学・企業間連携支援
②研究開発支援
・地域イノベーション戦略推進事業
・製品技術連携スクエア事業
・ものづくり企業グループ支援
・競争的資金の獲得支援
・研究開発人材育成支援
研究開発人材育成支援

新技術・
市場のニ ズ
市場のニーズ

産

学

人材育成・人
ネットワークの増強
①ネットワークの強化・拡大・統合
・ＴＡＭＡ産学官金サミットの開催
・中核機関ネットワーク会議の実施
（首都圏西部地域産業活性化協議会）
（首都圏西部イノベーション推進協議会）

・会員増強
・広域（ＴＡＭＡ地域外）連携
広域（ＴＡＭＡ地域外）連携
・海外支援機関・研究機関との連携

①人材育成支援
②人材確保・定着支援
・グローバル経営人材
グロ バル経営人材
・企業の魅力発見・発
・インターンシップコ
・就職説明会

ＭＡブランド宣言の実現）のため、
ＧＮＴ企業を連続的に創出

ＴＡＭＡ産学官金
サミット

販路開拓・海外展開支援

・ 新製品
・開発ニーズ
開発ニ ズ

金

①販路開拓支援（ローカル連携推進）
②海外展開支援（グローバル連携推進）
・ビジネスフェアfromTAMA
・東アジア現地事務所の設置
（台湾・中国・韓国）
・ＡＳＥＡＮ・香港・欧米展開支援
・海外ビジネス研究会
ジ
・商談会・展示会出展支援

官

人材確保支援
組織体制・財政基盤強化
援
材育成講座
発信プログラム
コーディネート

①組織体制の強化
②財政基盤の強化
・理事主導による事業運営
・３事業部制による事業運営
・受益者負担事業の拡充
・広域連携委託事業の受託
・管理法人業務の実施
・会費制度

部会運営
ＴＡＭＡ協会は、平成24年度より、会員が中心となる事業運営体制を確立するため、ＴＡＭＡ協会の
事業を「産学連携・研究開発」「販路開拓・海外展開」「人材育成・人材確保」の３事業部に改編統合
して、様々な事業プロジェクト、支援プログラムを実施しています。
この３事業部の活動に対して、より会員の意見、評価を反映させるために、事業部毎に、「部会」を
設置しました（平成24年度より）。それぞれの部会は、ＴＡＭＡ協会の会長・副会長が部会長となり、
部会長を補佐する事業担当理事を副部会長として、ＴＡＭＡ協会の産学官金の複数の会員により編成さ
れています。
平成25年度も、複数回の部会を開催し、事業プログラムや事業運営に対する協議を行ってきました。

Ⅰ 部会組織の概要
部会は、「産学連携・研究開発部会」「販路開拓・海外展開部会」「人材育成・人材確保部会」の３
つに分れ、それぞれＴＡＭＡ協会の会長または副会長が部会長となり、部会を統括しています。また、
部会長を補佐する役割の副部会長を、ＴＡＭＡ協会の理事が担当し、ＴＡＭＡ協会の産学官金の複数の
会員が、部会員となっています。

３事業部会の編成

◆部会の構成
部

会

部会長

副部会長

産学連携・研究開発

奥村副会長

販路開拓・海外展開
人材育成・人材確保

部

会 員

産

学

官

金

上野理事

７社

６大学

２名

２名

飯田副会長

井口理事

７社

１大学

３名

２名

田島会長

松橋理事

４社

２大学

２名

３名

Ⅱ 部会の実施
３事業部の事業計画や活動の実施状況の報告、事業内容に関する意見交換を行うため、事業
部会を実施しました。

① 産学連携・研究開発部／人材育成・人材確保部 合同部会
実施日：平成25年8月21日
場 所：八王子学園都市センター
主な内容：
（１）産学連携・研究開発事業の活動状況報告（地域イノベーション戦略
推進事業、競争的資金の獲得支援実績について他）
（２）人材育成・人材確保事業の活動状況報告（成長産業人材養成等支援
事業、地域中小企業の人材確保・定着支援事業について）
（３）大学との連携による、「研究開発、人材育成・人材確保」の取組み
強化について（話題提供：地域の大学が主体となり実施されている
「研究開発と人材育成・採用」を融合した取組み
①首都大学東京 ＰＢＬ事業
②電気通信大学 スーパー連携大学院
③東京農工大学 女性研究者研究活動支援事業
（４）外国人採用の必要性について
（産学連携による外国人のスムーズな採用の仕組みづくりについて）

② 販路開拓・海外展開部 部会
実施日：平成25年8月9日
場 所：西武信用金庫八王子支店
主な内容：
（１）国内販路開拓支援事業について
①ビジネスフェアfromＴＡＭＡの実施概要とＴＡＭＡ協会の
取組み計画について
②広域的技術連携交流会について（新規企画事業）
③ＴＡＭＡ版セールスレップ制度の創設について
（２）海外展開支援事業について
①平成25年度年間スケジュール（展示会、商談会等の
ミッション派遣予定等）
②海外展開支援関連の公的支援施策について（紹介・説明）
③東アジア・ＡＳＥＡＮ展開について
（台湾、新嘉坡、越南、上海、香港、韓国 交流事業）
④重点事業：欧米展開について（北米交流事業、伊太利、独逸事業）

③ ３事業部 合同部会
実施日：平成25年10月11日
場 所：京王プラザホテル八王子
テーマ：３事業部の取組みの連携
主な内容：
・田島会長より：ＴＡＭＡ協会が持続発展するための４つの課題
・事務局からの情報提供
（１）他事業部との想定連携内容および具体的事例
（２）来年度の主要事業
（３）ＴＡＭＡ協会活動のプロモーションの取組み
・事業部間連携の具体的な取組みについて（ディスカッション）

平成２６年度の取り組み
３事業部の事業プロジェクト、支援プログラムの充実のため、複数回の部会を実施します。部会では、実施事業の確認を
行うとともに、意見、評価、以後の事業に関する提言を集め、事業の改善、充実に活かします。

首都圏西部地域広域基本計画
平成１９年６月に「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」が施行
されました。この法律は地域経済の国際的な大競争時代に相応しい新しい企業立地促進策を推進し、地域の特
性・強みをいかした企業立地促進を通じて地域産業の活性化を目指すものです。
この法律に基づき、平成２１年度に「首都圏西部地域産業活性化協議会」が組成され、「首都圏西部地域広
域基本計画」を策定し、平成２２年４月、国の同意を得ました。
ＴＡＭＡ協会は、都県を越えた地域（埼玉県・東京都・神奈川県）で策定したこの広域基本計画の構成員と
して、目標に向けた事業を実施しています。

Ⅰ 首都圏西部地域広域基本計画の概要
埼玉県、東京都及び神奈川県には我が国経済を牽引する「ものづくり」産業群が集積。ものづくり大国
日本の基幹産業である「自動車」「電気・電子」「精密機械」関連産業を主なターゲットに、広域的な産
学官の連携を強化することにより、イノベーションの創出を図り、新たな需要を生み出すことが可能な世
界有数の先端ものづくり地域の形成を目指す。

首都圏西部地域広域基本計画地域

集積区域
３５市４町１村（１都２県）

埼玉県
集積業種
自動車関連産業、
電気・電子関連産業、
計測分析器等精密機械関連産業

東京都

計画期間
平成２２年４月～平成２７年３月

神奈川県

※首都圏西部地域広域基本計画
平成２２年４月２６日 同意
（厚生労働大臣・経済産業大臣）

集積区域市町村および協議会構成員
集 積

区 域 市

首都圏西部地域産業活性化協議会構成員

町 村

３５市４町１村

埼玉県

さいたま市

三芳町

昭島市

国分寺市

武蔵村山市

日の出町

川越市

八王子市

調布市

国立市

多摩市

檜原村

所沢市

立川市

町田市

福生市

稲城市

奥多摩町

飯能市

武蔵野市

小金井市

狛江市

羽村市

相模原市

(財)東京都中小企業振興公社

狭山市

三鷹市

小平市

東大和市

あきる野市

厚木市

(地独)東京都立産業技術研究センター

入間市

青梅市

日野市

清瀬市

西東京市

坂戸市

府中市

東村山市

東久留米市

瑞穂町

神奈川県
東京都
(社)首都圏産業活性化協会
(財)埼玉県産業振興公社
(財)さいたま市産業創造財団

(財)神奈川産業振興センター
(財)相模原市産業振興財団
厚木商工会議所

Ⅱ 首都圏西部地域広域基本計画の目標に向けた事業環境の整備
１．成長産業振興・発展対策支援事業
広域的産学官ネットワーク強化
① 首都圏西部地域産業活性化協議会の実施（事業の総括・事業企画）

グリーンイノベーション・ライフイノベーション推進事業
① 産学官金サミットの実施
② ＧＮＴ企業創出委員会の開催
③ モデル企業選定評価委員会事業（モデル企業の調査・ＰＲ・表彰）

国内立地促進／海外展開支援・国内販路開拓支援
①
②
③
④
⑤

東アジア連携先３か国（中国・韓国・台湾）、欧米及びＡＳＥＡＮへの展開支援
海外展開ビジネス研究会（中国・台湾・韓国・ＡＳＥＡＮ・欧米）
海外ミッション派遣（商談会、展示会、支援機関訪問等）
地域間広域連携によるグローバル販路開拓支援（海外拠点活用等）
国内販路開拓・技術連携支援（ビジネスフェア from TAMAを活用した事業紹介・企業紹介）

経営課題解決支援事業
１）情報提供事業
２）経営課題個別対応（企業訪問による経営課題解決支援情報提供事業）

研究開発支援（ＧＩ／ＬＩの促進）
① 研究開発促進事業（案件発掘・連携支援・助成事業活用支援）
② 地域イノベーション戦略推進事業との連携（案件提案）

２．成長産業人材養成等支援事業
グローバル経営人材育成講座
グローバル市場で通用する人間力（コミュニケーション力、論理的思考能力等）の
開発を基礎に、会社経営に欠く事の出来ないマーケティング力、商品開発力、アカ
ウンティングの知識等の基本的仕事力を身に着け、将来の「グローバル・リーダー」
となる経営人材の育成を目指す講座を実施。併せて、グローバル市場で売れる次世代
技術（グリーン･イノベーション、ライフ・イノベーション分野）を開発できる人材
の育成を目的とした、ライフ・イノベーション技術講座を実施。

座
学
演
習

実
践

１）Basic Course
・世界の社会・経済動向や製造業のトレンドを学ぶ。
・マーケティング、商品開発での成功企業の事例分析を通じて自社の取り組みを見直す気づきを得る。
・自社の海外進出の為のマーケティング＆販売戦略を受講者が自ら立案し、プレゼン。
２）Advanced Course
・ＧＮＴ（グローバルニッチトップ）企業をめざし、グローバル販路開拓に取組む人材の実践力を養成。
・異文化を受け入れる受容力、人間力を磨く切り口を知ると共に、海外ビジネスで役立つ知識を学ぶ。
３）ライフ・イノベーション技術講座
・技術動向等の最新知識を学ぶとともに、産学連携による研究開発計画の立案能力を身に着ける。

平成26年度の取り組み
首都圏西部地域産業活性化協議会の継続・発展を進め、産業競争力強化法に基づく市町村による創業支援への協力や、市町
村別のニーズに合せた地域企業支援事業を企画、実施する。

ＴＡＭＡブランド化推進事業
ＴＡＭＡブランド化推進事業は、ＴＡＭＡ第四期５ヵ年計画において、ＴＡＭＡが地域と世界の発展に貢献し
ていくことをＴＡＭＡブランドとして宣言し、ＧＮＴ（グローバルニッチトップ）企業を連続的に創出していく
ことを目指す取り組みです。初年度である平成２５年度は、以下のような個別事業を行いました。

Ⅰ ＴＡＭＡブランド化推進事業 実行委員会の実施
ＴＡＭＡブランド化推進事業の具体的なプログラムの企画・検討と、ＴＡＭＡブ
ランド大賞の選考基準の策定及び選考を実施するため、ＴＡＭＡ第四期５ヵ年
計画策定に携わった委員で構成する「ＴＡＭＡブランド化推進事業 実行委員
会」を開催しました。

第１回 平成２５年８月２２日
第２回 平成２５年１１月５日
第３回 平成２５年１１月２８日

Ⅱ ＴＡＭＡブランド企業顕彰事業
１．ＴＡＭＡブランド企業の認定
先端産業でのイノベーションや、国内外での連携、環境に配慮したもの
づくり、グローバルニッチ分野での販売等を実現している企業を募集し、
その中から他の模範となる取り組みを進める企業を「ＴＡＭＡブランド
企業」として認定しました。
今年度は、２７社を認定し、グローバルに発信することを想定して、
英語表記の認定証を授与しました。
ＴＡＭＡブランド企業認定証の例
◆ＴＡＭＡブランド企業 平成２５年度 認定企業
№

エリア

1

神奈川

2

会社名

分野

＜主要審査内容＞

アイフォーコム㈱

ソフトウェアシステム開発、システムコンサルティング、環境ソリューション

埼玉

㈱井口一世

板金加工、金属プレス加工による精密機械部品の製作、金属加工用金型の設計

3

埼玉

㈱industria

機械器具製造、精密金属加工、各種受託加工等

4

東京

エーアンドエー㈱

金属・樹脂等の切削加工、半導体製造装置の部品加工、電動式移乗機の開発等

5

東京

㈱エリオニクス

電子・イオン・Ｘ線等を応用した各種研究開発装置の開発・設計・製造・販売等

6

東京

㈱鬼塚硝子

医療用硝子容器、炭酸ガスレーザー、電解放出型Ｘ線管製造販売

7

東京

金鈴精工㈱

精密機械加工部品の製造

8

埼玉

カネパッケージ㈱

各種緩衝材・設計・試験・製造・販売

9

東京

川崎鉄工㈱

コンクリートパイル用継手フランジ製造、販売

10

東京

㈱環境経営総合研究所

紙パウダーと合成樹脂を混成、発泡させたエコ断熱材の製造

11

埼玉

㈱協同商事

クラフトビール製造、有機栽培青果物卸、物流事業

12

東京

グリッドマーク㈱

GridOnput技術を用いた各種製品の開発・製造・販売

13

東京

ケミテック㈱

工業用接着剤及びマイクロカプセル応用開発・製造

14

東京

㈱コスモテック

粘着シート・テープ、転写シールの開発及び製造販売

15

東京

㈱セキコーポレーション

精密プレス金型及び関連部品の設計・製作

16

東京

綜研化学㈱

化学品の製造・販売、装置システムの生産・販売

17

東京

㈱相馬光学

分析機器製造販売

18

東京

壷坂電機㈱

カメラ開発・検査・製造工程における検査・調整装置の設計・開発・製造・販売

19

埼玉

㈱テラダイ

アルミダイカスト製品の製造及び金型設計

20

東京

東成エレクトロビーム㈱

電子ビーム溶接、各種レーザー加工

21

東京

㈱バイオネット研究所

組み込みソフト・ハード・物理設計とバイオビジネス

22

東京

㈱ハイメックス

機械部品製造

23

東京

㈱ハムロンテック

洩れ（リーク）検査装置の開発・製造・販売

24

東京

武州工業㈱

輸送機器・医療機器向けパイプ部品の製造

25

東京

ホットマン㈱

繊維製品の製造・加工及び販売

26

東京

㈱メトロール

工業用センサの開発・製造・販売

27

神奈川

㈱リガルジョイント

流体制御機器、オゾン環境機器、熱交換器の開発・製造・販売

※五十音順

企業の発展ステージ（４段階）
における
「産学連携・研究開発」
「販路開拓・海外展開」
「人材育成・人材確保」
「環境配慮ものづくり」
「連携」
の５つの視点の取組み内容を審査
（その他の申請書類記載内容）
・企業概要
・事業内容
・経営理念
・将来目標／成長戦略
・３期分業績
・顕彰事業の受賞歴
・市場占有率が高い自社製品／
技術
・事業所の特徴／独自の取組み
・経営者プロフィール
・ＴＡＭＡ協会への要望
上記内容を勘案し、実行委員会にて
認定に関する選定を実施しました。

（計２７社）

２．ＴＡＭＡブランド大賞の選考
ＴＡＭＡブランド企業に認定された企業の中で、特に優れた取り組みを進める企業を「ＴＡＭＡブランド大
賞」として表彰しました（表彰事業への応募企業より選出）。大賞名については、受賞された企業において評価
された取組みが分かるような大賞名としました。また、特別賞の経済産業省関東経済産業局長賞、東京都産業労
働局長賞、日刊工業新聞社賞については各機関の評価基準によって選定されました。
表彰式は第６回ＴＡＭＡ産学官金サミット内で行われ、西武信用金庫様のご協力により、大賞には副賞として
２０万円が贈られました。

Ⅴ 第６回ＴＡＭＡ産学官金サミット
ＴＡＭＡブランド宣言の普及促進とＴＡＭＡブランド企業を地域内外に広く発信するため、「産学官金サミッ
ト」を開催しました。

第６回ＴＡＭＡ産学官金サミット
開催日：平成２５年１１月２８日（木）

共 催：国立大学法人 東京農工大学、西武信用金庫

時 間：１３：３０～１９：３０

後 援：経済産業省関東経済産業局、東京都、埼玉県、

会 場：国立大学法人 東京農工大学

神奈川県、日刊工業新聞社

来場者：２４１人

１．基調講演

１４：００～１５：００

講演者：法政大学大学院 教授

坂本 光司 氏

【演題】グローバルニッチトップ企業の魅力と課題

２．ＴＡＭＡブランド大賞表彰式

１５：００～１６：１５

◆ＴＡＭＡブランド大賞（５社）
産学連携大賞
株式会社エリオニクス
基盤技術発展大賞
株式会社鬼塚硝子
海外展開大賞
株式会社コスモテック
人材確保大賞
株式会社メトロール
マングローブ環境保全大賞 カネパッケージ株式会社
◆特別賞（３社）
関東経済産業局長賞
株式会社環境経営総合研究所
東京都産業労働局長賞
株式会社セキコーポレーション
日刊工業新聞社賞
株式会社相馬光学

３．パネルディスカッション

基調講演（坂本 光司 氏）

ＴＡＭＡブランド大賞 受賞者

１６：２５～１７：５０

テーマ
ＧＮＴ企業をどのように創出するかを考える
コーディネーター 法政大学大学院 教授
坂本 光司 氏
パネリスト
関東経済産業局 地域経済部長 野口 聡 氏
ＴＡＭＡブランド大賞受賞企業（４社）

大会宣言
ＴＡＭＡ会員は、Ｇｒｅａｔｅｒ Ｔｏｋｙｏ ＴＡＭＡにおいて、これまで培ってきた産学官金の連携力
をフルに活用して、新たなＧＮＴ企業を創出すると共に、既存ＧＮＴ企業とそれを支える基盤技術型企業
の一体感を強固にすることによって、世界のものづくりをリードするＴＡＭＡエコクラスターの形成に向
け、力強い歩みを始めることを宣言する。

産学連携・研究開発促進事業
Ⅰ 地域イノベーション戦略推進事業
文部科学省 経済産業省 農林水産省は 平成２２年６月に閣議決定された「新成長戦略」を踏まえて
文部科学省、経済産業省、農林水産省は、平成２２年６月に閣議決定された「新成長戦略」を踏まえて、
地域イノベーションの創出に向けた地域の主体的かつ優れた構想に対し、関係府省の施策を有機的に組み合
わせて総合的・集中的に支援するため、「地域イノベーション戦略推進地域」について全国で２４地域を選定
しました。
この取り組みは、「産学官金の参画機関が連携して、地域の強みや特性を活かした取り組みを通じて、持続
的・発展的にイノベーションを創出する仕組みの構築を図ることで、地域イノベーションシステムの構築や活
力ある地域づくり、ひいては我が国の科学技術の高度化・多様化や我が国の産業競争力強化につなげる」こと
を目指しています。

１．制度の概要
（１）地域イノベーション戦略推進地域の選定（文部科学省・経済産業省・農林水産省）
首都圏西部地域においては、従来の産学官連携拠点形成事業の中核機関である、首都大学東京・電気通信
大学・東京農工大学・東京都・TAMA協会に、新たに埼玉大学・青山学院大学・芝浦工業大学・東洋大学・
埼玉県・さいたま市・相模原市・西武信用金庫・東京都立産業技術研究センターを加えた、首都圏西部イノ
ベーション推進協議会を組成して、首都圏西部地域イノベーション戦略を策定しました。
この戦略を実現するため、本地域は「首都圏西部ＳＱＯＬ（Smart Quality Of Life）技術開発地域」
として地域イノベーション戦略推進地域／研究機能・産業集積高度化地域に選定されました。
本地域では高齢化社会を踏まえた「ＳＱＯＬ技術」を戦略技術分野とし、「各種ＳＱＯＬ技術の創出とそれ
らを有機的にネットワーク化したサービスグリッド化」を図り、「首都圏特有の都市課題を解決し、持続的に
発展可能な活力ある地域づくり」に貢献することを目標に取り組んでいきます。

【首都圏西部地域 イノベ
イノベーション創出のテーマと目的】
ション創出のテ マと目的】

福祉
福祉
関連
関連

この課題に自治体が財政出動し、充実し
た施設・安全な施設を作ることは困難

環境
福祉
関連
関連

・介護施設の不足、在宅介護の増加

課題

・福祉
福祉、医療費の増加
医療費の増加
・高齢者の事故死の増加

東京都は環境確保条例によりＣＯ２削減
に積極的。神奈川県、埼玉県も追随

・エネルギー消費によるＣＯ２の

課題

排出増加
・ヒートアイランド現象が顕著

ライフイノベーション

グリーンイノベーション

自治体や施設に頼らず、この地域

ＣＯ２削減に繋がる、

課題に対応できる方法は！？
課題
対応 きる方法

新しい方法は！？
新
方法
？

グリーンイノベーション、ライフイノベーションの促進
個別の状況、多様な個別ニーズにも適合した暮らしの質を向上させる技術（SQOL）の創出

首都圏西部地域の都市課題解決と持続的発展可能な活力ある地域づくりに貢献

ＳＱＯＬ技術の創出・普及・拡大を推進

（２）地域イノベーション戦略支援プログラム（文部科学省）
地域イノベーション戦略支援プログラムは、地域イノベーション戦略推進地域（前項（１）参照）に選定さ
れた地域のうち、文部科学省による支援が地域イノベーション戦略の実現へ大きく貢献すると認められる地域
に対して行われる、知的財産の形成、人材育成等（ソフト ヒュ マン）を重視した事業です。
に対して行われる、知的財産の形成、人材育成等（ソフト・ヒューマン）を重視した事業です。
「首都圏西部ＳＱＯＬ（Smart Quality Of Life）技術開発地域」においても、地域選定と同時に支援プロ
グラムに採択されています。本地域では、６つの機関がこの支援プログラムの中の４つのメニューを活用して、
地域イノベーション戦略の実現に向けた取組みを行っています。
【首都圏西部地域で行われている支援プログラム】
（１）研究者の招聘（集積）・・・実施機関：首都大学東京、電気通信大学
（２）人材育成プログラムの開発と実施・・・電気通信大学 埼玉大学 芝浦工業大学
（２）人材育成プログラムの開発と実施・・・電気通信大学、埼玉大学、芝浦工業大学
（３）大学等の知のネットワーク構築・・・ＴＡＭＡ協会
（４）設備・機器の共用化・・・埼玉大学、東洋大学

【地域イノベーション戦略推進地域・同プログラム・協議会の関係】

イノベーション推進協議会

新成長戦略（平成２２年６月）

（首都圏西部地域）
産：ＴＡＭＡ協会（総合調整機関）
学：首都大・電通大・農工大

地域イノベーション戦略推進地域（平成２３年～）

埼玉大・青学大・芝浦工大・東洋大

【地域選定】

官 東京都 埼 県 さ たま市 相模 市
官：東京都・埼玉県・さいたま市・相模原市

・産学官金の参画機関が連携

金：西武信用金庫

・地域の強みや特性を活かした取組

イノベーション推進機関：都産技研

提案

・地域イノベーションシステム構築
・活力ある地域づくり

【協力機関】東京都中小企業振興公社、埼玉県産業振興公社、
神奈川県産業技術センター、TAMA協会会員大学、TAMA協会
会員自治体・商工団体、TAMA協会会員金融機関、TAMA協会
海外連携機関

「首都圏西部地域

・国際競争力強化地域
・研究機能・産業集積高度化地域
研究機能 産業集積高度化地域
◆２０２０年における到達目標を設定
◆行政区域を越えた共同提案を奨励

イノベーション戦略」
首都圏西部SQOL技術開発地域（平成２３年～）

選定

地域イノベーション戦略推進地域
／研究機能・産業集積高度化地域

平成２３年８月選定

提案

支援

戦略を実現するために
「地域イノベーション戦略支援プログラム」に提案

地域イ ベ シ 戦略支援プ グ ム（文科省）
地域イノベーション戦略支援プログラム（文科省）

①研究者の集積：首都大学東京、電気通信大学
【支援メニュー】（人件費支援）
①研究者の集積
（研究者招聘人件費・研究費）

③大学等の知のネットワーク構築
（産学連携コーディネータ人件費）

②人材育成プログラムの開発・実施
（プログラム開発者人件費）

④研究設備・機器の共有化支援
（技術支援スタッフ人件費）

提案

採択

②人材育成プログラムの開発・実施：電気通信大学
埼玉大学
芝浦工業大学
③大学等の知のネットワーク構築：TAMA協会
④研究設備・機器の共有化支援：埼玉大学、東洋大学

平成２６年度の取り組み
ＴＡＭＡ協会は総合調整機関として、各支援大学の知を結集し、首都圏西部地域の企業と大学とのマッチングを加速しま
す。地域の課題・重点施策に対応したライフ・イノベーション、グリーン・イノベーションに関するＳＱＯＬ案件を創出
していくとともに、地域の特性を生かして将来的に海外市場を獲得できるようなイノベーション創出を目指します。

２．各機関の取り組み
首都圏西部地域の産学官金の中核機関が協働して「産学官金の知の統合」を行い、グリーンイノベーション、
ライフイノベーションを促進することで、個々の状況、多様な個別ニーズにも適合して暮らしの質（ＱＯＬ：
Quality of Life）を向上させる技術（ＳＱＯＬ：Smart QOL）を次々に生み出すことをめざします。
QOL）を次々に生み出すことをめざします

世界へ発信
世界の産業に貢献

都市課題対応・地域経済活性化

綿貫WG

【重点プロジェクト】
（必要条件）
複数大学・複数企業・複数地域が
連携して取り組むプロジェクト

◆重点プロジェクトから、個別技術課題が
明確化され、SQOL技術が生まれる
◆SQOL技術の創造から、重点プロジェクト
を補完し、重点プロジェクトを実現する

（埼玉大学）
快適環境
安全・安心

【ミッション】
秋澤WG
鎌倉ＷＧ
重点
（東京農工大学）
研究シーズの連携
（電気通信大学）
快適環境
産学マッチング
プロジェクト 省エネ省資源
研究開発プロジェクト化
（案件の統合・体系化）
事業化プロモート
久保田WG
国際技術動向調査
（首都大学東京）
安全・安心」

SQOL技術の
SQOL

連続的な創出
SQOL

SQOL
SQOL
SQOL

SQOL

SQOL

相乗効果

SQOL

相互に補完

【知のネ トワ ク構築】
【知のネットワーク構築】
産学官金連携を促進し、重点プロジェクト、SQOL技術の創出を推進総合調整機関
＜ＴＡＭＡ協会＞

ニーズ・課題の発信
事業化・産業化

研究シーズ・研究テーマ
発信・提供
SQOL（グリーンイノベーション、ライフイノベーション）
SQOL（グリ
ンイノベ シ ン ライフイノベ シ ン）
技術となる研究シーズ・研究テーマを発信。加えて、
技術開発課題の解決を支援
＜首都大＞＜電通大＞＜農工大＞＜埼玉大＞
＜青学大＞＜芝浦工大＞＜東洋大＞＜都立産技研＞

地域の大学等
【研究者の招聘】
SＱＯＬ技術関連研究者の集積と知の蓄積
◆BTO型見守りシステムの開発
＜首都大学東京＞
◆ICTおよびセンサー技術の高度化
＜電気通信大学＞

産業が求める技術ニーズの発掘地域の課題の発信、
事業化・産業化（支援）
＜企業・産業＞＜西武信金＞
＜自治体＞＜都立産技研＞

◆地域貢献機能の強化

【設備・機器の共用化】
地域の大学等研究機関の設備・機器等を活用して、SQOL技術
の開発を支援
◆アンビエント・モビリティ・インターフェイス研究開発拠点
（電波・電池・モータ試験設備）＜埼玉大学＞
◆バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター（バイオ医療デ
バイス開発拠点）＜東洋大学＞

【人材の育成】
先進的なＳＱＯＬ技術を発想し、その開発と事業化を進める事が出来る人材を育成
◆ICTシステムに関する基盤技術力の養成＜電気通信大学＞
◆安心、安全、快適な運転ができる社会実現のための人材育成プログラム＜埼玉大学＞
◆高齢者問題、環境等の社会的な課題に関するPBL (Project Based Learning)＜芝浦工業大学＞

３．地域イノベ・重点プロジェクトＷＧ（ワーキンググループ）の組成・実施
平成２３年度より、複数の企業・大学・地域が統一テーマで連携して取り組めるような研究開発プロジェク
ト（重点プロジェクト）の創出を目指し、そのシナリオ作りを進めるWGを立ち上げました。WGでは、地域
課題の解決につながるよう、ライフイノベーション、グリーンイノベーション分野を軸に、大学間、企業間、
地域間の連携によってＳＱＯＬ技術案件を創出していくための協力体制の構築を進めています
地域間の連携によってＳＱＯＬ技術案件を創出していくための協力体制の構築を進めています。
平成２４年度は、大学研究者、地域連携コーディネータ等（一部、自治体関係者も参加）を中心に、テーマ
、方向性、サブテーマ、技術課題等についての議論を行い、各WGごとのシナリオの作成を進めました。
平成25年度は、地域企業の参画、連携を推進し技術開発及び事業化に向けた案件検討を進めました。
平成２６年度、２７年度では、これまでの議論をベースに技術開発、事業化を具体的に進め、地域の課題解
決につなげて参ります。

【目的】

SQOL技術開発
新事業創出

都市課題対応
地域経済活性化

世界へ発信
世界の産業に貢献

【テーマ】

【アクション】

研究開発

事業化産業化

産学官金連携
グローバルイノベーション
グリーンイノベーション

ライフイノベーション

重点プロジェクト・WGの目的、テーマ、アクション
WG一覧（H25.3.末）
座長
東京農工大学
秋澤 淳 教授

テーマ
首都圏西部地域で省エネを実現する
総合的な技術体系とシステムの確立

埼玉大学
綿貫 啓一 教授

首都圏西部地域の高齢化社会に対応
した高度医療・福祉機器の開発

電気通信大学
鎌倉 友男 教授

次世代超音波応用（診断・治療）
システムの開発

首都大学東京
久保田 直行 教授

地域コミュニティの質と安心を高める
ＳＱＯL技術の体系化とシステム構築

分野

連携大学
自治体

連携企業数

省エネ・
省資源

芝浦工業大学
相模原市

中小：７社
大手：１社

安全・安心

東京農工大学
芝浦工業大学
東洋大学
埼玉県
埼
県
さいたま市

中小：１３社
大手：１社

快適環境

東洋大学
サレジオ高専

中小：７社

安全・安心

東京農工大学
電気通信大学

中小：８社

平成２６年度の取り組み（重点プロジェクトWG）
引き続きテーマに沿う中小企業・大手企業の参画を募り企業や大学、自治体、支援機関が連携して、地域の課題の解決を
目的としたSQOL技術案件の創出、事業化、商品化を目指します。

４．医療イノベーションフォーラム
ＴＡＭＡ協会では、２００８年９月に、診断機器・検査機器を中心とした医療機器の性能・機能を向上させ
る新たなデバイス・部品を、ＴＡＭＡ企業・大学の間の産産連携・産学連携で生み出すことを目的として、
「医療機器デバイス研究会」（平成２４年度からは「首都圏西部ＳＱＯＬ(Smart Quality of Life)技術開発地
域」の中のライフイノベーション技術による地域イノベーション創出に向けた活動の一環として、医療イノベ
域」の中のライフイノベ
ション技術による地域イノベ ション創出に向けた活動の 環として、医療イノベ
ーションフォーラムに改称）を設立し、継続して活動を実施しました。

（１）平成２５年度の具体的な取組み
①医療系全般の知識吸収・情報収集を目的として医学専門家、学識者による講演会の開催
②大学病院・地域中核医療機関との交流会を核としたマッチングの促進
③分科会方式での医療デバイスのシーズ探索、ニーズ調査による新規研究開発テーマの抽出Ｔ案件化

（２）医療イノベーションフォーラム（研究会）内容
①各回の基調講演内容
開催日
５月15日

講
師
産業技術総合研究所ヒューマンライフテクノロジー
研究部門 上級研究員 岡崎 義光氏
東京都立産業技術研究センター

城東支所

電気通信大学

情報理工学部

教授

狩野

電気通信大学

情報理工学部

助教

牧

講演テーマ
医療機器開発の新規参入に向けたポイント

岡野 宏氏

ここがポイント！ 安全対策の実例から見た、
医療・福祉機器の開発と実用化

豊氏

筋疲労と筋損傷のバイオイメージング

7月16日

公益財団法人テクノエイド協会

昌次郎氏

企画課長

五島

ホタルの光が拓く未来の医療
清国氏

福祉用具及び介護ロボットの現状と最新施策の動向

９月12日

11月14日

東京農工大学

先端機械システム部門

日本工業大学

創造システム工学科

関東経済産業局

芝浦工業大学

②企業紹介

准教授

ジョイスティックカーの研究開発と実用化

秋元

俊成氏

3次元計測の医療応用について

次世代産業課ヘルスケア産業室
佐伯

係長
雅哉氏

医療機器産業分野における関東経済産業局の取組

システム理工学部

助教

和田 正義氏

教授

花房

昭彦氏

さまざまな車椅子と人体モデルによる評価の試み

２月6日

明星大学

情報学部情報学科

教授

香椎

正治氏

ロコモーティブシンドローム

予防機器の開発

②フォーラム（研究会）では、以下の企業の自社の製品・技術内容・トピックスなどの紹介を行いました。
②フォ
ラム（研究会）では 以下の企業の自社の製品・技術内容・トピックスなどの紹介を行いました
＜企業＞
・CKD株式会社：各種産業分野用の自動機械装置及び機能機器、医療機器用制御弁など紹介
・オリンパス株式会社八王子先端技術センター：MEMS応用医療・ヘルスケア技術について
・東立化工株式会社：プラスチック成形加工品（医療用チューブ等）、真空保管容器などの紹介
・日本ベクトン・ディッキンソン株式会社：医療用・細菌検査用の機器、器材、試薬等の紹介
・リプト株式会社：iPadを活用したワイヤレス内視鏡ビデオカメラシステムの紹介

（（３）分科会活動
）分科会活動
本年度も、大学の持つ医療機器デバイス関連（主に地域イノベーション戦略推進事業の一環として作成した
大学技術工房を活用）のシーズと民間企業の有する技術のマッチングを目的とした分科会方式での活動を継続
しました。本年度は、とくに東洋大学生体医工学研究センターの寺田所長、日本工業大学の秋元助教及び順天
堂大学医学部の米澤准教授などの協力を得て、関連企業のメンバーによる分科会を設立し、案件創出を行いま
した。この分科会で得られた研究成果は平成２５年度の公的助成金事業に提案し、数件は採択されました。

平成２６年度の取り組み
１）医療系全般の知識吸収・情報収集などを目的として医学専門家・学識者らによる講演会の継続的開催
２）大学病院・地域中核医療機関との交流会を核としたビジネスマッチングの促進
３）分科会方式での医療デバイスのシーズ探索、ニーズ調査による新規研究開発テーマの抽出と案件化
（案件の公的助成金事業への提案）
４）医療先進クラスター地域との広域連携促進

５．地域イノベ・技術連携交流会
（１）活動目的と活動スキーム
「地域イノベ・技術連携交流会」は、大手企業・大学・中小企業を結び付ける交流会で、従来の技術連携交流
会と新たなソリューション提案交流会を、（独）中小企業基盤整備機構と共催で開催しました。
技術連携交流会は、大手企業・大学が中小企業のコア技術をまとめた「製品・技術ＰＲレポート」を見て関
心のある中小企業を指名、一方大手・中小企業が大学研究者の技術をまとめた「大学技術工房」を見て、大学
の研究者を指名し面談します。ソリューション提案交流会は、大手企業、大学、中小企業が抱えている課題を
事前に提示し、その課題を解決できる中小企業や大学と面談します。
どちらも、その後再面談を繰り返し、大手企業・大学・中小企業間で事業拡大・新事業・新技術・新製品など
の創出に進む連携を目指しています。

＜大手企業、大学と中小企業の新しい連携を求めて＞
大手企業

大学

中小企業

１．先端技術・コア技術は自
社周辺技術は外部に依頼

１．先端技術を研究

１．狭い分野だが、高い技術
力

２．社内での少量生産は不得
手外部の企業に依頼

２．アイデアベースの具現化
体制が弱い

２．少量生産が得意

３．技術力の高い地元企業と
取引したい意向を持つ

３．中小企業との連携チャネ
ルが弱い

３．自社の魅力をタイムリーに
発信することが不得手

４．しっかりした製品企画、
強固な販売網

４．保有技術と事業化の
アンマッチ

４．販売網が弱体

新しい技術や考え方を取り入れて新たな価値を創造する
（２）交流会の準備活動
①「大学技術工房 Vol.３」の発刊
地域イノベーション戦略推進事業参画７大学の研究者紹介資料として、ライフ
イノベーション・グリーンイノベーションに関連した研究内容を「大学技術工
房」として作成しました。作成に当たっては、各大学の研究センターのご支援を
いただきながら、中小企業との連携に関心のある研究者（教授、准教授、助教
等）を各大学から選定頂き、７０名の研究内容を紹介しています。先に作成した
Ｖｏｌ．１（ライフイノベーションに関係する７０名の研究者）、Ｖｏｌ．２
（グリーンイノベーションに関係する７０名の研究者）と合わせ、２１０名の大
学研究者の研究シーズデータベースが蓄積出来ました。

②「ワザ自慢１００ Vol.７」の発刊
「製品・技術ＰＲレポート」を、新規に１９３社作成しました。
作成にあたっては狭い地域に留まることなく広い地域で「とがった技術」を見つ
けるため、関東経済産業局、四国経済産業局、（独）中小企業基盤整備機構、静
岡県、山梨県、いわき市などにも協力頂きました。特に（独）中小企業基盤整備
機構と共同で８８社のPRレポートを作成し、北海道から九州まで、「とがった技
術」を持つ企業のレポートを作成しました。この完成により、全国で１０００社
超のワザのある企業データベース（Ｖｏｌ．１～７）が蓄積出来ました。

③事前説明会・相談会の実施
連携を成功させるためのプレゼンと連携マナーについて、連携交流会参加企業を対象にセミナーを行い、
また希望する企業には面談に際しての相談会を実施しました。

ａ．「１０月４日地域イノベ・技術連携交流会」の事前説明会
「１０月４日地域イノベ 技術連携交流会 の事前説明会
・日時：平成２５年９月１８日（水）１８：００～２１：００
・場所：国分寺労政会館
・参加人数：７９名

ｂ．「２月５日ソリューション提案交流会」の事前説明会
・日時：平成２６年１月２３日（木）１８：００～２１：００
・場所：国分寺労政会館
・参加人数：４０名

（３）大手企業や大学のニーズに合わせた５つの交流会を開催（連携成果は継続フォロー中）
新たにソリューション提案交流会を加えて、５つの交流会を開催しました。

＜５つの交流会＞

ａ．技術連携交流会
大手・大学複数社Ｘ中小複数社
・大手・大学が中小を指名
・２０分の面談

ｅ．プライベート交流会
大手・大学１社Ｘ中小複数社
・６０分程度の面談
・きめ細かい面談

新規
ｂ．ソリューション提案交流会
大手・大学複数社Ｘ中小複数社
・課題を解決出来る中小と面談
・２５分の面談

ｃ．リアルタイム交流会
大手・大学１社Ｘ中小１社
・大手・大学のニーズに合った
企業と随時面談

ｄ．オープンイノベ交流会
大手・大学１社Ｘ中小複数社
・大手・大学がニーズを一般公開
・シーズがある企業が応募

ａ．地域イノベ・技術連携交流会
大手企業や大学が指名した中小企業、大手企業が指名した研究者と面談出来、お互いに連携のスタートが
切れる交流会です。今年度は（独）中小企業基盤整備機構と共催で、地域イノベ参画７大学を含む８大学と
他地域クラスター、西武信用金庫、地域支援機関とタイアップし実施しました。
・開催日：平成２５年１０月４日（金）・場所：中野サンプラザ１３階コスモルーム他・参加者：５７０名
・面談者規模：大手企業：４１社、大学研究者：３０名、中小企業：１５０社
談者規模 大手企業
社 大学研究者
名 中小企業
社
＊新規に参加いただいた大手企業：パラマウントベッド（株）、花王（株）、（株）日立国際八木ソリュー
ションズ、（株）日立製作所横浜研究所、埼玉日本電気（株）、日産自動車（株）、光電子融合基盤技術研究
所、KOA（株）、カルソニックカンセイ（株）、（株）椿本チエイン、日本信号（株）、昭和電工（株）、
レキットベンキーザー・アジアパシフィック・リミテッド

・面談数：大手企業／中小企業：２１１面談、大学研究者／企業：５６面談
・連携成果：
大手／中小：１９件（９．０％）：受発注６件、見積１３件（他８９件が継続連携中です。）
大学研究者／企業：９件（１６．１％）：共同開発２件、受発注１件、試作開発６件（他１６件が継続
連携中です。）

ｂ．ソリューション提案交流会
大手・中小企業や大学が抱える課題に対し、解決策を提案できる中小企業と面談できる交流会として下記の
３つのテーマを掲げて開催しました。
①大手企業・大学が抱えている課題を事前に提示し、その課題に対して解決できる中小企業と連携
②中小企業が抱えている課題を事前に提示し、その課題に対して解決できる中小企業と連携
③企業が抱えている課題を提示し、その課題に対し解決できる企業とマッチングする展示会
これにより、従来の大手企業・大学と中小企業との連携に加え、中小企業同士の広域連携を目指した面談を
多数実施しました。
・開催日：平成２６年２月５日（水）・場所：中野サンプラザ１３階コスモルーム他・参加者：３５４名
・面談者規模：大手企業：２５社、大学研究者：１２名、中小企業：１０６社
・面談数：大手企業／中小企業：７７面談、大学研究者／企業：１２面談、中小企業間：９０面談
・連携成果：大手／中小：５件（６．５％）受発注1件、見積４件（他２９件が継続連携中です。）
大学研究者／企業：４件（３３．３％）共同開発４（他８件が継続連携中です。）

研究パネル展示

面談の様子

展示会と相談会

懇親会の様子

ｃ．リアルタイム交流会
大手企業が探している技術をキャッチし、マッチする中小企業をリアルタイムに紹介するため、連携確度が
高い交流会です。
大手２１社、大学５研究者から３３件の緊急ニーズが出され、延べ６３社を紹介し、内２8社と面談しまし
た。
・連携成果：２０件（７１．４％）
共同開発1件、受発注７件、試作開発1件、見積１１件（他６件は継続連携中です。）

ｄ．オープンイノベ交流会
・大手企業：述べ２８社（ロールスロイス他）
・大手から示されたニーズ：８４件
・大手指名数／推薦した企業数：３６社／６０社
・連携成果：３件（８.３％）：受発注３件

ｅ．プライベート交流会
・大学：電気通信大学
・参加中小企業数：５社
・連携成果：４件（８０％）受発注４件

＊連携成果とは、お互いの企業が交流し、見積、試作開発、共同開発、受発注の実績が出ることと定義し、
（ ）内％は、総面談数に対する連携成果比率を示します。

平成２６年度の取り組み
ワザのある中小企業を発掘拡充、一方大学の研究内容紹介も拡充し技術連携交流会とソリューション交流会を中心に継続
実施します。さらに中小企業間の広域連携活動も積極的に実施していきます。

６．地域イノベ・シンポジウム
地域イノベーション戦略推進事業の成果の発信や、
事業への参加促進を図ることを目的とし、地域イノベ
・シンポジウムを開催しました。
シンポジウムでは、首都圏西部地域の活動への提言
や、成果事例の紹介、次年度の活動計画の発表等を行
いました。
開催日：平成２６年３月１０日（月）
時 間：１５：００～１８：２０
会 場：パレスホテル立川 ３階「こぶし」
来場者：１１１人

「産学官金連携によるSQOL技術を開発」
主催： 一般社団法人

Ⅰ．開会挨拶

首都圏産業活性化協会

15:00～15：10

主催者挨拶 首都圏西部イノベ—ション推進協議会会長挨拶
一般社団法人 首都圏産業活性化協会 副会長 奥村次徳
来賓挨拶

文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課
地域支援企画官 髙谷 浩樹 様

奥村会長

Ⅱ．基調講演 15:10～16：10
「TAMA新生のシナリオ」
松島俯瞰工学研究所 代表（東京大学名誉教授） 松島 克守 様
Ⅲ．産学連携事例紹介 16:10～17:10
「産学官金連携による江戸っ子1号の開発」

文科省 髙谷様

芝浦工業大学 デザイン工学部 教授 戸澤 幸一 様
「下請け企業から付加価値創造企業への転換」
エーアンドエー(株) 取締役会長 田澤 信之 様

松島克守先生

戸澤幸一先生

田澤信之様

Ⅳ．地域イノベーション戦略推進事業の紹介 17:10～17:30
一般社団法人 首都圏産業活性化協会
総合調整機関 プロジェクトディレクター 岡崎 英人
Ⅴ．ものづくり補助金の相談会 17:30～18:20
Ⅵ．パネル展示 15:00～18:20
・推進協議会メンバー紹介
・産学連携ワーキング・グループ（重点プロジェクト）
の取り組み紹介（参画研究者、参加企業の紹介）
・招聘研究者成果（首都大学東京、電気通信大学）
重点プロジェクトの取り組み
（パネル展示）

Ⅱ 研究開発支援事業／ＴＡＭＡ-ＴＬＯ㈱との連携事業
ＴＡＭＡ協会では、会員企業の研究開発、技術及び生産の革新を支援して企業が目的とした技術の開発もしく
は製品を商品化し、企業経営の安定化・成長を図り、それによる地域振興などを目的として、従前から様々な研
究開発支援事業を展開しています。
更に、TAMA-TLO㈱と協力して、企業のニーズを的確にヒアリングし、各テーマに関連した技術シーズを持
つ大学研究者を選定し、産学連携での研究開発活動も推進しています。
この主旨に従い、平成２５年度も様々な支援事業を推進しました。

１．各種公的助成金事業での支援取り組み
ＴＡＭＡ協会では、国及び自治体の公的助成金事業（競争的研究資金）を多くの会員企業に有効活用して貰う
ため、迅速な情報提供・周知→個別相談会→計画書／提案書作成支援→採択後の事業遂行の支援などについて取
り組みを行いました。平成２５年度に取り組んだ主たる公的助成金事業などは以下の通りです。

（１）助成事業の一覧
①経済産業省：略的基盤技術高度化支援事業、課題解決型医療機器等開発事業、円高・エネルギー制約対策の
ための先端設備投資促進事業、小規模事業者活性化補助金、平成２４年度補正ものづくり中小
企業・小規模事業者試作開発等支援補助金など
②独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ） ： イノベーション推進事業など
③独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）：研究成果最適展開支援プログラム（Ａ-ＳＴＥＰ）
④中小企業基盤整備機構：平成24年度補正中小企業海外展開一貫支援事業（F/S支援）
⑤東京都：市場開拓助成事業、新製品・新技術開発助成事業 、海外展開技術支援事業、グローバルニッチ
トップ助成事業、連携イノベーション促進プログラム助成事業、トライアル発注認定制度など
⑥東京都／東京都中小企業団体中央会 ： 受注型中小製造業競争力強化支援事業

（２）管理法人業務
ＴＡＭＡ協会では、経済産業省・平成25年度戦略的基盤技術高度化支援事業（略称：サポイン）で採択さ
れた以下テーマの事業管理機関として管理業務を遂行しています。
・テーマ名：高品質マグネシウム合金板のコスト半減を実現する高速双ロール鋳造・圧延技術の開発
・研究開発期間：平成25年度～平成27年度（３年間）
・再委託先：権田金属工業株式会社、産業技術総合研究所、東海大学、大阪工業大学
・以下に,本事業でのコスト削減により採用可能となる軽量化が急務である分野例を図示

自動車のカバー類

ハンディー家電の筐体

耐震用軽量建築材料

（３）支援企業での採択事例
①経済産業省関係・NEDO・その他
助成事業名
１ 戦略的基盤技術高度化支援事業

採択企業名
権田金属工業株式会社

２ イノベーション実用化ベンチャー支援事業
３ 小規模事業者活性化補助金（２次）
４

円高・エネルギー制約対策のための
先端設備投資促進事業

５

平成２４年度補正ものづくり中小企業・
小規模事業者試作開発等支援補助金

株式会社共立
株式会社バイフォトン
武州工業株式会社
１１４社（支援結果別掲Ｐ．５９）

②東京都／東京都中小企業団体中央会関係事業
テーマ名

企 業

1

新型PTC水中ヒーター熱源の蒸気加湿器

ユーキャン株式会社

2

天井カセット型気化式加湿器

ユーキャン株式会社

3

EN及びUL規格に適合したPTC蒸気加湿
器の事業化

ユーキャン株式会社

4

低コスト歩行者用交通信号灯器本体の開発

５ 体幹バランス測定ロボットの開発

株式会社井口一世
エー・アンド・エー株式会社

２．産学連携・特許アドバイザー事業
神奈川県相模原市、埼玉県狭山市から委託を受け、ＴＡＭＡ協会研究開発担当職員を中心としたメンバー
が研究開発案件を持つ各市内の企業を訪問し、技術指導・助言を行いました。
また、必要に応じて取引企業の紹介、大学や公設試験機関との仲介、各種公的助成金事業への申請支援、
特許関連のアドバイスなども実施しました。更に、インキュベーションセンターのマネジャー会議への出席、
市内企業の公的助成金事業への申請書作成支援、市の研究開発補助金採択審査にも参画しました。
【狭山市の実績】
・技術支援、相談対応：４０件・企業訪問：８件
・インキュベーションマネジャー会議への出席：７回

さやまインキュベーションセンター21

【相模原市の実績】
・企業訪問（技術支援）：８件
・研究開発補助金説明会開催：１回
（平成２５年５月２０日 出席：３０名）

相模原市事業・会議

Ⅲ 計測・分析器産業コミュニティ活性化事業（東京都委託事業）
東京都および（公財）東京都中小企業振興公社は、多摩地域のイノベーションを促進するために「多摩・産
業コミュニティ活性化プロジェクト」を平成２5年度までの5ヵ年計画で実施してきました。
このプロジェクトは多摩地域の企業集積状況や将来性を踏まえて、①計測・分析器 ②半導体・電子デバイ
ス③ロボット、の３つの産業分野をターゲットとしています。そのねらいは、産業分野ごとに、研究者、技術
者、経営者など、ビジネスに関わる多様な人材が従来の枠組みや組織を超えて活発に交流・連携する場（＝産
業コミュニティ）を作り、そこから生まれるプロジェクトを的確に支援して新事業を生み出していくことです。
ＴＡＭＡ協会では、このうちの「計測・分析器産業」分野のプロジェクトを推進受託してきました。

（１）連携プロジェクト事業化支援
計測・分析器産業コミュニティの各分科会から生まれた８プロジェクトに対し、製品開発支援、販路開拓支
援等を実施して事業化を推進しました。その結果、新たに「絶縁型プローブ」「小型・省電力アリ溝ステー
ジ」「高精度変位センサ」が事業化ステージに進み、合計７プロジェクトが事業化されました。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

エコフィード栄養成分分析装置の実用化
放射線照射食品・包装資材の履歴探知システムの開発
高精度変位センサの開発
エレベータ検査用振動計測装置の開発
3次元タッチプローブの開発
小型・省電力のアリ溝ステージの自動化
絶縁型プローブの技術開発
スライドレールの高度化、複線化

㈱相馬光学
㈱日本アプライドテクノロジ
㈱メトロール
昭和測器㈱
㈱メトロール
㈱ミラック光学
スタック電子㈱
㈱トライヤーン

計２団体
計４団体
計２団体
計２団体
計２団体
計４団体
計４団体
計２団体

事業化された製品

②フーリエ変換型
微弱発光分光分析計

④エレベータ振動計測装置

⑥自動アリ溝ステージ

⑤３次元タッチプローブ

⑦絶縁型プローブ

①栄養成分分析装置
③高精度変位センサ

（２）東京都産業交流展２０１３（東京ビックサイト）出展
「多摩・産業コミュニティ活性化プロジェクト」の取組み事例や
事業化された製品の展示を行い、販路開拓を推進しました。
開催日 ：平成２５年１０月３０日～１１月１日
出展企業：昭和測器㈱、㈱相馬光学、㈱日本アプライドテクノロジ
㈱ミラック光学、㈱メトロール

（３）助成金・補助金申請支援
昨年度実施した「グローバル・ニッチ・トップ企業創出支援」6社と「製品企画書作成支援」8社を中心に
製品開発や海外の販路開拓などを希望する企業やプロジェクトの、国や都の研究開発助成金申請を支援し、研
究開発助成事業申請21件（採択20件）販路開拓助成事業申請7件（採択6件）の合計28件の申請支援を実施
しました。
（４）計測・分析器コミュニティサロンの開催
ニーズ情報や技術情報、技術連携希望情報を提供することで、先駆的
な取り組みを行うチャレンジ企業同志の交流、連携等による新たな
ビジネスチャンスの創生とビジネスパートナーの発掘の場として
「計測・分析器コミュニティサロン」を開催しました。5回開催し延べ
126団体、159人の方々に参加頂き、このサロンをきっかけとして、
受発注・連携協議などが活発に行われており、開催目的に合う沢山の
成果が得られました。

平成２６年度の取り組み
東京都の事業は終了しましたが、計測分析器コミュニティ活動は引き続きＴＡＭＡ協会の他の事業と連携しがら進め、多摩
地区を中心に世界で活躍する新たなグローバル・ニッチ・トップ企業の創出を目指します。

販路開拓・海外展開支援事業
自社のコア技術を活かし、マーケティング要素を取り入れた売れるものづくりを推進するために様々な取り
組みを行っています。また、販路拡大に留まらず、技術連携や人材交流など、新しい連携への発展を視野に、
国際的な競争力 獲得や事業拡大を目指す企業 海外展開を支援しています 平成２5年度は 中国 韓国
国際的な競争力の獲得や事業拡大を目指す企業の海外展開を支援しています。平成２5年度は、中国、韓国、
台湾、香港、ＡＳＥＡＮ（ベトナム、フィリピン、シンガポール）、ドイツ、アメリカとの交流事業を実施
しました。その中で、台湾の新会社、フィリピンとベトナムの新たな拠点の開設をしました。

Ⅰ 販路開拓支援のスキーム
販路開拓支援事業は、販路開拓に課題を持つ企業に、販路開拓の専門家を派遣して、販売体制の構築やマー
ケティングプランの作成、実際の販売先 の
ケティングプランの作成、実際の販売先へのコーディネートの実施等、販路開拓に関する課題の解決を支援す
ディネ トの実施等、販路開拓に関する課題の解決を支援す
る事業です。
ＴＡＭＡ協会では、豊富な経験と商社やメーカー等とのネットワークを有し、経営指導に実績を持つ、大手
企業ＯＢ等の専門家が「販路開拓コーディネータ」としてコーディネートのお手伝いをいたします。

ＴＡＭＡ地域企業
マーケティングプランの策定

製品ブラッシュアップ

販売体制の構築

販売先コーディネート

販路開拓コーディネータ
の派遣

売れるものづくりの推進
販路の拡大

Ⅱ 海外展開支援のスキーム
海外展開支援のスキ ム
販路拡大に留まらず、技術連携や人材交流など、新しい連携への発展を視野に、国際的な競争力の獲得や
事業拡大を目指す企業の海外展開を支援。交流は、次の３点が整った時に実施。
①海外において、ＴＡＭＡ協会と同様の支援機関の存在。（海外企業の信用力調査）
②海外において、ＴＡＭＡ協会と海外の支援機関に精通しているコーディネータの存在。（言葉、商習慣）
③交流はビジネスマ チングを中心に実施 マ チング案件のフ ロ を重視 （商談の詰め 契約等）
③交流はビジネスマッチングを中心に実施。マッチング案件のフォローを重視。（商談の詰め、契約等）

Ⅲ 海外展開ビジネス研究会
１．研究会構成
平成２５年度の海外ビジネス研究会は、「東アジアビジネス研究会（中国ビジネス研究会・台湾ビジネス研
究会・韓国ビジネス研究会）」と、「ＡＳＥＡＮビジネス研究会（シンガポールビジネス研究会・ベトナムビ
ジネス研究会」を行いました。海外展開リスクの軽減と海外展開促進のため、専門家や既に各国に進出し成功
を収めている企業経営者等より、知財等の保護、決済不安等の解消方法などの情報提供を実施しました。
また、全ビジネス研究会の合同企画として「海外展開シンポジウム」を開催し、有益な情報を広く提供しま
した。

２．各研究会の開催状況
（１）中国ビジネス研究会・・・２７ページ参照
（２）台湾ビジネス研究会・・・２８、２９ページ参照
（３）韓国ビジネス研究会・・・３０ページ参照
（４）ＡＳＥＡＮビジネス研究会・・・３１、３２ページ参照
（５）海外展開シンポジウム
日 程：平成２6年３月１2日（水） １５：００～１７：５５
場 所：京王プラザホテル八王子４F
①基調講演
講師：愛知淑徳大学 ビジネス学部 学部長
真田 幸光 氏
テーマ：『混沌の国際情勢、日本企業は如何にして
この時期を克服するか？』
②パネルディスカッション
パネリスト
㈱industria

代表取締役社長

高橋 一彰

カネパッケージ㈱

代表取締役社長

金坂 良一

㈱ミラック光学

代表取締役

村松 洋明

㈱コスモテック

代表取締役

高見澤 友伸

TAMA協会

専務理事

岡崎 英人

氏

氏
氏

氏
氏

海外展開シンポジウム

Ⅳ 中国（上海・大連・香港）との交流
１．中国ビジネス研究会
ＴＡＭＡ協会では、平成１４年度から中国との交流を進めており、平成１９年度からは現在の販路開拓を目
的とした交流を行っております。
平成２３年度は大連市、平成２４年度は香港へと地域を拡大して事業を実施しています。研究会では弁護士
や知財専門家、経営者によるセミナーを行いました。
研究会

日程

参加者

内容

第１回

4月17日

25名

中国進出時の知財リスクと留意点、中国の商標事情

第２回

８月9日

32名

中国のビジネス環境と日台アライアンス

２ TAMA協会上海事務所
２．TAMA協会上海事務所
平成２２年３月に上海市工商業連合会所有のビルにＴＡＭＡ協会上海事務所を開設し、中小企業の中国への
ビジネス進出の拠点としての環境を整備しています。日本語を話せる中国人スタッフが常駐し、日中企業間の
連絡代行や、日本企業の製品展示、商談支援等を行っています。

展示台（１５台）
約１００㎡

展示台

事務所スペース

ＯＰＥＮ：２０１０年３月
住所：上海市延安東路５５号（近江西中路口）上海工商連大厦５階
TEL：86-21-6337-3028

FAX：86-21-6337-3070

３．事例 防災機器・防災システムを中国市場へ

平成２６年度の取り組み
中国ビジネス研究会を定期的に開催し、中国ビジネスに関心のある企業に対し有益な情報提供を行います。

５０８室

Ⅴ 台湾との交流
ＴＡＭＡ協会では、２００８年から台湾との交流事業を実施しています。２０１１年のＥＣＦＡ（両岸経済
協力枠組協議 ：Economic Cooperation Framework Agreement）による中国進出への優位性を捉え、日
台企業の連携を推進するため、台湾ビジネス研究会を開催し情報提供を行いました。また、台湾での販路開拓
や中国展開を見据えた連携パートナー企業開拓を目的に、共同現地進出支援事業による現地での商談会開催、
展示会出展の他、商社機能を持った新会社の設立準備を行いました。

１．連携機関
（１）台湾工業技術研究院
政府系最先端研究開発組織。
台湾における工業技術の発展促進、産業技術水準の向上な
どを目的に研究開発、技術支援を通じた産業支援を実施。
・台湾ネットワークの活用（企業の紹介）
・商談会共催
・展示会出展支援
・2011年11月 MOUを締結

（３）台湾区電機電子工業同業公会

（２）金属工業発展研究センター
金属の研究開発や応用に関する支援機構。金属及び関
連産業に必要とする生産・管理技術の研究発展と普及を実施。
台湾の金属及びその関連工業を技術アップさせ、国際競争力を
強化することを目指している。
2012年9月

MOUを締結

（４）台日商務交流協進会

台湾の電機電子産業組合 台湾第1の規模の同業組合
台湾の電機電子産業組合。台湾第1の規模の同業組合。

日台の経済や貿易のビジネス交流として
台 経済や貿易 ビジネ 交流とし

・中国の台湾企業が多く立地する地域への視察ツアーの実施

産業投資、技術交流及び企業提携を推進。

・台湾展示会出展支援

（財）交流協会日台ビジネス推進委員会等と連携関係。

・商談会共催

・台湾ネットワークの活用（企業、組合の紹介）

・各種業界団体、企業の紹介

・商談会共催

２．ＴＡＭＡ協会台湾事務所と台湾新会社
2014年3月、商社機能を持った台湾新会社を設
新会社の機能
立しました。新会社は、商社機能としての役割の他、 １．商社機能（販売代理店契約）
ＴＡＭＡ協会の台湾事務所を運営します。
・協力体制により、交渉力ＵＰ
会社名：台日連盟商務有限公司
【台湾事務所】

・複数商材を取扱い、顧客総拡大
・煩雑な法対応、輸出手続きを一律管理
２ 展示会共同出展
２．展示会共同出展
・護送船団方式、発信力ＵＰ
３．双方の国での共同マーケティング調査
・リスク低減

ＴＡＭＡ協会台湾事務所として、

ＯＰＥＮ：２０１１年４月
住所：台北世界貿易センタービル7階
台北市信義区信義路5段5号7階7A-14
TEL：886-2-2729-2891

FAX：886-2-2729-2892

・製品ディスプレイ （既存の展示棚使用）
・展示状況のフィードバック
・台湾のニーズ聞き取り・フィードバック
・企業訪問アテンド
・現地連絡代行（台湾企業とのメール通訳）
・台湾企業アポイント取り代行（企業面談日の連絡調整）
・オフィス利用
（打合せスペース提供／コピー／インターネット利用）
・台湾出張時の手配代行
（通訳／翻訳／宿泊施設／交通機関予約）
・台湾企業調査（WEB調査程度）
・既存ネットワークでの台湾所在の日系支援機関、
日系企業及び業界団体等の紹介
・台湾展示会情報提供

３．台湾ビジネス研究会
研究会

日程

参加者

第１回

８月9日

22名

内容
「台湾展開の事例紹介」
「台湾 市場調査報告
「台湾の市場調査報告」

４．共同海外現地進出支援事業（中小企業庁事業）
共同海外現地進出支援事業補助金を活用し、以下を実施しました。
①台湾企業から出されたニ ズに対応した製品の試作品開発
①台湾企業から出されたニーズに対応した製品の試作品開発
②販路開拓のためのマッチング会の実施
③商社機能を持った新会社の設立準備
海外展開を目指す企業が共通して抱える課題に対して、本事業を通
じ各社が共同グループをつくり海外展開を行う事によって、個別で負
うリスクを軽減する支援を行いました。

５．事例 日台企業で補完関係を構築し、製品のラインナップを拡充

平成２６年度の取り組み
台湾ビジネス研究会を定期的に開催し、台湾ビジネスに関心のある企業に対し有益な情報提供を行います。また、台湾
新会社を活用した現地情報収集やビジネスフォロー、各連携機関の特徴や強みを活かしたビジネスマッチング会を台湾
において開催します。

Ⅵ 韓国との交流
ＴＡＭＡ協会では、「漢陽（ハンヤン）大学」、「韓国産業団地公団」、「韓国産学研協会」、「韓国技術
ベンチャー財団」、「永進（ヨンジン）専門大学」の５つの機関とＭＯＵを締結し、産学連携、産産連携を進
めております。更に「韓日産業・技術協力財団」との連携により、韓国でのＴＡＭＡ企業のＰＲを実施してお
ります。平成２５年度は、会員企業の個別相談案件の対応と、夏季と冬季（年２回）に漢陽大学からのイン
ターンシップ生の受け入れを実施しました。

１．連携機関
（１）漢陽大学（ハンヤン）大学

（２）韓国産業団地公団
• ２００６年６月ＭＯＵ締結

• ２００５年３月ＭＯＵ締結
• ソウルと安山市にキャンパスを持つ総合私立大学
ＴＡＭＡコーナーを設置
ナ を設置
• ＴＡＭＡコ

（２ 活動拠点
（２．活動拠点

• 韓国産業資源部傘下の政府機関で国家産業団地の管理と
産学研官の産業クラスター事業を推進する機関

参照）

（３）韓国産学研協会

（４）韓国技術ベンチャー財団

• ２０１０年１０月ＭＯＵ締結

• ２０１１年３月ＭＯＵ締結

• 中小企業と大学・研究機関との共同研究開発
支援、研究開発費補助を実施

• 技術移転、投資誘致等の技術マーケティング支援
• 日韓企業の海外進出支援

（６）韓日産業・技術協力財団

（５）永進（ヨンジン）専門大学
• ２０１２年２月ＭＯＵ締結

• 日韓企業のマッチング支援、商談会・マッチング会の開催

• 大邱広域市に２つのキャンパスを持つ専門大学
• 「韓日企業支援センター」を設置（２．活動拠点

参照）

• ＴＡＭＡ協会技術ＰＲレポートの韓国語訳作成・発信

２．活動拠点
ＴＡＭＡコーナー

場
設

所：ＥＲＩＣＡ２階。約60㎡。
備：商談・ミーティングスペース、事務職員用机椅子、
書類保管棚、通信機器、サンプル展示コーナー
活用例：自社製品のＰＲ、漢陽大学技術シーズに関する
情報収集、韓国市場への販路開拓の拠点等。

漢陽大学ＥＲＩＣＡキャンパス内に、大学シーズ
を活用した共同研究や韓国企業との連携促進、販
路開拓の足掛かりとするため、２００５年８月か
ら設置しています。

ＴＡＭＡ韓国事務室
永進専門大学第１キャンパス内に、日本企業の韓
国ビジネス展開のための拠点となる事務室を開設
しました。

場 所：第１キャンパス情報館４階。約26m2
設 備：机および椅子等・インターネット回線
その他：大学側の支援（韓国企業のニーズ調査先の紹介、
企業マッチングサポート、技術協力、通訳、
翻訳、試作品作成）提供あり（一部有償）

３．韓国ビジネス研究会
研究会

日程

内容

第１回

８月７日

○韓国漢陽大学

夏季インターンシップ報告会／受入企業、漢陽大学生出席

第２回

２月２１日

○韓国漢陽大学

冬季インターンシップ報告会／受入企業、漢陽大学生出席
韓国ビジネス研究会

４．漢陽大学学生インターンシップ
漢陽大学の学生をインターンシップ生として地域企業に受け入れていただいています。学生は受入企業ごと
のカリキュラムに従い、韓国国内のマーケティング調査、試作品作製、治具作製をはじめ、自社ＨＰやパンフ
のカリキ
ラムに従い 韓国国内のマ ケテ ング調査 試作品作製 治具作製をはじめ 自社ＨＰやパンフ
レットの韓国語・英語翻訳等の実習を行っています。
２００５年から、これまで１７回実施し、のべ７１事業所で、８２人の学生のインターンシップを受け入れ
ました。
◎展示会補助

◎製品組み立て研修

◎生産管理研修

◎企業見学

◎施設見学

◎成果報告会

平成２６年度の取り組み
韓国ビジネス研究会を定期的に開催し、韓国ビジネスに関心のある企業に対し有益な情報提供を行います。また、各連携
機関の特徴、強みを活かしたビジネスマッチング会を日韓において開催します。

Ⅶ ＡＳＥＡＮとの交流
１．ＡＳＥＡＮ交流事業の狙い
世界との商取引を有利に展開する取組みを積極的に行っているＡＳＥＡＮ地域との交流・連携事業を実施
しています。ＡＳＥＡＮは、２０１５年に「ＡＳＥＡＮ共同体」が創設されると域内の関税などの障壁が撤廃
しています
ＡＳＥＡＮは ２０１５年に「ＡＳＥＡＮ共同体 が創設されると域内 関税など 障壁が撤廃
され、市場が急拡大する可能性が高く、日本との友好関係や文化、距離などからみても、日本の企業にとって
非常に有望な市場と捉えています。

２．ＡＳＥＡＮビジネス研究会
平成25年度は、専門家を招聘し、シンガポールの医療福祉機器の技術動向や、ベトナムの市場の動向に
ついての講演を実施しました。
研究会

日程

参加者

第1回

6月17日

8名

第２回

10月10日

10名

第３回

１２月6日

7名

第４回

１2月25日

13名

内容
最近の医療技術動向～診断から治療へ～
ベトナム市場の動向について
ベトナムの現在＆人財
シンガポール海外基礎調査に関する報告

３．シンガポールとの交流（ＪＥＴＲＯ ＲＩＴ事前調査事業）
JETRO RIT 事 前 調 査 事 業 を 活 用 し て 、 グ ロ ー バ ル
マーケティングに長けたシンガポール中小企業と連携し、
医療・福祉機器産業分野において、アジア諸国及び欧米へ
療 福祉機器 業分野
、
諸 及 欧米
の販路開拓を目指すため、SPRING Singaporeなど海外
交流先との連携関係を構築しました。また、シンガポール
企における医療・福祉機器の製品開発、またそれに関係す
る部品加工生産、販売にかかわる企業に関する海外基礎調
査を実施しました。
実施項目
① 現地の医療・福祉機器開発に関する基礎調査
② 現地の公的機関・企業等との連携関係の構築

４．ベトナムとの交流
政治の中心で且つ日系企業の進出が著しく、急速に
ベトナムの工業団地の整備が進んできたハノイと、経
済の中心でハイテク産業、電気機械加工等が集積して
いるホ チミンを訪れ 現地企業との連携を検討する
いるホーチミンを訪れ、現地企業との連携を検討する
ための視察を行いました。
実施項目
① 工場団地の視察（ハノイ）
② ホーチミンでの販路開拓のための商談会
③ 現地大学学生との交流

５．フィリピンとの交流（共同海外現地進出支援事業）
中小企業庁の海外展開支援施策（共同海外現地進出
支援事業）を活用して、グローバル営業等に強みがあ
支援事業）を活
グ
営業等 強 があ
るフィリピンの特徴を活かし、事業に参加する会員企
業の共同販路開拓、共同現地調達等の拠点となるグロ
ーバル営業拠点設置準備を支援しました。
実施項目
① 市場調査
② 販路開拓を目指したビジネスマッチング
③ グローバル連携拠点の開設準備
グロ バル連携拠点の開設準備
（BtoB Eコマースサイトの構築準備）

平成２６年度の取り組み
２０１４年にベトナムハノイ・ＤＡＩＴＥＣ社内と、フィリピンマニラ・ガリバー社内にＴＡＭＡ協会現地事務所を
開設します。シンガポールでは、前年度の事前調査事業から継続し、ＪＥＴＲＯ・ＲＩＴ事業による医療福祉展示会への
出展を支援をします。また、フィリピン事業では、EコマースサイトによるＢｔｏＢのグローバル営業を支援
する予定です。
更に、ＴＡＭＡ協会にベトナムとフィリピンから事務局スタッフを迎え、ＴＡＭＡ地域の中小企業の海外展開を
積極的に支援します。

Ⅷ 平成２６年度の活動計画
平成２６年度においても引き続き、販路開拓の専門家やＴＡＭＡ協会が保有する海外拠点、ＴＡＭＡ協会と
これまで交流実績がある海外の支援機関、海外展開に深い知見を有するコーディネータを活用し、事業を進め
ます。特にＴＡＭＡ協会の拠点がある中国、韓国、台湾、フィリピン、ベトナムと、シンガポール、タイ、米
国シリコンバレーでの連携支援を強化します。

１．海外ビジネス研究会
専門家や既に海外に進出し成功を収めている企業経営者から、ビジネスの手法、知財等の保護、決済不安等
の解消方法などを情報提供し、海外展開リスクの軽減の支援をするため、海外ビジネス研究会を引き続き実施
いたします。東アジアにおいては「中国ビジネス研究会・韓国ビジネス研究会・台湾ビジネス研究会」を実施
し、また「ＡＳＥＡＮビジネス研究会」「米国ビジネス研究会」を実施します。

東アジアビジネス研究会
中国ビジネス研究会
中国のビジネス状況・先進企業の事例報告など
＜支援チーム＞

ＡＳＥＡＮビジネス研究会
ＡＳＥＡＮ地域への展開を考える企業を
対象に、研究会を開催。

・中国ＣＤ ・環境技術の専門家 ・弁理士 他
＜支援チーム＞

韓国ビジネス研究会

・各国ＣＤ ・医療福祉機器の専門家
・既にＡＳＥＡＮに展開している企業 他

韓国のビジネス状況・大手企業との交流など
＜支援チーム＞
・韓国ＣＤ ・韓国での連携機関

米国ビジネス研究会

・すでに韓国展開を実施している企業 他

台湾ビジネス研究会
・台湾のビジネス状況・事例報告など、特に
ウェルネス(健康・福祉)ビジネスについての研究
会を開催。

米国・シリコンバレー地域への展開を考
える企業を対象に、専門家による研究会を
開催。
新価値創造を目指した、現地企業との連
携について検討します。

＜支援チーム＞
・台湾ＣＤ ・弁理士 ・在日台湾研究機関
・台湾貿易専門家 他

欧米ビジネス研究会

東アジアビジネス研究会

ＡＳＥＡＮビジネス研究会

２．海外展開戦略マップ

連携による新価値創造

３．ＴＡＭＡ協会 海外拠点

Ⅸ 国内での販路開拓支援
１．第１４回ビジネスフェア from ＴＡＭＡ の開催
地域企業が持つ自社製品・コア技術のＰＲと、研究開発・販路開拓等を支援することを目的に、「第1４回
地域企業が持つ自社製品
コア技術のＰＲと、研究開発 販路開拓等を支援することを目的に、 第1４回
ビジネスフェア from ＴＡＭＡ」を、新宿ＮＳビルで開催しました。当日は5,211名の来場をいただき、
1,777件の活発なビジネスマッチング（商談）を行いました。出展企業、来場者に対して、ＴＡＭＡ地域・都
心エリアに加え、山梨地域、三条・燕地域、東北地方の中小企業との連携や出会いの場を提供しました。「グ
ローバルコーナー」では、個別の相談ブースを設置し、海外展開を計画する中小企業をサポートさせていただ
きました。また、企業の様々な課題解決や産学連携を支援する「産学官・支援機関連携コーナー」、大手企業
との技術・サービス連携を目指した「ビジネスコラボレートコーナー」など、充実した内容で実施しました。

日 時 ： 平成2５年11月７日（木）10:00～17:00
場 所 ： 新宿ＮＳビル（Ｂ1Ｆイベントホール）
主 催 ： （社）首都圏産業活性化協会（ＴＡＭＡ協会）
西武信用金庫
協 賛 ： 三条信用金庫
後 援 ： 経済産業省関東経済産業局、
経済産業省東北経済産業局、東京都、山梨県、他
出 展 ： 2３０社・団体
来場者 ： 5,２１１名
ビジネスフェア from TAMA

開会式

出展者のニーズに合わせたタイムリーな個別支援
研究開発や販路開拓等様々な課題に対する個別相談を
実施。出展者の様々なニーズに対し、個別支援を行い
ました。

地域を超えた、出会いの場を提供
首都圏に加え、新潟県三条・ 燕地域、山梨地域、東北
地方の企業等、広域的なビジネスマッチングを展開致
しました。広域連携により地域を越えた新事業の創出
を強力にサポ トしました
を強力にサポートしました。

平成２６年度の取り組み
自社製品やコア技術発表の場を提供する展示会を今後も引き続き行って参ります。また、出展者・来場者双方に
メリットのある企画も取り入れ、参加者のビジネスマッチングや産学官金連携がより一層進展する実のあるフェアの
実施を目指します。

２．他機関のイベントへの後援・参加
ＴＡＭＡ地域の産業活性化を推進する組織として、連携大学で行われる産学連携関連イベントを積極的に
後援しています。また、他機関のイベントにも積極的に参加しました。
■文部部科学省大学間連携共同教育推進事業
「産学官協働ネットワークによるイノベーション博士養成と地域再生」
第1回 電通大（首都圏）地域コアフォーラム
主催：電気通信大学産学官連携センター・スーパー連携大学院推進室
日時：平成25年11月27日（水）15:00～17:10
場所：電気通信大学 東3号館（総合研究棟）3階306号室
電気通信大学では、スーパー連携大学院と地域の企業とをより密接に連携させることを目的としてフォー
ラムを企画しました。スーパー連携大学院の事業進捗・学生の活動状況、企業との共同研究について紹介さ
ラムを企画しました
スーパー連携大学院の事業進捗・学生の活動状況 企業との共同研究について紹介さ
れました。
■第13回 たま産業交流展
主催：たま工業交流展実行委員会
日時：平成26年2月27日(木)～28日（金） 10:00～16:00
場所：東京都立多摩職業能力開発センター 人材育成プラザ
場所：東京都立多摩職業能力開発センタ
多摩地域の中小企業が有する個性豊かな技術や製品を一堂に
展示し、製品開発力や加工技術等の紹介を通じた受注の拡大、
パートナー企業の発掘に向けた情報収集など多摩地域の工業
振興に繋がるビジネスチャンスの場を提供することを目的に
開催されました。

■TAMA新技術説明会
主催：独立行政法人科学技術振興機構
/一般社団法人首都圏産業活性化協会
日時：平成26年3月25日（火） 13:30～16:45
場所：八王子市学園都市センター第1セミナー室
地域イノベーション戦略推進事業協賛大の5人の研究者から
ライセンス・共同研究可能な技術の紹介が行われました。
多くの方々(約１１０社・団体）の参加があり、今後の技術移転
が期待されます。

■応用物理学会春季講演会
主催：公益社団法人 応用物理学会
日時：平成26年3月17日（月）～３月２０日
場所 青山学院大学 相模原キャンパス
場所：青山学院大学
相模 キ
パ
ＴＡＭＡ協会のブースを設け、広報活動を実施しました。
ＴＡＭＡ協会の会員企業も多数出展、参加しました。

平成２６年度の取り組み
平成２６年度も、広域的な連携を意識し、他機関のイベント等に積極的に参加します。

人材育成・人材確保支援事業
Ⅰ グローバル経営人材育成講座、ライフイノベーション技術講座
１ 講座の概要
１．講座の概要
（１）講座の背景と目的
首都圏西部地域において、「海外販路開拓」に取り組むものづくり中小企業の経営者や幹部候補生を対象に、
グローバルな視点で自社の海外展開戦略を策定して、グローバル市場で自社技術・製品を独自に販路開拓（営
業）ができる将来の「グローバル・リーダー」の育成を目指すため、グローバル経営人材育成講座（Basic
Course、Advanced Course）、ライフイノベーション技術講座を実施しました。
一昨年に引き続きグローバル経営人材育成講座 Basic Courseでは、グローバル戦略を立てる上で必要とさ
れる経営知識を中心に学習すると同時に最終回では自社の海外進出戦略（事業計画）のプレゼンテ ションを
れる経営知識を中心に学習すると同時に最終回では自社の海外進出戦略（事業計画）のプレゼンテーションを
実施しました。
また、グローバル経営人材育成講座 Advanced Courseでは、より実践力に軸足を置きグローバルマー
ケットで通用する“人間力”“仕事力”“専門力”を磨く切り口を学習すると共に、Basic Course同様、最
終回ではより高いレベルでの自社の海外進出戦略（事業計画）のプレゼンテーションを実施しました。
更に本年度は、企業の成長・継続・拡大に欠く事の出来ないコア技術開発を推進できる人材の育成を目的に、
ライフ・イノベーション技術に焦点を当て少数精鋭の講座カリキュラムを立ち上げました。

２．平成２５年度の取り組みとコンセプト
グローバル市場で首都圏西部地域企業が認められ、世界中からヒト・モノ・カネが集まる地域へ

首都圏西部地域から世界で活躍するグローバルリーダーを輩出

ライフイノベーション技術講座
１.シーズの提供

特徴
１

２．研究室での実習

＜ＪＵＭＰ＞グローバル経営塾

専門家による

（自主自立の会）

個別支援・指導

Advanced Course卒業生がお互いに切磋琢
磨することにより経営レベルの向上を図る会

志の高い仲間との
特徴
２

３．産学連携へ

海外ビジネス研究会、
海外展示会・
商談会への参加

研鑽

ｱﾗｲｱﾝｽ交流会

＜ＳＴＥＰ＞Ad
＜ＳＴＥＰ＞Advanced
d Course
C
グローバル経営の実践力を培う
・ﾌﾟﾚｾﾞﾝｽｷﾙ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、販売スキル等

座学＆
演習形式
■開催時期 9月
～2月
（各コース10回）
■監修 ㈱ﾜｰﾙﾄﾞ
ﾋﾞｼﾞﾈｽ
ｼﾈ
ﾌﾞﾚｲﾝ、他

＜ＨＯＰ＞Basic Course
グロ バル経営の基本を学ぶ
グローバル経営の基本を学ぶ
・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、ﾃﾞｰﾀ分析、ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ等

首都圏西部地域内のグローバル展開を志す経営者、後継者など、
経営幹部を対象に受講生を募る

３．平成２５年度の事業実績報告
■開講式
日時／平成２5年9月1２日（木）１７：００～１８：５０
会場／京王プラザホテル八王子 錦の間 参加者／58名
記念講演／「ライフ・イノベーションの為のヒューマンインターフェース技術」
埼玉大学大学院 教授 綿貫 啓一 氏
「グローバル人材にとって必要な軸の形成とは」
Speranza 代表 西村 尚己 氏
■修了式とグリーン・イノベーション オープン講座
日時／ 平成２6年3月3日（月）１７：００～１９：30
会場／ 京王プラザホテル八王子 ４階 宴の間 参加者／一部５3名、二部56名
＜第一部：修了式＞開会挨拶 専務理事 岡崎 英人
来賓 関東経済産業局 課長 徳武 身信 氏
各講座実績報告 修了証書授与 皆勤賞発表等 受講者代表スピ チ
各講座実績報告・修了証書授与・皆勤賞発表等、受講者代表スピーチ
＜第二部：オープン講座＞「電力システム改革と新しいビジネス展開」
講師／東京工業大学特命教授 東京都市大学教授 柏木 孝夫 氏

ライフイノベーション講座
修了証書授与

Basic Course 修了証書授与

Advanced Course修了証書授与

■Basic Course 講座内容：受講生20名
監修：（株）ワールド・ビジネス・ブレイン 代表取締役社長 佐藤 進一 氏
対象：中小企業若手経営者・経営幹部候補生
概要：グロ バル経営をする上で必要とされる経営知識を習得し
概要：グローバル経営をする上で必要とされる経営知識を習得し、
最終回では参加企業それぞれの事業計画（海外展開戦略）の策定及びブラッシュアップを行いました。
NO

１

２

３

４

５

６

７
８

９

10

ご担当講師
講座名/テーマ
開催日
㈱ワールドビジネスブレイン 世界の社会・経済の動向を読 2013年
代表取締役社長 佐藤 進一 氏 み解く
9月21日（土）
10:00～18:00
㈱ワールドビジネスブレイン G・I／L・Iを切り口とした製 2013 年
シニアコンサルタント
造業のトレンドを読み解く
10月6日（日）
清水 正 氏
10:00～17:00
㈱ワールドビジネスブレイン B to Bマーケティングの基本 2012 年
代表取締役社長 佐藤 進一 氏
10月20日(日）
10:00～17:00
㈱ワールドビジネスブレイン 商品開発のプロセスの基本を 2013 年
代表取締役社長 佐藤 進一 氏 学ぶ
11月2日（土）
10:00～17:00
㈱ワールドビジネスブレイン ビ ジ ネ ス デ ー タ を 読 み 解 く 2013年
シニアコンサルタント
（Ⅰ）
11月17日（日）
別府 幹雄 氏
10:00～17:00
ビ ジ ネ ス デ ー タ を 読 み 解 く 2013 年
（Ⅱ）
11月24日（日）
10:00～17:00
投資回収の知識
2013 年
製造業向けアカウンティング 12月7 日（土）
（Ⅰ）
10:00～17:00
製造業向けアカウンティング 2014 年
（Ⅱ）
1月11日（土）
10:00～17:00
㈱ワールドビジネスブレイン 経営戦略の立て方
2014 年
代表取締役社長 佐藤 進一 氏
1月25日（土）
10:00～17:00
自社の事業計画（海外進出プ 2014 年
ラン）の作成とプレゼンテー 2月9 日（日）
ション
10:00～17:00

参加者の様子

講座の様子

Basic Courseの修了生

■Advanced Course 講座内容：受講生19名＋4名
対象：中小企業若手経営者・経営幹部候補生
（原則平成２４年のグローバル経営人材育成講座
Basic Courseの卒業生。または同等の知識レベルを有
すると認められる材）
概要：BASIC
概要
BASIC コースの発展形として設置したコース。
スの発展形として設置した
ス。
グローバルマーケットで活用出来る、【人間力（１～
４ 回）】【仕事力（５～７回）】【専門力（８～１０
回）】の習得をめざしグローバルマーケットでの実践
力を身にための講座を実施しました。

担当講師
№
1

２

Speranza 代表
企業グローバル人材
育成コンサルタント
西村 尚己 氏

３

６

グローバルビジネスで
グロ
バルビジネスで 2013 年
求 め ら れ る リ ー ダ ー 9 月28 日（土）
シップ
10:00～18:00
異なるビジネス文化を 2013 年
持つ人材のマネージメ 10月14日（月）
ント―多様性の尊重― 10:00～17:00

グローバルビジネスで 2013 年
評 価 さ れ る プ レ ゼ ン 11月9日（土）
テーションの手法
10:00～17:00
㈱ピンポイント・
マーケティング・
ジャパン
代表取締役
大澤 裕 氏

７

８

開催日

グローバルビジネスで 2013 年
の 「 発 信 力 」 の 高 め 10月26日（土）
方・グローバルコミュ 10:00～17:00
ニケーションのための
「発想の転換」

４

５

講座名／テーマ

グローバル販売のため 2013 年
の基礎知識
11月23日（土）
10:00～17:00
海外展示会の準備 出 2013 年
海外展示会の準備・出
展・フォローアップ
12月8日（日）
10:00～17:00

■ライフ・イノベーション技術講座内容：受講生１０名
対象：技術開発・新事業開発責任者及びその候補者
概要：グローバル市場で売れる次世代技術（ライフイノ
ベーション分野）を開発できる人材を対象に、新ビジネ
ス開発を目指した人材育成を行うと共に、最終的には産
学連携による研究開発から事業化までの道筋を描ける事
を目的に講座を実施しました。

№
１

担当講師
東京農工大学大学院
教授 遠山茂樹氏

講座名／テーマ
開催日
超音波モーターの医療分野 2013 年
と農業用 ボ トへの応用 10月16（水）
と農業用ロボットへの応用
（ ）

２

芝浦工業大学工学部
教授 大倉典子氏

わくわく感の測り方（モノ 2013 年
作 り へ の 感 性 工 学 的 ア プ 10月31（木）
ローチ）

３

筑波大学医学医療系
講師 盛武 敬氏

放射線の生体への影響と放 2013 年
射線防護
11月13（水）

４

筑波大学医学医療系
講師 盛武 敬氏

放射線の生体への影響と放 2013年
射線防護（実習）
11月27（水）

埼玉大学工学部

ICT技術を導入したリハビ 2013 年
リテーション機器の開発
12月11（水）

５

電気電子システム工学科

准教授

辻

俊明氏

６

埼玉大学大学院
理工学研究科
教授 綿貫啓一氏

人に優しい医療・福祉・介 2014年
護機器の為のヒューマン・ 1月15日（水）
インターフェース技術

７

埼玉大学大学院 理工 人に優しい医療・福祉・介 2014 年
学研究科
護機器の為のヒューマン・ 1月29日（水）
教授 綿貫啓一氏
インターフェース技術
（実習）

海外用のカタログや提 2013 年
案書の作り方・法的問 12月22 日（日）
題点
10:00～17:00
㈱メトロール
代表取締役社長
松橋 卓司 氏

先輩企業に学ぶⅠ【経 2014 年
営理念、マーケティン 1月19日（日）
グ、コア技術、販売戦 10:00～17:00
略等】

㈱ヨシダパッケージ
代表取締役社長
吉田 義裕 氏
９

㈱狭山金型製作所
代表取締役
大場 治氏

先輩企業に学ぶⅡ【経 2014 年
営理念、マーケティン 2月2日（日）
グ、コア技術、販売戦 10:00～17:00
略等】

スタック電子㈱
相談役
田島 瑞也 氏
10 TAMA協会

Advanced Course 修了生
自社の事業計画（海外 2014 年
進出プラン）の作成と 2月15日（土）
プレゼンテーション
10:00～17:00

ライフ・イノベーション講座修了生

講座

実習

Ⅱ 人材確保・定着支援事業
「地域中小企業の人材確保・定着支援事業」（全国中小企業団体中央会／中小企業庁）を活用し、ＴＡＭＡ協
会がこれまでに実施してきた産学協働教育事業及び中小企業の人材育成事業を継続・発展させながら、企業と学
生の双方向の関係を構築することに重点を置き、下記のテーマで事業を実施しました。

■中小・中堅企業などの成長企業で働くことの魅力を学生が自ら体得する機会の創出
■大学生と中小企業との間の構造的なミスマッチの解消
■中小企業の若手人材獲得の機会拡大
１．実施スキーム
地域のネットワークを活用し、下記の事業を総合的にコーディネートしました。
（１）優れた技術・製品を持つ特徴ある中小企業（＝「魅力企業」）の経営者に、ＳＴＥＰ１の事業へ積極的
に参画していただき、就職前に、モチベーションが高く優秀な学生（＝「魅力発掘学生」）との接点を
創出。
（２）大学や地域の自治体・支援機関と連携し、企業と学生の「顔の見えるマッチング」（ＳＴＥＰ２事業）
支援を展開。
（３）地域の中小企業のニーズに対応した若手人材研修を企画・実施。あわせて同世代のコミュニティ作りも
バックアップすることにより、地域全体での若手社員の定着支援（ＳＴＥＰ３事業）を実施。

２．ＳＴＥＰ別事業実績
（１）ＳＴＥＰ１ 「中小企業と学生・大学の顔の見える関係作り」
①中小企業研究セミナーの実施
魅力ある中小企業の取り組みを予備知識として大学生に広く修得させるため、
成長企業の事例紹介を交えた研究セミナーを大学の講義等で実施しました。
＜実績＞
日付

大学名

参加学生数

日付

大学名

参加学生数

5/13

法政大学

15名

7/11

明治大学

20名

5/22

東京学芸大学

100名

7/12

日本大学

5名

5/29

東京学芸大学

100名

9/17

法政大学

10名

6/5

東京経済大学

120名

10/22

明治大学

15名

②１研究室・１企業ミーティング
研究室や学部単位等で、企業経営者との交流会を企画・コーディネートし、
首都圏西部地域における中小企業の技術、製品、サービス等を学生が直接体験
できる場を提供しました。
○東京農工大学 応用生命化学専攻女子学生対象（１２／１２開催）
・テーマ「女性経営者に聞いてみよう！理系女子の技術系職」
・講師：株式会社共立 代表取締役社長 上野賢美氏
主任研究員：佐藤有紀氏
・参加学生数・大学関係者：３０名
③インターンシップコーディネート
インターンシップ受入を希望する企業とインターンシップ参加希望学生に対し、
双方の要望をヒアリングし、コーディネートしました。
○合同説明会 ６／１８開催 会場／国分寺労政会館
・参加学生数：６５名
・参加大学数：７大学（専門学校１校含む）
・参加企業数：１２社
・マッチング申込４７名 → 最終実施件数１１件
④中小企業の魅力発見＆発信プログラム
学生が企業訪問等を通じて中小企業の魅力と真価を体得し、その魅力を他の
学生に向けて発信する一連の研修プログラムを実施しました。
○事前勉強会 ８／２開催
会場／八王子スクエアビル１２階
・参加学生数：２０名（参加大学 ９大学）
○企業訪問 ８／５～
・協力企業：１２社
○ものづくり企業の魅力発見セミナー（プレゼン会）
１１／２２開催 会場／京王プラザホテル八王子
・開催時間：１６：００～１９：００（プレゼン会）
・来場者／学生：５２名、企業・大学関係者他：３１名
○ものづくり企業の魅力発見ブック 発刊・配布

5/22

【東京学芸大】

⑤PBL（Project Based Learning）コーディネート
本ＰＢＬは、半年から一年の期間、企業と学生数名がグループを組み、企業から提供されたテーマの解決に
向けて、企業へのヒアリングのほか、調査、実験等、企業活動の一部を学生が体験するものです。
ＴＡＭＡ協会では、企業の参加誘導及び、企業へのヒアリングも行い、プロジェクト開始後に企業を訪問し、
途中経過や課題のヒアリングを実施することで、事業が円滑に進むためのサポートを行いました。
終了後も同様にヒアリングを実施し、良かった点、改善点等、企業からの感想を吸い上げ、大学への報告を行
いつつ、翌年度の実施に向けた提案を行いました。
○首都大学東京 ５／１７より開始
・参加学生数：４０名
・協力企業数：７社
・中間報告会：６／２８開催
・最終発表会：１０／３開催

【オリエンテーション・中間発表会

○法政大学 ５／２４より開始
・参加学生数：４０名
・協力企業数：７社
・中間報告会：７／１９開催
・最終発表会：１２／２０開催

in 首都大】

【最終発表会 in 法政大】

※取組成果事例
法政大学ＰＢＬ事業の参加企業であるカネパッケージ株式会社が本事業で学生と取組んで開発した「知育玩具」の取り組み
が認められ、「埼玉県生活サポート産業成長支援企業」に認定されました。
今後も継続して、法政大学の学生と開発した「知育玩具」を県内の保育園等に紹介する活動を展開する予定です。

⑥アントレプレナー（起業家）育成講座
学生の起業家マインドを育み、起業を目指す学生を発掘するために、
大学の授業において、起業をテーマにした講義を実施しました。教員
と連携し、既存授業の１～２回分をＴＡＭＡ協会が企画、ゲストの派
遣を行いました。授業の内容は、「起業家による経験談」をテーマに
学生時代に起業した、または起業を志した経営者をゲスト講師として
招き、学生時代から現在までのキャリアについて講演を行いました。

○東京農工大学 ５／２９開催
・テーマ「中小企業の特徴やグローバル展開の現状」
・参加学生数：２５０名
・講師：株式会社メトロール 代表取締役社長 松橋 卓司 氏

【東京農工大学 実施風景】

○帝京大学 全８回開催
・テーマ「中小企業の＜リアル＞と＜魅力＞」
・参加学生数：延べ2,020名
・協力企業数：７社、自治体１団体（八王子市）
・ＨＦＡ（はちおうじ未来塾のＯＢによる異業種共同体）と
連携企画

【帝京大学 実施風景】

（２）ＳＴＥＰ２ 「顔の見えるマッチング」
今年度は大学、自治体等との共催型説明会の他、ＴＡＭＡ協会主催による合同企業説明会を初めて企画致し
ました。
また、企業向け新卒採用対策勉強会の新規企画や首都圏西部地域の優良ものづくり中小企業の情報を掲載し
た学生向け就職応援サイトを立ち上げ、新卒採用支援の幅を広げ活動を展開いたしました。
①合同企業説明会の開催
○ＴＡＭＡ協会主催合同企業説明会 １／２９開催
時間：１３：００～１７：３０ 会場：新宿エルタワー３０階 サンスカイルーム
開会
主催者挨拶：ＴＡＭＡ協会会長（スタック電子株式会社 相談役） 田島 瑞也
来賓ご挨拶：関東経済産業局 地域経済部 産業人材政策課 課長 徳武 身信 氏
第1部
セミナー「人生も製品も！人のマネをしない生き方」
株式会社メトロール 代表取締役社長 松橋 卓司 氏
企業ブース訪問（30分ごとの入替制）
第2部
セミナー「就活に必要な＜３つの心構え＞とは」
採用コンサルタント 平田 智夢 氏
企業ブース訪問
「ＴＡＭＡ就活特訓塾」特別参加抽選会
・参加学生数：２２７名、参加企業数：２８社

○大学との共催型合同企業説明会
Ⅰ 職業能力開発総合大学校 ６／１９開催
・参加学生数：１７名、参加企業数：８社

Ⅲ 東京農工大学 １０／２開催
・参加学生数：５１名、参加企業数：６社

Ⅱ 電気通信大学 ９／２５開催
・参加学生数：３２名、参加企業数：６社

Ⅳ 工学院大学 １０／２５開催
・参加学生数：３６名、参加企業数：２０社

○自治体・商工団体等の支援機関との共催型合同企業説明会
■さがみはら合同企業説明会(６／６開催）／参加企業数：２０社、参加学生数：１３０人
連携機関：相模原商工会議所、相模原市、ハローワーク相模原、相模原市就職支援センター、
かながわ若者就職支援センター、相模原・町田大学コンソーシアム
■新卒応援！多摩プロジェクト 合同企業説明会
・７／３０開催：参加企業数２０社、参加学生数１７２名
連携機関：公益財団法人東京しごと財団、立川市、立川商工会議所、東京都中小企業振興公社
・１０／８開催：参加企業数２３社、参加学生数：２００名
連携機関：公益財団法人東京しごと財団、八王子市、日野市、八王子商工会議所、
東京都中小企業振興公社
・１２／４開催：参加企業数２０社、参加学生数：１９３名
連携機関：公益財団法人東京しごと財団、立川市、立川商工会議所、東京都中小企業振興公社
■青梅線沿線５市３町１村合同企業説明会（２／１２開催）
参加企業数：３８社、参加学生数：１３３名
連携機関：青梅線沿線クラスター協議会（青梅市・昭島市・福生市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・
日の出町・奥多摩町、青梅商工会議所、羽村市商工会、昭島市商工会、福生市商工会、あきる野商工会、
瑞穂町商工会、日の出町商工会）、東京都立多摩職業能力開発センター、東京しごとセンター多摩

【さがみはら合同説明会】

【新卒応援！多摩ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ説明会】

【青梅線沿線

合同説明会】

②企業向け新卒採用対策勉強会の開催
■第1弾 オープンセミナー（10/16）／25人
テーマ「若手人材採用に必要なのはカリスマ力です！」
講師／リピーター創出専門コンサルタント 一圓 克彦 氏
■第2弾 オープンセミナー（11/8）／68人
テーマ「あの優良企業は、なぜ新卒採用に本気で取り組むのか？」
講師／概念化能力開発総合研究所㈱ 代表取締役 奥山 典昭 氏
ﾊﾟﾈﾘｽﾄ／㈱井口一世 代表取締役 井口 一世 氏
㈱メトロール 代表取締役社長 松橋 卓司 氏
ＴＡＭＡ協会 専務理事 岡崎英人
ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ／ＴＡＭＡ協会 人材確保・定着支援事業統括 岸本 洋子
■第3弾 採用対策研修
ベーシックコース（12/1、8、15）／24人(延べ)
アドバンスコース（1/10、17、25）／27人(延べ)

【第２弾 ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ風景】

③ＴＡＭＡ地域の優良企業就職案内サイト／２７社 掲載
【第３弾 採用対策研修風景】
（３）ＳＴＥＰ３ 「地域全体での定着支援」
①若手社員研修（会場：羽村市産業センター）
・研修：参加者135人（延べ）
全３回 6/5、12、20
②新入社員研修（会場：ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ立川、ｴｲﾋﾞｯﾄｽｸｴｱ）
・企業ニーズヒアリング訪問実施：協力企業8社
・研修：参加者114人（延べ）
第1回（9/12）、第2回（9/26）、第3回（10/10）
第4回（10/24・10/25）、第5回（11/13）、
第6回（12/5）
【新入社員研修 修了式】

シュタインバイス大学・東京農工大学の連携事業
シュタインバイス大学、東京農工大学、ＴＡＭＡ協会が連携し、ドイツ・シュタインバイス大学のＭＢＥ
（Master of business engineering）コースの大学院生と東京農工大学の学生による合同の研修プログラム
を実施しました。
首都圏 部地域 も づくり中小企業から提供された欧州
首都圏西部地域のものづくり中小企業から提供された欧州での販路開拓における具体的な課題に日独混合
販路開拓における具体的な課題に 独混合
チームで取組み、学生達が各企業向けにビジネスプランの提案（発表会）を行うプログラムです。
【平成２５年度参加実績】
企業：８社
学生：８０名（シュタインバイス大学院生：独）
１８名（東京農工大学）

参加企業のメリット
①グローバルな視点での自社評価（分析）ができます。
②ドイツにおける詳細な市場分析から販路開拓の課題
解決に向けたビジネスプラン案を検討できます。
③ドイツ学生との交流により、社員のグローバル意識
が芽生え、職場の活性化につながります。

プログラムの流れ

【シュタインバイス大学】
■設立：１９９８年１０月
■学長：ヨハン・レーン
■構成：１学部、２大学院、教員数６７２名、学生数３，
０００名、その他修了証授与コース
０００名、その他修了証授与コ
ス
■特徴：
１．法人は有限責任会社（ＳＨＢ ＢｍｂH）。
２．顧客第一主義で大学組織への公的機関の財政支援なしで
運営している。
３．企業の要請に基づく人材育成のために、学生を現実のプロ
グラムに参加させながら実践的な教育を展開。
４．座学と実践を同時に学ぶ事が出来る。
５．就職率はほぼ１００％。
６．大学院には、ＭＢＥ、ＭＢＡ等、博士課程がある。
７ 独自の学位授与権を公認されたドイツ最大の私立大学
７．独自の学位授与権を公認されたドイツ最大の私立大学。

日本研修期間
（前半チーム７／２２～７／２７、後半チーム７／２９～８／２）

４～５月

６月

６月～来日

ヒアリング
（評価）

プレゼンテー
ション

講義・
グループディ
スカッション

企業訪問・
グループディ
スカッション

日独学生
交流会

日独学生
事前調査

企業から
課題提供

企業
ヒアリング
【企業訪問】

８～９月

【プレゼンテーション】

【ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ】

平成２６年度の取り組み
平成２６年度は研修実施前に、東京農工大学の学生向けにシュタインバイス大学の学長及び前年研修に参加したドイツ研修生
が来日し特別講演会を開催いたします。また、研修最終日に実施するプレゼンテーションについては、新たにグループごとに
競い合うコンペ方式を予定しております。

Ⅳ ＴＡＭＡ・ＡＢＥ経営塾
ＴＡＭＡ・ＡＢＥ経営塾は、平成１８年～２０年に開催された中核人材育成支援事業（ＴＡＭＡビジネス
プランカフェ）のＯＢ４９名が事業終了後に引き続き自主運営することで開始したものです。元キリンビバ
レッジ㈱代表取締役社長の阿部洋己（あべひろき）氏を塾長に招き、阿部氏のネットワークにより、厳選され
た講師による講義を行いました。
ＴＡＭＡ企業の中核人材（若手経営者・後継者・幹部）を対象にマーケティングを主体とし、自社のある
べき姿を定性的・定量的に描ける人材の育成を目指した自主自立の会です。

１．平成２５年度実施プログラム
実施日

会

場

演 題

講 師

４月２２日（月）

八王子クリエイトホール

役員会・総会・講演「日本のものづくり
中小企業の競争力再生」

関東経済産業局

６月４日（火）

八王子スクエアビル

平成２５年度ＴＡＭＡ協会の
事業説明会

一般社団法人首都圏産業活性化協会
専務理事 岡崎 英人ほか

６月１４日（金）
１５日（土）

森精機製作所事業所
伊賀事業所

伊賀工場見学（ゲストルーム宿泊）

㈱森精機製作所 取締役社長 森 雅彦
執行役員 兼重 雄一

８月２７日（土）

京王プラザホテル八王子

「異国文化との共存共闘」

アスカ・ワールド・コンサルタント㈱
シニアコンサルタント 藤沢 伸子 氏

９月７日（金）
８日（土）

人材開発センタ
人材開発センター
富士研修所 富士Calm

全員によるプレゼン（合宿）

阿部経済研究所

所長

１１月３０日（土）

京王プラザホテル八王子

「21世紀を生き抜く価値ある企業像」

鎌倉投信㈱
代表取締役社長

鎌田 恭幸

３月２９日（土）

京王プラザホテル八王子

「54才

フルーツのアオキグループ
会長 青木 信博 氏

塾長 阿部洋己氏

合宿セミナー

マイナスからの挑戦」

関東局 宮川局長

藤沢 伸子氏

局長

宮川 正

阿部 洋己

氏

氏

氏

鎌田 恭幸氏

２．スキーム図
平成１８年度 ２０年度
平成１８年度～２０年度

平成２１年度
平成２１年度～
阿部経営塾(第1期～3期）
一流講師による講義

ＴＡＭＡ会員企業

塾生２０名限定

ディスカッション

講義・ディスカッション

若手社長

塾生同士の交流・
ネットワーク構築

後継者
参加

中核人材
(幹部・
(幹部

一流講師陣

ＡＢＥ
経営塾

塾生主導による

ビジネスモデル作成

役職者)

ＴＡＭＡ・

自主 自立の会
自主・自立の会

講師手配・調整

阿部経済研究所 所長 阿部洋己氏
連携

サポート

連携

サポート

Ｔ Ａ Ｍ Ａ 協 会
平成２６年度の取り組み
平成２６年度も引き続き『自主・自立の会』として、阿部塾長のご指導のもと、塾生同士の交流によるネットワークの
拡大やＴＡＭＡ協会の各種支援事業についても意見をいただき、ＴＡＭＡの中核人材の活動を積極的に支援します。

氏
氏

情報ネットワーク事業
最新の行政情報（助成金・認定制度等）、各種イベントの告知・開催報告等を情報の種類ごとに分類した
メーリングリストでタイムリーに配信し、会員に提供しています。産学連携・企業間連携の促進を目的とした
企業情報・大学情報カスタム検索エンジン、ＴＡＭＡバーチャルラボラトリーシステムの運用を行っておりま
企業情報
大学情報カスタム検索エンジン、ＴＡＭＡバ チャルラボラトリ システムの運用を行っておりま
す。さらに、これまでの企業訪問を通じて、蓄積されたナレッジ及び各種ＤＢ等の支援ツールを有効活用する
「コーディネート活動支援システム」を構築し、会員企業の円滑な新製品・新技術開発を強固にバックアップ
する体制を整えております。

Ⅰ ホームページによる情報提供
産学官連携支援のポータルサイトである当協会のホームページは、トップページより協会の各種サービス、
イベント案内、データベース等すべての情報にアクセスすることが可能となっており、国内外より月平均１０
万件以上のアクセスがあります。ＴＡＭＡ協会の主催するイベントや研究会、公的助成金獲得の為の支援情報
他、ＴＡＭＡ関連の企業・大学・支援機関のホームページを横断的に検索可能なカスタム検索エンジン、各種
データベース、ＴＡＭＡ会員企業のコア製品・技術がひとめでわかる「製品・技術ＰＲレポート」及び連携大
学の各研究室が民間企業に希望する「連携内容」を具体的にまとめた「大学技術工房」の電子ファイル版他、
これら各種コンテンツをトップページ内にカテゴリー別に配置。今後も積極的な情報の更新及び発信を行って
いきます。

トップページ

事業案内
ＴＡＭＡ協会の全事業を
内容ごとに6つに分類

会員情報クロス検索
登録されているＴＡＭＡ関連の
企業、大学のホームページに掲
載されている製品情報、研究
情報等を検索可能

新着情報
セミナー・講演会の案内

電子ブック・資料
ＴＡＭＡ協会事業のあらま
し、ＰＲレポート他の電子
書籍版他、ＴＡＭＡ協会で
発行した資料を 元的に
発行した資料を一元的に
閲覧可能

会員専用メニュー
ＴＡＭＡ協会で配信する
メールマガジンのアーカイ
ブが閲覧可能

ホームページの主な機能紹介
■電子ブック・資料（カテゴリー別）
ＴＡＭＡ協会事業のあらまし、ＰＲレポート等の電子
ファイル版他、ＴＡＭＡ協会で発行した資料を各カテゴ
リー別に集約。一元的に閲覧可能。
リ
別に集約。 元的に閲覧可能。
（掲載カテゴリー）事業のあらまし、企業・大学紹介
資料（産学連携・産産連携関連）、企業・大学紹介資料
（人材事業関連）、企業紹介資料（日本語版、外国語
版）、事業紹介パンフレット、TAMA協会の資料
製品・技術ＰＲレポート（電子ファイル版）

■カスタム横断検索エンジン
フリーキーワードを指定することにより、登録されてい
るＴＡＭＡ関連の企業、大学、支援機関、官公庁のホー
ムページに掲載されている製品情報、研究情報、支援情
報等を検索可能。
(４種類の検索エンジンを搭載)
・会員営利法人検索
会員教育機関検索
・会員教育機関検索
・会員支援機関(商工団体・自治体等)検索
・その他補助金等支援施策検索

■各ＳＮＳとの連携
Facebook、Twitterと連動し、ホームページの更新情
報を自動的に反映。より多くのユーザーへタイムリーな
情報発信を目指します。
（Facebookアドレス）
https://www.facebook.com/tamaweb
（Twitterアドレス）
https://twitter.com/tama_assoc

Ⅱ 情報別メーリングリストの運用による効果的な情報提供
ＴＡＭＡ協会では会員企業の皆様を中心とし、大学研究者・事務局・コーディネータ・行政担当職員等と連
携創出活動を円滑に遂行するために、ジャンル別のメーリングリスト（４種類）により提供するメールサービ
スを行っています。これらのメールサービスは情報の受信のみならず、会員の方々が発信可能なものもあり、
より会員の皆様の様々なニーズに対し、的確にマッチした情報の提供が可能となっております。
アドレス

内

容

発

信

ＴＡＭＡニュース
tama-news@tamaweb.jp

事務局からのお知らせを配信

ＴＡＭＡイベント
tama-event@tamaweb.jp

ＴＡＭＡ協会に関連して開催されるイベントに関する情報を配信

全会員

ＴＡＭＡセミナー
tama-seminar@tamaweb.jp

ＴＡＭＡ協会に関連して開催されるセミナーに関する情報を配信

全会員

支援情報
tama-gyousei@tamaweb.jp

助成金、認定制度、資金調達等に関する情報を配信

事務局のみ

行政・金融

Ⅲ データベース・検索エンジンの整備とコーディネート活動支援システム
ＴＡＭＡ協会ホームページに各種データベースシステム及び情報検索エンジンを整備し、会員企業の産学・企
業間連携を促進しています。また、ＴＡＭＡコーディネータ及び事務局による企業訪問を通じて蓄積された情報
に加えて、各種データベース等支援ツールを充実させ、コーディネート活動を効果的、効率的に行うため、
「コーディネート活動支援システム」を構築しています。
データベース・検索エンジン
カスタム検索エンジン（企業用・大学用）
サイトリンク集

内

容

フリーキーワードを指定することにより、登録されているＴＡＭＡ関連の企業、大学の
ホームページに掲載されている製品情報、研究情報等を検索することができるシステム
協会会員企業・大学の検索とホームページへのアクセスが可能

ＴＡＭＡバーチャルラボラトリーシステム
ＴＡＭＡコーディネータデータベース
企業カルテデータベース（非公開）

ＴＡＭＡ地域の大学・大企業等に整備されている開放又は受託等の形態で利用可能な試
験研究・生産設備を登録し、利用を促進するデータベース
ＴＡＭＡコーディネータについて検索・閲覧できるデータベース
企業カルテを分類、類似の事例を検索し、蓄積したノウハウを活用できるデータベース

会員企業
①：希望のコーディネータを選定
コーディネート活動支援システム

②：依頼

⑧：報告書（企業カルテ）登録

データベース

情報共有・提供

TAMA協会ＨＰ

企業カルテＤＢ
ＴＡＭＡコーディネータＤＢ
試験検査装置ＤＢ

コーディネータ情報、一般会員情報
③：情報検索
ＴＡＭＡ
事務局

④：派遣指示
⑦：報告

⑤：情報収集

⑥：企業訪問
ＴＡＭＡ
コーディネータ

Ⅳ TAMAバーチャルラボラトリーシステムの運営
ＴＡＭＡ地域内の大学・大企業・公設試験研究機関等が保有する、開放または受託等の形態で利用可能な
高度な試験研究設備や生産設備をデータベースとして整備しています。
平成２６年３月３１日現在、２３機関４４９台の設備を登録しています。

学校関係

台数

東洋大学

１１７

創価大学工学部

９

中央大学理工学研究所

１１

東京都市大学

１０

神奈川工科大学

２９

国立東京工業高等専門学校

２

東京工科大学

４４

光励起脱離分析装置(PSD)
電子科学株式会社

７機関

２２２

公立研究機関・法人

台数

（財）機械振興協会技術研究所

８

所有

民間企業
富士電機（株）東京事業所

２４
１１

（財）鉄道総合技術研究所

４９

横河電機（株） Ｒ＆Ｄセンター

（財）日本電子部品信頼性センター

１４

スタック電子（株）

７１

昭和電線ホールディングス(株)

３機関
公設試験研究機関

台数

（財）東京都中小企業振興公社
多摩中小企業振興センター

４１

神奈川県産業技術センター

６

２機関

４７

東京工科大学

所有

８
２１

（有）生薬発酵研究所

５

東芝ＩＴコントロールシステム（株）
ＣＡＴ事業部

１

ＪＦＥテクノリサーチ（株）

２２

（株）七星科学研究所

１

（株）日本アプライドテクノロジ

６

電子科学（株）

２

（株）まちづくり三鷹

８

１１機関

光電子分光装置（XPS）

台数

１０９

Ⅴ ＴＡＭＡコーディネータ制度
ＴＡＭＡ協会では、中小企業診断士、技術士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士ほか、大手企
業ＯＢなど多様なスキルをもつ約１６０名の専門家を「ＴＡＭＡコーディネータ」として組織化しています。

ＴＡＭＡコーディネータは、企業の課題
解決や競争力向上のため、様々な個別支援
を行うほか、協会のスタッフとして、事業
プログラムの企画や進行管理、調査事業の
推進、協会主催のセミナー講師など、会員
へのサービス提供のため、事務局とともに
幅広く活躍しています。

会員
企業

○産学・産産連携のコーディネート
○共同研究プロジェクトの支援
○販路開拓の支援
○海外展開の支援
○人事・人材関係の支援
○ビジネスプラン・経営戦略構築支援
○各種の経営課題の解決支援

新事業創出・研究開発等に
取り組むための課題の解決

産学
連携
人材
紹介

研究
開発

人材
育成

販路
開拓
海外
展開

ＴＡＭＡコーディネータ登録の概略

資格別登録状況

ＴＡＭＡ協会
契約手続き

④登録申請書提出

③面談・審査

②応募

①募集

登録希望者

資

[複数の資格保持者含む]

格

人数

中小企業診断士

７5

技術士

１3

弁理士

3

公認会計士・税理士

４

ＩＴコーディネータ

１5

社労士、経営士、その他
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平成２６年度の取り組み
ＴＡＭＡのネットワークや事業プログラムを効果的に活用し、実践的な支援活動ができるコーディネータとの連携を深め、
研究開発や海外展開等の比較的ハードルの高い取り組みにチャレンジする企業の支援を充実させます。

Ⅵ ＴＡＭＡ協会主催セミナー
ＴＡＭＡ地域の企業の皆様に対し、経営課題の早期発見や経営課題の解決に結び付けていただくことを
目的に、タイムリーなテーマを取り上げ、セミナーを開催しました。
（下記以外にも、個別事業において様々な勉強会・セミナーを実施しています。）

１．ものづくり補助金説明会
日 程： 平成２５年５月１６日（木）、６月１４日（金）
場 所：西武信用金庫 八王子支店、八王子ＴＣビル
講 師：ＴＡＭＡ協会 地域連携コーディネータ
※個別企業の相談会を実施

２．ものづくり補助金不安払拭セミナー
日 程： 平成２５年６月１８日（水）
場 所：八王子市学園都市センター

第１セミナー室

講 師：経済産業省 関東経済産業局

３．新春講演会
日 程： 平成２６年１月２２日（水）
場 所：八王子市学園都市センター

イベントホール

講 師：株式会社資源・食糧問題研究所 代表 柴田 明夫氏
演 題：世界の資源・食糧の最新事情と日本の課題
新春講演会

４ TAMA３Dプリンタ 研究会
４．TAMA３Dプリンター研究会
日 程： 平成２６年２月２４日（月） 場

所：産業サポートスクエア

講 師：みずほ銀行産業調査部 調査役 藤田 公子氏
演 題：３Dプリンターの現状と課題
講 師：東京都立産業技術研究センター 研究員 髙橋 俊也氏
演 題：都産技研の３Dプリンターについて
題 都産技研
プ
タ に

３Ｄプリンター研究会

平成２６年度の取り組み
地域企業の皆様のニーズを反映したセミナーをタイムリーに実施し、話題や情報を提供していきます。

課題解決支援企業訪問
会員企業の個々の経営課題に対し、的確な支援を行うためには、経営課題を正確に把握した上で個別支援を行
う必要があります。そこで、企業から提出された問診票をもとに、課題に応じた解決策を提示する能力を持つＴ
ＡＭＡ
ＡＭＡコーディネータを無料で複数回派遣する「課題解決支援・企業訪問」を実施しました。
デ ネ タを無料で複数回派遣する「課題解決支援 企業訪問 を実施しました

問診票等による派遣申請
ＴＡＭＡ協会
会員企業

・技術・製品開発・資金調達･生産工程改善
・販路開拓・ＩＴ導入・・・

ＴＡＭＡ協会
事務局

・課題の確認
・コーディネータ選定
・訪問日程調整
・・・

コーディネート活動
支援システム

情報管理
報告書のＤＢ化
事例の蓄積

ＴＡＭＡ事務局同行
ＴＡＭＡ
コーディネータ

＜情報収集＞
ヒアリング項目整理
コンサルティング仮説設定
訪問
（約２時間）

課題整理
報告書作成

継続訪問
（原則３回まで）

課題解決支援企業訪問による訪問事例
具体的な対応内容
経営力向上

経営計画策定、社内体制強化、環境課題対応、企業連携

販路開拓・
マーケティング

新規顧客開拓、販路開拓戦略構築、販路開拓ツール作成

海外展開

海外展開戦略構築、情報提供、取引先紹介、契約事務

研究開発

技術課題解決、新製品開発、競争的資金獲得、研究者紹介

知的財産

知財戦略構築、特許等新技術紹介、特許侵害対応

人事・労務

人材育成、人材紹介、採用活動、人事労務関連規程整備

その他

情報化、生産管理、物流戦略構築 等

平成２６年度の取り組み
平成２６年度は、経済産業省の専門家派遣事業等の関連施策と連携し、研究開発や海外展開、販路開拓等を重点テーマと
して課題解決支援企業訪問（コーディネータ派遣）を実施します。また、研究開発案件の発掘や会員企業のニーズにマッ
チした支援を行うため、会員自治体や商工会議所・商工会、金融機関、認定支援機関等の支援機関との連携を強化して参
ります。

地域交流会の開催
ミニＴＡＭＡ会・ＴＯＫＹＯイノベーションフォーラム・南西フォーラム
ＴＡＭＡ協会では、地域で活躍する会員間のコミュニケーションの促進のため、フェイス・トゥ・フェイスで
産・学・官・金融などのメンバーが幅広くフランクに交流できる地域交流会の活動を推進しています。『ミニＴ
ＡＭＡ会』『ＴＯＫＹＯイノベーションフォーラム』『首都圏南西地域産業活性化フォーラム（南西フォーラ
ム）』の３つの交流会で産産連携、産学連携、異業種交流をテーマに、熱気あふれる交流会が開催されています。

◆ミニＴＡＭＡ西部会（H13.11～）
開催日：奇数月第２金曜日
場 所：５月…飯能商工会議所（飯能市）
７月…狭山商工会議所（狭山市）
９月…入間市産業文化センター（入間市） １１月…川越商工会議所（川越市）
１月…所沢商工会議所（所沢市）
３月…飯能商工会議所（飯能市）
内 容：パネルディスカッション・セミナー、話題提供者からの講演・情報提供等、缶ビール懇親会

◆ＴＯＫＹＯイノベーションフォーラム
◆ＴＯＫＹＯイノベ
シ ンフ
ラム
（H23.7～)
開催日：奇数月第３金曜日
場 所
５月…西武信用金庫本店（中野区）
７月…西武信用金庫昭島支店（昭島市）
９月…中野サンプラザ（中野区）
１１月 西武信用金庫昭島支店（昭島市）
１１月…西武信用金庫昭島支店（昭島市）
１月…西武信用金庫本店（中野区）
３月…西武信用金庫昭島支店（昭島市）
内 容：話題提供者からの講演、情報提供等
缶ビール懇親会

ミニＴＡＭＡ
西部会
ＴＯＫＹＯ
イノベーション
フォーラム

地域の多様な課題を情報共有し、地域のリ
ソースの活用や連携により、地域の活性化を
行うことをコンセプトとした 異業種交流会
行うことをコンセプトとした、異業種交流会
形式のフォーラムです。
南西

※「ミニＴＡＭＡ三多摩会」「ミニＴＡＭＡ
東部会」は、「東京イノベーションフォーラ
ム」にリニューアルしました。

フォーラム

◆首都圏南西地域産業活性化フォーラム（南西フォーラム）（H16 6～）
◆首都圏南西地域産業活性化フォーラム（南西フォーラム）（H16.6～）
開催日：①平成２５年７月９日（火）②平成２５年１２月５日（木）③平成２６年３月３日（木）
場 所：サン・エールさがみはら
相模原市立産業会館
ユニコムプラザ
内 容：地域における企業・大学・支援機関・金融機関・行政機関が一堂に集い、新製品や新技術開発、販
路開拓、または、新分野への進出につながる新たな連携を生み出すための交流会。
平成2５年２月にさがみ縦貫道路を中心とした地域を対象に、地域活性化総合特区「さがみロボット産業特
区」の指定を受け、分科会として「ロボットビジネス研究会」が立ち上がりました。
本年度は3回の研究会を実施し相模原市内を始めとする工学系大学・高等専門学校によるロボット研究や、
相模原市内企業等のロボ ト産業への取組みを紹介 ロボ ト関連産業でビジネス展開を考えていきます
相模原市内企業等のロボット産業への取組みを紹介、ロボット関連産業でビジネス展開を考えていきます。

平成２６年度の取り組み
新分野への進出に繋がる新たな連携を生むために、普段接点が少ない業種の企業、研究機関、企業家等の地域で活躍す
るプレーヤーなどと会員間のコミュニケーション促進を図っていきます。

金融機関との連携
Ⅰ 金融機関との連携の経緯
地域企業が金融機関に求めている支援内容が、「資金支援」から「資金支援＋お客様の経営支援」へ高度化
し、金融機関だけでは対応困難な状況になってきました。
このため、金融機関単独では対応が困難な支援について、ＴＡＭＡ協会の支援メニューによりソリューション
（研究開発費の獲得、人材の確保、販路開拓等）を提供し、金融機関からはＴＡＭＡ協会の
事業協力を行うことによって、金融連携を構築してきました。

助成金申請支援

Ⅱ ＴＡＭＡファンドによる事業化資金の供給支援
ＴＡＭＡファンドは、ＴＡＭＡ地域の産業クラスター計画が推進される中、産・学・官連携支援に金融を加
えたいという構想のもとに会員金融機関である西武信用金庫と連携し組成されました。素晴らしい技術と事業
えたいという構想のもとに会員金融機関である西武信用金庫と連携し組成されました
素晴らしい技術と事業
の成長性を持つベンチャー企業に対し、ＴＡＭＡファンドは地元のベンチャー企業の事業性を評価して出資す
るファンドとして、地域経済の発展に貢献します。

西武しんきんキャピタル株式会社
事業評価・投資決定・事業化支援
投資分野
バイオ ク
バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、IT（半導体を含む）のハイテク関連業種および製造業その他
ジ
ナ
ク
ジ
IT（半導体を含む）
イ ク関連業種および製造業そ 他

（流通業 サ ビ 業を除く）
（流通業、サービス業を除く）

投資先企業の選定基準
①経営陣、技術力、特許等差別化対策、市場性、財務状況などを評価し、事業内容と将来性、事業採算性、資金調達力、投資採算などを
面談と実地調査で総合的に判断します。
②3年以内の株式上場の見込みについて審査します。

ＴＡＭＡファンド

研究開発・試作・量産・販売

事業化

インキュベーション施設との連携
第二創業やベンチャー企業の効果的な育成を行うため、地方公共団体等が開設するインキュベーション施設
と連携しています。産学連携や公的資金活用などのソフト面での支援メニューを提供し、入居企業の早期事業
化を支援しています。

ＳＩＣ２１

ＳＩＯ

さやまインキュベーションセンター２１

西武インキュベーションオフィス

狭山市広瀬台２－１６－１５（西武新宿線狭山市駅バス１５分）
２００３年４月オープン
入居数：全８室
管理：狭山商工会議所、狭山市
特徴①狭山市役所の支援

中野区新井5丁目29番1号（西武新宿線新井薬師駅徒歩１分）

２００３年７月オープン
入居数：全１３室
管理：西武しんきんキャピタル

・制度融資の斡旋、空き工場の斡旋

特徴：金融機関、税理士等による
支援

特徴②狭山商工会議所の支援
・セミナー、イベントの開催、連
携先の紹介、法務、税務、経理、
社会保険労務等のサポート

・経営戦略、財務・税務、販路開
拓、Ｍ＆Ａ、資金調達、資金運用
等、経営全般についてのサポート

業務提携施設等
連携施設

ＳＩＣ

三鷹産業プラザ

さがみはら産業創造センター
さがみはら産業創造センタ
相模原市緑区西橋本5-4-21（ＪＲ橋本駅南口徒歩１０分）

三鷹市下連雀3-38-4（ＪＲ三鷹駅南口徒歩７分）

２０００年４月オープン

２００１年４月オープン

入居数：全１１２室

入居数：全２８室

管理：㈱さがみはら産業創造センター

管理：㈱まちづくり三鷹
特徴：3階～6階までSOHOや都市型
産業を営む企業・事業者などが入居
できる業務床が整備されています。
経営面、資金面、法律面などについ
て各種専門家がサポート

特徴：会社設立・法務・知財・人
材・人事・組織・資金調達・デザ
材
人事 組織 資金調達 デザ
イン・マーケティング・研究開
発・産学・産産連携・販売促進・
アライアンス等をトータルでサ
ポート

その他近隣のインキュベーション施設
インキュベーションオフィス・ＴＡＭＡ
昭島市東町３－６－１ （ＪＲ西立川駅徒歩１０分）
２０１０年４月オープン
入居数：全６室
入居数
全６室
管理：（財）東京都中小企業振興
公社 多摩支社
特徴：多摩地域の新たな産業支援
拠点「産業サポートスクエ
ア・ＴＡＭＡ」内に立地

他地域との交流
ＴＡＭＡ協会は、「首都圏西部地域広域基本計画」「地域イノベーション戦略推進地域」などの実施機関と
して広域的な産学官金の連携強化により、イノベーションを創出し新たな需要を生み出すことが可能な世界有
数の先端ものづくり地域の形成を目指し活動しています。
数
先端
形成
動
す。
このため、産業振興を目指す全国の地域・団体から、年間を通じて多くの視察や講演依頼があります。また
近年は、海外クラスター団体等からの視察の受け入れなどの交流も増えています。今後も、国内外における産
業支援機関との交流を図り、情報交換を通じ地域を超えた充実したネットワーク形成を目指していきます。

Ⅰ 国内支援機関等との交流
地域 ・ 団体

実施日

農林水産省

5/23

電気通信大学

交流内容
委員 「産学連携推進審査会」

（3回）

委員 「電通大（首都圏）地域コア運営委員会」

りそな銀行小平支店

6/7

講演 「グローバル化における中小企業支援策」

中小企業研究センター

7/3

視察 受け入れ（地域一体型の産学連携の取組み）

(財)日本立地センター

（3回）

中小企業産業振興研究会

8/1

委員 「産業支援機関の人材育成支援事業検討委員会」
講師 「地域産業活性化戦略について」

えひめ産業振興財団

8/23

視察 受け入れ

三重県産業支援センター

9/18

視察 受け入れ

科学技術振興機構

10/1

委員 「イノベーションコーディネータ審査委員会」

明治大学

10/22

講演 「TAMA協会が担う地域産業振興の機能と実践」

文部科学省

11/11

委員 「地域イノベーションのあり方審査会」

さっぽろ産業振興財団

11/14

視察 受け入れ

新潟県長岡市

11/20

視察 受け入れ

国立国会図書館

12/6

視察 受け入れ・会員企業訪問

青森県

1/16

委員 「元気あおもり応援隊」

資源リサイクルシステムセンター
（大阪／近畿産業クラスター拠点組織）

1/24
2/27

視察 受け入れ
講演 「TAMA協会の取り組み」

国土交通省広域地方政策課

2/4

視察 受け入れ

東京都異業種交流グループ合同交流会

２/13

講師 「中小企業支援の概要と具体的な施策の活用」

中小企業基盤整備機構

2/25

委員 「中小企業総合展企画委員会」

芝浦工業大学

3/27

委員 「芝浦工業大学COC評価委員会」

Ⅱ 海外支援機関等との交流
相手国
米国
韓国
イタリア
バングラディ
シュ
タイ
フィリピン

交流先

実施日

交流内容

7/1～

インターンシップ受け入れ

9/5

東京事務所記念行事出席

ミラノ商工会議所

10/25

視察受け入れ

政府関係者・現地企業

11/18

視察受け入れ

1/7

視察受け入れ・事業協力

2/19

セブ州知事懇談会出席

大学
韓国技術ベンチャー財団

タイ経済社会開発委員会政策顧問
セブ州

Ⅲ その他自治体との連携
１．ＴＡＭＡ地域内
地域・団体

事業名

事業内容

東京都

計測分析器産業コミュニティ
活性化事業

狭山
商工会議所

産学連携・特許情報活用
アドバイザー業務

インキュベーション施設入居企業をはじめ、市内企業の産
学連携、特許情報の活用に関する情報提供、効果的なアド
バイスを実施するため、専門家を派遣しました。

日野市

企業の魅力ＰＲレポート作成
に関する業務

市内企業および大学研究室の特徴的な技術をレポートにま
とめることで強みを見える化し 大手企業等との連携を支
とめることで強みを見える化し、大手企業等との連携を支
援しました。

羽村市

製造業営業力・生産力等
強化支援事業

２４ページ参照

市内製造業者に対し、製品・技術力の掘り起こしと提言を
行うアドバイザーを派遣し、ＰＲレポートを作成しました。

産学連携・研究開発
アドバイザー業務

市内製造業の研究開発課題や特許戦略等への情報提供、相
談業務についてアドバイザー派遣、ＰＲレポート作成支援
を行いました。

相模原市トライアル発注認定
制度技術評価業務

認定に関する技術評価について、調査、企業訪問、技術評
価報告書の作成を行いました。

相模原市

２．ＴＡＭＡ地域外
地域・団体

事業名

事業内容

青森県

低炭素型ものづくり産業技術
マッチング・連携業務

青森県内の企業の新商品開発や新事業創出を促進
するため、事業性の判断や事業化に向けたアドバ
イスや首都圏企業とのマッチングを行いました。

八戸市

八戸市研究開発型企業育成
モデル事業業務

G・IとL・Iをはじめとした新たな技術・製品開発、
首都圏・海外への販路開拓等の課題解決に必要な
セミナーの実施やアドバイザー派遣を行いました。

（株）ＹＡＮＡＩ
総合研究所

八戸地域企業海外展開支援業務

八戸地域の中小企業者が海外への販路開拓にチャ
レンジできるよう海外ビジネスに関する勉強会や
海外企業とのビジネスマッチングを支援しました。

（社）いわき産学官
ネットワーク協会

海外ミッションコーディネート
支援・マーケティング調査業務

福島県いわき地域のものづくり企業の復興と地域
産業の再生を図る事を目的として、海外ビジネス
に関する勉強会や海外企業とのビジネスマッチン
グを支援しました。

山梨県

中央道沿線広域産業連携推進業務
山梨台湾企業商談会業務
台湾企業商談会業務

県内企業の海外への販路開拓に向けて、台湾企業
を経由した中国市場等への販路拡大を図るため
を経由した中国市場等への販路拡大を図るため、
ビジネスマッチングを支援しました。

やまなし
産業支援機構

中央道沿線広域産業連携推進業務

県内製造業者の製品・技術力の掘り起こしと提言
を行うアドバイザーを派遣して、TAMA地域企業、
大手企業との連携を支援しました。

静岡県産業振興財団

首都圏企業等への技術アピール
事業業務

ＴＡＭＡ協会の交流会事業と連携し、県内企業の
製品・技術ＰＲレポートの作成と、ＴＡＭＡ地域
企業および 大手企業 大学とのマッチングを支
企業および、大手企業、大学とのマッチングを支
援しました。

平成２６年度の取り組み
平成２６年度もＴＡＭＡ地域のみならず、全国・世界各地域のクラスター団体等との交流を積極的に進めて参ります。

認定経営革新等支援機関制度
Ⅰ 経営革新等支援機関認定制度について
中小企業庁は、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の
多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、中小
企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度を創設しました。
この制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、
法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関（認定経営革新等支援機関）として認定することにより、
中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
認定経営革新等支援機関には、金融機関、税理士、公認会計士、商工会・商工会議所など、地域の身近な
支援者・支援機関が、多数認定されています。ＴＡＭＡ協会も、平成２５年２月に認定されております。

Ⅱ ＴＡＭＡ協会の登録内容は・・・
ＴＡＭＡ協会は、認定経営革新等支援機関として、企業、大学、地域の公的支援機関、金融機関、産業支援
の専門家等の会員ネットワークを活用して、新技術や新製品の開発にチャレンジする、ものづくり企業を支援
します。・・・事業計画の策定支援や、リスクの高い新技術・新製品開発にチャレンジするための競争的資金
の獲得支援、産学連携支援、販路開拓・海外展開支援、さらには、人材育成支援等に力を入れて、研究会、
セミナー、交流会、マッチングイベント等、多様な事業プログラムを実施しています。会員企業には、メルマ
ガやホームページを通じて経営支援情報を提供しています。また、企業経営の各専門分野に対応する専門家を
派遣する事業も実施しており、専門的な相談（課題）に対応することができます。

Ⅲ 平成２５年度の特徴的な実績
平成２５年度は、特に、試作開発や設備投資を支援する競争的資金の獲得支援において、大きな成果を挙げ
ることができました。以下は、認定経営革新等支援機関が支援（事業計画の確認や事業の推進支援等）する
ことを前提にした「競争的資金事業」の獲得支援実績です。

経済産業省・平成24年度補正予算 ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
申請件数と採択の状況
区分

１次
3/25
4/15

項目

国

（内 会員企業）

（内 非会員）

12,045

76

52

24

採択件数

4,904

70

49

21

採択率

（再申請）
採択件数
採択率

40.7 %（2.46倍）
11,926
（7,141)
5,612
47.1%（2.13倍）

申請件数
合計

ＴＡＭＡ協会支援分

申請件数

申請件数
2次
7/10

全

採択件数

10,516

採択率
のべ申請数（採択率）

92.1 %
48
21（6）
44
91.7%

22

87.5 %
26

8（3）

13（3）

18（3）

26（3）

81.8%

100%

118

71

47

114

67

47

96.6%
23,971（43.9%）

94.2 %

124（91.9%）

94.4%

100%

74（90.5%）

50（94%）

データで見るＴＡＭＡの軌跡と現状
平成１０年のＴＡＭＡ産業活性化協議会設立から数年間、会員数は概ね順調に増加したものの、近年の深刻
な経済不況の影響などもあり、ここ数年は伸び悩んでおりました。しかし、新政権による経済対策等を効果的
に活用し、今年度は４期ぶりの会員増となりました 引き続き、ＴＡＭＡ協会の活性化、ＴＡＭＡ地域の発展
に活用し、今年度は４期ぶりの会員増となりました。引き続き、ＴＡＭＡ協会の活性化、ＴＡＭＡ地域の発展
のため、会員の皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。

会 員 数

１．会員数の推移 （平成１０年度～平成２５年度）

ＴＡＭＡ産業活性化協議会設立

２．正/賛助会員の別 （平成２５年度末）

平成１０年４月

３２８

平成１３年３月

４４０

平成１４年３月

４４７

平成１５年３月

５１７

平成１６年３月

５９９

平成１７年３月

６２９

平成１８年３月

６７２

平成１９年３月

６５６

平成２０年３月

６５８

平成２１年３月

５７８

平成２２年３月

５９７

平成２３年３月

５７６

平成２４年３月

５６５

平成２５年３月

５６０

平成２６年３月

５９５

平成１０年４月のＴＡＭＡ産業活性化協議会設立時
総会員数３２８（うち企業会員１９３社）でスタートし
平成２５年度末には総会員数５９５（うち企業会員３００社）
年度
総会
（
企 会
）
となっています（4月の入会予定者を加えますと、総会員数は
６００を超える予定です）。

３．会員の構成 （平成２５年度末）
コーディネータ
150

賛助会員

営利法人、
個人事業主、
金融機関等

139

正会員
456

(コーディネータ
兼務会員8含む)

自治体
22

300

団体
64
大学等
38

（総数＝５９５）

個人
21

（総数＝５９５）

企業会員のみに目を転じると、資本金３億円未満の中小企業が全体の約９４％を占めています。その業種は
製造業が全体の８０％近くを占め、情報通信（ＩＴ）産業が８．２％、次いでサービス業が４．５％、金融・保険
業が３．１％、卸売・小売業が２．７％となっております。
今後もＴＡＭＡクラスター地域を中心に、更なる充実したネットワーク構築を目指します。

４．都道府県別企業会員数 （平成２５年度末）
その他 ７社
２．３％

埼玉県
４４社
１４．７％

神奈川県
５４社
１８．０％

東京都 1９５社
６５．０％

６．企業会員分類（資本金別）
50億～100億円以下
０．４％
100億円超
３億～50億円以下
１．１％
４．４％
１億～３億円以下
２．６％

～1億円以下
９１．６％

５．市区町村別企業会員数

（トップテン：平成２５年度末）

№

市区町村

会員数

１

八王子市

３５

２

相模原市

３１

３

青梅市

２１

４

立川市

１３

５

羽村市

１２

５

入間市

１２

７

狭山市

１０

８

瑞穂町

９

９

千代田区

８

１０

川崎市

７

※上位１０市区町村での企業会員合計＝１５８
（企業会員全体の５２．７％）

企業会員所在分布図（都道府県別）

青森

７．企業会員分類 （業種別）
金融・保険業
３．１％

卸売・小売業
２．７％

その他
１．７％

埼玉
山梨

サービス業
４．５％

愛知

情報通信業
８．２％

茨城

東京
神奈川

製造業
７９．８％

※日本標準産業分類にもとづく

（平成２５年度末 企業会員総数＝３００）

◎ 年 表 ◎
ＴＡＭＡ協会
全体事業
TAMAブランド化
推進事業

産学連携・研究開発
支援事業

販路開拓・海外展開
支援事業

人材育成・人材確保
支援事業

17 上海ビジネス研究会

15 医療イノベーションフォーラム
16 研究成果評価員会
16 公的助成金説明会
28 計測分析器コミュニティサロ
ン

13 総会
13 理事会②

6 電気通信大学プライベート交
流会
14 公的助成金説明会
18 公的助成金セミナー
25 首都圏西部イノベーション推
進協議会

5
月

6
月

24-26 CPhI
Japan2013出展

13、22、29 中小企業研究セミナー
17、24 PBL初回ガイダンス（首都大学
東京、法政大学）
24、29 アントレプレナー講座(帝京大
学、東京農工大学)

10 ミニTAMA西部会
17 TAMA・ABE経営塾
17 東京イノベーション
フォーラム

8～10 BIO tech
2013出展
16 研究成果評価委
員会
23 決算取締役会
30 連携大学連絡会
議

5 中小企業研究セミナ5、12、20 若手社員研修
6、19、30 共催型合同就職説明会（相
模原商工会議所、職業能力開発総合
大学校、東京しごとセンター）
18 キャリア体験フェア（インターンシッ
プマッチング会）

14～15 TAMA・ABE経営
塾
18 青梅線沿線地域産業
クラスター協議会 WG

18 大学技術移転協
議会総会
21 第13回定時株主
総会

9 南西フォーラム
12 ミニTAMA西部会
19 東京イノベーション
フォーラム
22 青梅線沿線地域産業
クラスター協議会

2 「広域多摩発の新
技術説明会」（JST
共催）
18 研究成果評価委
員会

16 医療イノベーションフォーラム 4 韓国漢陽大学 インターンシッ 11 中小企業研究セミナー
23 計測分析器コミュニティサロ プ（夏季） オリエンテーション
19法政大学 PBL中間発表会
ン
25共同海外進出事業キックオ
フ

7
月

9 販路開拓・海外
展開部会①
21 産学連携部、
8
人材育成部合同
月
部会①
22 TAMAブランド
運営委員会

2 首都圏西部イノベーション戦
略推進事業評価委員会

7漢陽大学（夏季）インターン
シップ報告会
9東アジアビジネス研究会

9 理事会③
11産学連携部、人
材育成部合同部
会②

4 地域イノベ・技術連携交流会
7 首都圏西部イノベーション推
進協議会
16、31 ライフイノベーション技術
講座①②

5 TAMAブランド運
営委員会
28 TAMA産学官
11 金サミット
月

13、27 ライフイノベーション技術
講座③④
14 医療イノベーションフォーラム
14地域イノベ戦略推進事業評価
委員会
26 計測分析器コミュニティサロ
ン

10
月

2
月

26 首都圏西部地
域産業活性化協
議会

12、26 TAMA新入社員研修①②
12 グローバル経営人材育成講座開講
式
25 電気通信大学 共催型合同
就職説明会
21、28 グローバル経営人材育成講座
Basic①、Advanced①

29～30 イノベーショ
ンジャパン2013

22 研究成果評価委
員会

10 ベトナム結団式・海外ビジネ 2 東京農工大学 共催型合同就職説 30～11/1 東京都産業交
ス研究会
明会
流展
3首都大学東京PBL最終発表会
8 東京しごとセンター 合同就職説明会
10、24～25 TAMA新入社員研修
6、20 Ｇ経営人材育成講座Basic②③
14、26 Ｇ経営人材育成講座
Advanced②③
16 採用対策セミナー①
25 工学院大学 共催型合同就職説明
会

4 地域イノベ・技術
連携交流会出展
9～11 BioJapan
2013出展
22 研究成果評価委
員会

2、17、24 Ｇ経営人材育成講座
Basic④⑤⑥
8 採用対策セミナー②
9、23 Ｇ経営人材育成講座
Advanced④⑤
13 TAMA新入社員研修⑤
22 ものづくり中小企業の魅力発見セ
ミナー

8 ミニTAMA西部会
7 ビジネスフェア from
TAMA
15 東京イノベーション
フォーラム
30 TAMA・ABE経営塾

7 第14回ビジネス
フェア出展
19 研究成果評価委
員会
28 第6回ＴＡＭＡ産
学官金サミット

11 ライフイノベーション技術講
座⑤

15～18 台湾ミッションツアー
25 シンガポールビジネス研究
会

1、8、15 採用対策研修 Basic
5 南西フォーラム
4東京しごとセンター 合同就職説明会 20 法政大学PBL最終発
5 TAMA新入社員研修⑥
表会
7 G経営人材育成講座 Basic⑦
8、22 G経営人材育成講座
Advanced⑥⑦

9 TAMA-TLO産学
連携事業発表会
17 研究成果評価委
員会
24 連携大学連絡会
議

15、29 ライフイノベーション技術
講座⑥⑦

21漢陽大学 インターンシップ
（冬季）オリエンテーション
26～2/1 フィリピンミッションツ
アー

11、25 Ｇ経営人材育成講座 Basic⑧ 10 ミニTAMA西部会
17 東京イノベーション
⑨
11、18、26 採用対策研修 Advanced フォーラム
19 Ｇ経営人材育成講座 Advanced
⑧
29 TAMA協会主催 合同企業説明会

15～17 ライティング
ジャパン2014
21 研究成果評価委
員会
28 大学技術移転協
議会理事会

5 TCSソリューション交流会
6 医療イノベーションフォーラム
7 計測分析器コミュニティサロン
24 3Dプリンタ研究会
27 公的助成金説明会
27 計測分析器事業戦略会議

21 漢陽大学（冬季）インターン
シップ報告会

2、15 Ｇ経営人材育成講座
Advanced⑨⑩
9 G経営人材育成講座 Basic⑩
12 青梅線沿線クラスター協議会 合
同就職説明会

27 たま工業交流展

5 ソリューション提案
交流会出展
13 研究成果評価委
員会

3 グローバル経営人材育成講座 修
了式／グリーンイノベーションオープ
ン講座

3 南西フォーラム
14 ミニTAMA西部会
20 東京イノベーション
フォーラム

8 静岡がん会議
2013
12 サポイン事業
コーディネートコンテ
スト＆交流展2014出
展

12
月

22 経営課題解決
セミナー
1 22 理事会④
月 22 賀詞交歓会

4 中小企業の魅力発見プログラムオ
リエンテーション
8 中小企業研究セミナー

7～8 TAMA・ABE経営塾
13 ミニTAMA西部会
20 東京イノベーション
フォーラム

12 医療イノベーションフォーラム 5 台湾ミッションツアー団結式
17 首都圏西部イノベーション戦 9～13 アメリカミッションツアー
略推進事業評価委員会
26 計測分析器コミュニティサロ
ン

9
月

3
月

11香港ビジネス懇話会
17シンガポールビジネス研究
会

ＴＡＭＡ－ＴＬＯ

22 TAMA・ABE経営塾総
会
24 青梅線沿線地域産業
クラスター協議会

4
月
28 理事会①

イベント事業・その他

3 ライフイノベーション技術講座 12 展開シンポジウム
修了式／グリーンイノベーション
オープン講座
10 地域イノベシンポジウム
17～20 応用物理学会
25ＴＡＭＡ新技術説明会

