平成２６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１７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。日本経済が長年苦し
んだデフレ経済からの脱却を示す兆しや大手企業の好況が伝えられる中、中小企業の業績
回復が待たれる現状でありますが、「成長戦略」の中の「日本再興戦略」では、私たちの
進むべき方向性が示されており、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協会では第四期５ヵ年計画のもと「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することを目指し、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
金ネットワークを活用した持続的なイノベーション創出の仕組み作りを進めております。
平成２7年度は第四期５ヵ年計画の3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２6年度のＴＡＭＡ協会実施事業と平成２7年度の取組みについて、「平成
２6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２7年吉日
一般社団法人

首都圏産業活性化協会

会長

奥村

次德
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第四５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

産学官金サミットによるＴＡ
ＭＡブランド宣言の啓発啓蒙

ＴＡＭＡブランド企業顕彰事業
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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
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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

新技術・
市場のニーズ

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
・ものづくり連携支援（医療機器関連分野）
・競争的資金の獲得支援
・研究開発人材育成支援

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
・海外支援機関・研究機関との連携
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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
・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

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
・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
材育成支援
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
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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。

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。

◆ 部会長・副部会長

部会長
副部会長
副部会長

産学連携・研究開発 部

販路開拓・海外展開 部

人材育成・人材確保 部

奥村 次徳 会長
（首都大学東京）

飯田 哲郎 副会長
（東洋システム）

松橋 卓司 副会長
（メトロール）

井口 一世 理事
（井口一世）

臼井 努 理事
（京西テクノス）

上野

賢美 理事
（共立）

吉田 善一 理事
（東洋大学）

金坂 良一 理事
（カネパッケージ）

◆ ステアリングコミッティー・部会の実施
◯産学連携・研究開発部

７月３０日

７名

（於：ＴＡＭＡ協会事務所）

◯販路開拓・海外展開部

７月２９日

８名

（於：東洋システム株式会社・会議室）

◯人材育成・人材確保部

６月３０日
９月１７日

７名
１１名
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（於：ＴＡＭＡ協会事務所）
（於：株式会社メトロール・会議室）

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きました。

Ⅰ 首都圏西部地域広域基本計画の概要（平成２６年度、５カ年計画の最終年度を向かえました）
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
首都圏西部地域産業活性化協議会構成員

集 積 区 域 市 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

平成2７年度の取り組み
首都圏西部地域産業活性化協議会を発展的に解散して、首都圏西部地域の自治体や支援機関等を構成メンバーとした地域産業
活性化のための連絡会議が新たにスタートします。この連絡会議において、地域の情報共有を促進し、地域の連携をより一層
深め、ＴＡＭＡ地域の企業支援を充実させます。
8

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。二年目を迎える平成２６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運営方針と産学官金サミットにおける具体
的なプログラムの企画・検討を行うために、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２６年７月２４日
第２回 平成２６年１０月２９日
第３回 平成２６年１１月２１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、２０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】

＜主要審査内容＞
企業の発展ステージ４段階（創成期、成長期、発展期、今の姿）における次の５つの視点の取組み内容を審査
・「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」
【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
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。

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）。ブランド大賞は、特に他社のロールモデルと
して地域内外にＴＡＭＡの取組みを発信する企業として、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７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（５社）には
副賞として２０万円が贈られました。
9

◆ＴＡＭＡブランド企業 平成２６年度 認定企業◆
№

エリア

1

東京

アイティーオー株式会社

精密板金・レーザー加工 （金属プレス製品製造業）

2

東京

株式会社イチカワ

産業用電子機器・計装盤の製造、鉄道車両用制御ユニットの
製造、変圧器・変成器・電源機器の製造

3

東京

ＳＩシナジーテクノロジー株式会社

ICT関連受託開発、及びIPコア製品サービス開発製造販売

4

東京

京西テクノス株式会社

計測・医療・通信・エネルギー分野の電子機器の修理サービス、
ネットワーク設計、構築、運用管理

5
6

会社名

神奈川 株式会社共立
東京

分野

各種真空装置、環境関連装置の開発・設計・製造販売・メンテ
ナンス

株式会社コスモ計器

工業用計測機器製造販売 工業用プラスチック製品製造販売エ
アリークテスター 圧力計 気体流量計

7

東京

株式会社栄鋳造所

砂型鋳造法と減圧造形鋳造法（Vプロセス法）の鋳造技術を通じ
て、アルミ素材の主力商品であるコールドプレートの製作、工
業用部品や自動車用のシートを成形する為の金型製造等、３Ｄ
モデリングを取り入れた製品の受託・製造・販売を手がける。

8

東京

三鎮工業株式会社

ＮＣ自動旋盤を使用し、高精度小径旋削加工部品の製作を専門
に扱っている。特に高精度、大量生産に強み有り。

9

東京

三和電気計器株式会社

回路測定器の製造販売テスタ（マルチメータ）、絶縁抵抗計、
クランプメータ

10

東京

スタック電子株式会社

高周波と光の伝送機器において同軸コネクタから各種システム
製品に至る国内随一の専門メーカー。
オシロスコープ用プローブでも国内唯一の老舗。

11

東京

第一合成株式会社

物流機器、静電気対策製品、環境・液晶関連商品、文化財保存
機器の企画、設計、製造、製作、販売

12

東京

ニシハラ理工株式会社

めっき加工、めっき技術開発(試作・解析)、生産装置の設計・
製作

13

東京

日本ガーター株式会社

電子部品関連設備製造業

14

神奈川 日本サーモニクス株式会社

高周波応用装置の製造販売、自動制御装置及び、
省力化装置の製造販売

15

埼玉

株式会社ビー・アンド・プラス

FA用センサ及びシステム関連機器の開発・製造・販売

16

東京

株式会社プリード

理科学計測機器の設計製造販売、気象機器、光学機器、
計測機器環境測定機器、理科学計測機器の輸出入販売

17
18
19

20

神奈川 株式会社ベネクス
東京

株式会社星製作所

神奈川 株式会社ミズキ

東京

ユニパルス株式会社

スポーツ衣料品の製造・卸販売
産業機器、電子機器の板金筐体、精密部品、各種治具
精密締結部品の製造、販売特殊ねじ、小径精密シャフト、
精密歯車、精密締結部品全般
ストレンゲージ・荷重・変位・トルク・振動などのセンサー、
光学機器・メカトロニクス機器・エレクトロニクス機器の
製造・販売。

※企業名はアイウエオ順

計２０社
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Ⅲ 第７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（Ｈ２５年度：２７社、Ｈ２６年度：２０社）
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７回ＴＡＭＡ産学官金サミット
開催日：平成２６年１１月２１日（木）

共 催：公立大学法人 首都大学東京、西武信用金庫

時 間：１３：３０～１８：００

後 援：経済産業省関東経済産業局、東京都、埼玉県、神奈川県、

会 場：公立大学法人 首都大学東京

日刊工業新聞社、日本経済新聞社多摩支局

来場者：２０６人

１．基調講演／１４：００～１５：１５
講演者：公立大学法人首都大学東京 理事長
日本サッカー協会 最高顧問 川淵 三郎 様
演 題：「夢があるから強くなる」

２．ＴＡＭＡブランド大賞表彰式／１５：３０～１６：２０
◆ＴＡＭＡブランド大賞（５社）
産学連携 大賞
スタック電子株式会社
販路開拓・海外展開 大賞
株式会社コスモ計器
人材育成・人材確保 大賞
京西テクノス株式会社
連携 大賞
ユニパルス株式会社
環境配慮ものづくり 大賞
ニシハラ理工株式会社
◆特別賞（３社）
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

株式会社共立
株式会社栄鋳造所
株式会社イチカワ

基調講演（川淵 三郎 氏）

ＴＡＭＡブランド大賞 受賞者

３．パネルディスカッション／１６：４０～１８：００
テーマ
ファシリテーター
コメンテーター
パネリスト

ＴＡＭＡブランド認定企業の実践と地域に対する波及効果について
日本経済新聞 多摩支局長 友山 宏済 氏
（一社）首都圏産業活性化協会 専務理事 岡崎 英人
平成25年度認定企業2社： 株式会社メトロール 代表取締役社長 松橋 卓司 氏
カネパッケージ株式会社 常務取締役 高村 賢二 氏
平成26年度認定企業2社：スタック電子株式会社 顧問 田島 瑞也 氏
株式会社コスモ計器 代表取締役社長 古瀬 智之 氏

大会宣言
ＴＡＭＡ会員は、Ｇｒｅａｔｅｒ Ｔｏｋｙｏ ＴＡＭＡにおいて、ＴＡＭＡブランド認定企業によるコミュ
ニティを組成しＴＡＭＡの取組みをロールモデルとして内外に強く発信するとともに、グローバルな視点で製
品や技術の競争力を強化するため、国内外において、新たな出会いの機会を創出することにより、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、強固な基盤整備を構築することを宣言する。
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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、
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（平成２３年）。
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 イノベーション創出のテーマと目的】

福祉
福祉
関連
関連

環境
福祉

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

関連
関連

・介護施設の不足、在宅介護の増加

課題

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

・福祉、医療費の増加
・高齢者の事故死の増加

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！？

新しい方法は！？

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
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（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
（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
◆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２７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。
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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。

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）
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

◆地域貢献機能の強化

【設備・機器の共用化】

【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＞
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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。
平成２４年度は、大学研究者、地域連携コーディネータ等を中心に、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、作成したシナリオの実現に向け地域企業の参画を募り、産学による技術開発及び事業
化に向けた案件検討を開始しました。
平成２６年度は、さらに案件創出を推進し、競争的資金を獲得することで具体的な技術開発、製品開
発に取組み具体的な成果を上げました。
平成27年度は、継続して技術開発、製品開発を行い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。

WG一覧（H27.3.末）
座長
東京農工大学
秋澤 淳 教授

重点プロジェクト・WGの目的、テーマ、アクション
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

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

大手：１社
中小：９社

大手：１社
中小：２0社

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

快適環境

東京農工大学
芝浦工業大学
東洋大学
埼玉県
さいたま市

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

快適環境

東洋大学
サレジオ高専
都立産技研

大手：１社
中小：８社

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

安全
・安心

東京農工大学
電気通信大学

中小：８社

平成２７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大手企業・中小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。
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４．医療イノベーションフォーラム
ＴＡＭＡ協会は、２００８年９月から「医療機器デバイス研究会」（平成２４年度からは「首都圏西部スマ
ートQOL(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ています。
これまで、本フォーラム活動は産学連携、産産連携による多くの案件創出に効果を果たしてきています。

（１）平成２６年度の具体的な取組み方針
①医療系全般の知識吸収・情報収集を目的としての医学専門家、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な研究開発テーマの抽出と案
件化（公的助成金事業への提案）
（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２８日

講
師
早稲田大学ナノ理工学研究機構（日本医工ものづくり
コモンズ 常任理事） 教授 谷下 一夫氏

講演テーマ
医の学と工学の融合に向けて～日本医工ものづくりコモンズの
活動紹介～

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社会社
主任研究員 柏野 聡彦氏

医療機器産業への無理なく円滑な参入のかたち～製販企業
ドリブン型・医工連携モデル～

首都大学東京システムデザイン学部

医療機器創製のためのスケール横断ナノ・マイクロ構造設計と
加工技術

教授

楊

明氏

7月３１日

９月３０日

株式会社ファソテック メディカルエンジニアリング
センター 事業推進・プロモーション担当 木下 智裕氏

ものづくりIT企業による医療・課題解決型事業の推進

首都大学東京・総合研究推進機構URA室
グループリーダー 阿部

はままつ医工連携拠点の取り組みと多摩地区での応用可能性
について

首都大学東京

都市環境学部

株式会社フジタ医科器械
1２月３日

２月１２日

教授

内山

専務取締役

前多

紀理子氏

一美氏

インクジェットを利用したナノイムノアッセイ法の開発
医療業界での製造販売業の業務と役割（医療機器分野への参入
ポイント含む)

宏信氏

公益財団法人医療機器センター付属 医療機器産業研究所
上級研究員 石黒 克典氏

医療機器を規制する薬事法、改正に伴って何がかわるの
か、何をするべきなのか

インフェテックエム株式会社

高齢者健康支援のための日常対話型見守りロボットの開発

代表取締役

松村

慶一氏

東京医科大学八王子医療センター
内科 科長 大野 敦氏

糖尿病・内分泌・代謝

関東経済産業局地域振興課

高杉

係長

多摩地域における糖尿病患者の医療連携の取り組み
経済産業省にかかる補助金等施策説明～平成２６年度補正
予算、平成２７年度予算～

正史氏

②フォーラムでは、以下の企業から自社の製品・技術内容・トピックスなどを紹介して貰いました。
＜企業＞
・株式会社バイオネット研究所：X線等の光源とセンサーを用いての生体情報の収集と解析システム紹介
・株式会社ソーケンメディカル：電気磁気治療器ソーケン（磁気シャワー）等の紹介
・東京新薬株式会社：薬事戦略立案から当局対応、申請書作成・許可所得等の指導、支援の紹介

（３）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、東洋大学生体医工学研究センターの加藤教授、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協力を得て、関連企業のメンバーで分科会を設立し、経済産業省の課題解決型医工連
携事業化推進事業向けの案件創出を行いまいした。更に、平成２５年度補正予算「中小企業・小規模事業者等
ものづくり・商業・サービス革新事業補助金」に応募し、複数の案件が採択されました。

平成２７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の医学専門家・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な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）
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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
と昨年度から始めたソリューション提案交流会を、昨年度同様に（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.４」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で、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）、Vol.３（ライフイノベーション、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、２８０名の大学研究者の研究
シーズデータベースが構築されています。

②「ワザ自慢１００ Vol.８」の発刊
「製品・技術ＰＲレポート」を、新規に１８９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、函館市
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６０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、全国で約１２００社のワザのある企業データベース（Ｖｏｌ．１～８）
が構築されています。
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③事前説明会・相談会実施
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６日地域イノベ・技術連携交流会」の事前説明会
・日時：平成２６年９月１７日（水）１８：００～２１：００
・場所：国分寺労政会館
・参加人数：４７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２７年１月２１日（水）１８：００～２１：００
・場所：国分寺労政会館
・参加人数：２９名
（３）大手企業や大学のニーズに合わせた３つの交流会を開催（連携成果は継続フォロー中）
平成２６年度は、以下の３つの交流会を開催しました。

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複数の中小企業、大手企業が指名した複数の研究者と面談出来、お互いに連携の
スタートが切れる交流会です。昨年度に引き続き（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９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。
午前中に台風が関東地方を直撃し交通機関の大幅な乱れもあって、予定通り参加できない方も多くいたにも
かかわらず、ほぼ例年並に盛大に開催出来ました。また、懇親会では大手企業、大学研究者との名刺交換タイムを
初めて設定し、各大手企業、各大学毎に参加者がいる場所を明示して名刺交換をしやすくした結果、中小企業様
から好評を博しました。

・開催日：平成２６年１０月６日（月）・場所：中野サンプラザ１３階コスモルーム他
・参加者：５１３名
・面談者規模：大手企業：３９社、大学研究者：２２名、中小企業：１３４社
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＊新規に参加いただいた大手企業 （株）タニタ、（株）サンコーシヤ、 新日鐵住金（株）、
蛇の目ミシン工業（株）、三菱レイヨン（株）、東レエンジニアリング（株）、
コニカミノルタ（株）、（株）リコー
・面談数：大手企業／企業：１６９面談、大学研究者／企業：３３面談
・連携成果：
大手／中小：１６件（９．６％）：受発注６件、見積１０件 （他６５件が継続連携中です。）
大学研究者／企業：９件（２０．５％）：共同開発７件、試作開発１件、見積１件（他１５件が継続連携
中です。）

ｂ．ソリューション提案交流会
事業拡大・新事業・新技術・新製品などの創出を目指して、下記の２つのテーマを掲げ「ソリューション
提案交流会」を開催しました。
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
「ソリューション提案交流会」はオープン・イノベーション提案交流会とも呼び、大手企業、大学、中小
企業が抱えている技術課題を事前に提示し、その課題を解決出来る企業だけが面談出来る交流会で、連携成果
が出やすい交流会です。
また、技術連携交流会に引き続き設定した名刺交換タイムでは、大手企業・大学研究者以外に支援機関の名刺
交換場所も設定して参加いただきました。
・開催日：平成２７年２月５日（木）・場所：中野サンプラザ１３階コスモルーム他・参加者：４５０名
・面談者規模：大手企業：３２社、大学研究者：８名、研究機関：２機関、中小企業：１４５社
・面談数：大手企業／企業：８８面談、大学研究者／中小企業：１９面談、研究機関／中小企業：７面談
中小企業間：７８面談
・連携成果：
大手／中小：７件（７．７％）受発注５件、見積２件（他３６件が継続連携中です。）
大学研究者／企業：４件（２１．１％）共同開発３件、受発注１件（他５件が継続連携中です。）

研究パネル展示

展示会と相談会

面談の様子

名刺交歓会の様子

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ので、連携確度が高
い交流会です。
大手７９社から８４件の緊急ニーズが出され、延べ１５１社を紹介し、内６０社と面談しました。
・連携成果：３０件（５０．０％）
受発注９件、見積２１件（他３０件は継続連携中です。）
＊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２７年度の取り組み
尖ったワザのある中小企業の発掘と大学の研究内容紹介を拡充し、技術連携交流会とソリューション提案交流会
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。
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６．地域イノベ・シンポジウム
首都圏西部地域の産学官金の１４機関が「首都圏西部地域イ
ノベーション推進協議会」を組成し、暮らしの質（ＱＯＬ
:Quality of Life ） を 向 上 さ せ る 技 術 （ Ｓ Ｑ Ｏ Ｌ ： Smart
Quality of Life）の創出を、大学、中小企業、大手企業が連
携し目指す活動を進めています。本活動の一環として、「地
域イノベーション戦略推進プログラム」（文科省）の支援を
受けて地域の大学等研究機関と連携し、知的財産の形成、人
材の育成を行っています。本事業のこれまでの成果を発表し
、更なる推進、産学連携の促進を図ることを目的とし、本シ
ンポジウムを開催しました。

開催日：平成２７年３月４日（水）
時 間：１５：２０～１８：３０
会 場：立川グランドホテル ４階「カルロ」
来場者：98人

主

催： 一般社団法人

首都圏産業活性化協会

■ 開会挨拶 15：20～15：30
首都圏西部イノベ—ション推進会議会長挨拶
一般社団法人 首都圏産業活性化協会

会長

奥村 次德
奥村会長

■ 基調講演 15：30～17：00
「エネルギービジネス最前線」
東京工業大学特命教授／東京都市大学教授
柏木 孝夫 様
■

パネルディスカッション

柏木先生

17：10～18：30

「スマートコミュニティ創生に向けたSQOL技術開発」
～地域特性を活かしたスマート化と技術開発～
【パネリスト】
久保田 直行 教授

首都大学東京

鎌倉 友男 特任教授

電気通信大学

綿貫 啓一 教授

埼玉大学

田中 耕太郎 教授

芝浦工業大学

パネリスト（田中先生、綿貫先生、鎌倉先生、久保田先生）

【コーディネータ】
プロジェクトディレクタ— 岡崎 英人（TAMA協会）
■ パネル展示 15：00～18：30
地域イノベーション戦略支援プログラムの成果
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コーディネータ

岡崎PD

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、それらの波及による地域振興を目的として、従前から様々な
研究開発支援事業を展開しています。
さらに、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きました。
この主旨に従い、平成２６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２６年度に取り組んだ主たる公的助成金事業は以下の通りです。

（１）助成事業の一覧
①東京都：新製品・新技術開発助成事業 、海外展開技術支援事業、製品開発着手支援助成事業、市場開拓
助成事業、連携イノベーション促進プログラム助成事業、展示会等出展支援助成事業、など
②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
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
⑤経済産業省：戦略的基盤技術高度化支援事業、課題解決型医工連携事業化推進事業、ものづくり中小企業・
小規模事業者連携事業創造促進事業「橋渡し研究事業」、生産性向上設備投資促進税制、など
⑥全国中小企業団体中央会：平成25年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新
補助金事業」

（２）管理法人業務
当協会では、経済産業省・平成２６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
・以下に高速双ロール鋳造システム概要および及び鋳造板を用いたマグネシウム加工品の一例を示す

高速双ロール鋳造システム概要

マグネシウム加工品例
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（３）支援企業での採択事例紹介
①経済産業省関係
イ）助成事業名：平成２６年度ものづくり中小企業・小規模事業者連携事業創造促進事業のうち
「橋渡し研究事業」
ロ）採択企業名：株式会社テクノメイト、株式会社バイオネット研究所
ハ）採択テーマ名：成形機における発泡樹脂中のリアルタイムCO2濃度測定センサーの開発
②全国中小企業団体中央会関係

イ）助成事業名：平成２５年度補正「中小企業・小規模事業者等ものづくり・商業・サービス
革新補助金事業」
ロ）応募／採択状況：応募数→７８件、採択数→６６件（採択率＝８４．６％）

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：３６件
・企業訪問：７社
・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）：１２社
・研究開発補助金採択企業の中間審査、最終審査：６社

相模原市・審査風景
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Ⅲ ものづくり中小企業・小規模事業者連携支援事業（※新規事業）
（※新規事業）本事業は、全国中小企業団体中央会の補助事業で、本中央会と(独)中小企業基盤整備機構が連携して運営。

本事業の狙いは、ニーズが有っても１社の力やシーズだけでは開発できないものが、複数の企業が連
携・グループ化し各々の強みを活かし、新たな活動を呼び起こす事によって課題を克服することにありま
す。事業期間は、平成２６年１１月から平成２８年度迄で、ゴールはグループ内コア企業による事業化計
画の策定と計画に基づく上市です。
本事業の実施に当たっては、日本の喫緊の課題であり、ＴＡＭＡ地域のものづくり産業の優位性を発揮
できる「ヘルスケア・ウエルネス分野」に着目しました。臨床現場で利用する医療機器や健康・福祉分野
などの製品事業化に向けた取り組みに重点を置き、ニーズとシーズの調査、取組テーマの
検討、連携クラスターサロン参加企業の募集と参加企業間の交流を実施しました。

＜取組テーマの名称＞
「ＴＡＭＡ版「ヘルスケア・ウェルネス＆テクノロジー連携クラスター」を目指したものづくり連携事業
＜目指している創出製品＞
①先端医療機器 ②夢の医療機器

③改善医療機器

④福祉・介護機器

⑤セルフケア健康機器

＜提供する価値＞
ヘルスケア（予防診断）とウェルネス（健康維持）の産業活性化、ひいては健康で元気な人づくり

＜連携グループのスキーム＞
グループ形成

グループによる事業化計画策定

＝連携クラスターサロン＝
大手企業

支援

サポイン

先端医療機器
連携グループ

ニーズ提供
および販路

新連携

製販企業
ものづくり企業
（製品開発型企業）

医療機器改善
連携グループ

ものづくり企業
（基盤技術型企業）

福祉・介護機器
連携グループ

販路開拓助成金

I CT企業

ｾﾙﾌｹｱ健康機器
連携グループ

自主的な
グループ活動

ニ

ズ
提
供

製販企業

夢の医療機器
連携グループ

ー

臨床現場（
病院）
・研究機関
支援機関

動機

コーディネート

他の競争的資金

１．連携クラスターサロン登録企業数
単位：企業数・団体数
計

大手企業

製販企業
(中小企業)

製品開発型
中小企業

基盤技術型
中小企業

ＩＣＴ
中小企業

デザイン
中小企業

研究機関
大学

病院・現場
ニーズ

支援機関

８５

８

９

３１

１５

７

２

５

１

７
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２．連携クラスターサロンの開催
グループ連携の必要性の認識、ヘルスケア産業への参入の仕方や規制の理解、企業の枠を超えた情報交換
を行う場所として「連携クラスターサロン」を開催しました。特にＴＡＭＡ企業にとっては未知の「※本郷
エリアの製販企業」からの課題プレゼンと、交流会を通して情報交換ができ、本事業への参加意識が一層高
揚し、全体のボトムアップが図られました。
※文京区本郷エリアは、東大医学部や医科歯科大、順天堂大医学部の付属病院があり、製販企業の国内
最大の集積地です。
医療機器の製造や販売のライセンスを取得している製販企業等が、日本医療機器協会の会員だけでも
約１３０社が立地しています。

（１）第１回連携クラスターサロン（開催：１２月９日）
目的：取組テーマの説明とヘルスケア産業への参入の仕方
や規制を理解する
講演：日本医工ものづくりコモンズ柏野理事、
医工連携推進機構 久保田理事
出席：７４名（６５社）
※TAMA協会 事務局、コーディネーター等を除く
＜サロン会場＞

（２）第２回連携クラスターサロン（開催：２月９日）
目的：グループ連携の必要性、本郷製販企業からの課題プレゼン
講演：日本医工ものづくりコモンズ谷下常任理事
＜プレゼン＞第一医科株式会社(林社長)、株式会社フジタ医科器械(前多社長)、
株式会社ベアーメディック(山内常務)、株式会社プラトンジャパン(廣瀬常務)
出席：６６名（５５社） ※ＴＡＭＡ協会 事務局、コーディネーター等を除く

＜林社長＞

＜前多社長＞

＜山内常務＞

＜廣瀬常務＞

平成２７年度の取り組み
平成２７年７～９月を目途に、深掘りしたニーズの解決策にヒットした開発テーマと、事業計画を立案するコア企業、
及びコア企業のシーズを補完するメンバー企業を集め、グループ形成を完了する。グループを形成次第、コア企業主
導型のプロジェクトを発足し、事業計画の立案、市場調査の実施、試作品の製作等々に鋭意取組みます。
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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２６年度は、台湾、ＡＳＥ
ＡＮ（タイ、ベトナム、フィリピン、シンガポール）、アメリカとの交流事業を実施
しました。その中で、アメリカ・シリコンバレーに新たな拠点の開設準備をしました（平成２７年４月オープ
ン予定）。

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
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
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）

米
国
ASEAN

シンガポール
ベトナム
フィリピン
タイ

2011～
2013～
2013～
2014～
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シアトル
シリコンバレー

2006～
2014～

Ⅲ 米国（シリコンバレー）との交流
ＴＡＭＡ協会では、平成１８年から米国（北米）での販路開拓事業を実施しており、平成２６年度は「大量
生産・価格競争」による新興国への海外市場ではなく、米国シリコンバレー企業との連携により、高くても売
れる「新価値創造」を目指した海外市場への展開に取組み、シリコンバレーから全世界のマーケットを目指す
活動を行ってきました。
市場調査や国内での事前研究会、現地視察、商談会などを通してシリコンバレー展開に取り組む一方で、現
地ネットワークに入り込むためのインフラや人的リソースの必要性から、今年度は、現地共同拠点の開設に向
け、準備を進めました。

１．事業スキーム
ハイテク産業が集積するシリコンバレーでのイノベーション創出モデル構築

２．米国（シリコンバレー）ビジネス研究会
平成２６年度の研究会では、TAMA協会、国内外アドバイザー、共同グループ企業が定期的に合同会議を
開催し、それぞれの進捗や共同拠点設立に向けた情報、現地視察・商談会で得られた情報、ノウハウなどを共
有しました。
研究会

日程

参加者

内容

第１回

4月1４日

１７名

北米の状況について・事業内容説明

第２回

６月１２日

２５名

シリコンバレーにおけるネットワーキングについて

第３回

８月２９日

１７名

７月ミッション成果報告と今後の取り組みについて

第４回

１０月２７日

１０名

米国におけるプレゼンテーションについて
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３．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マーケット調査とそのための企業ニーズの洗い出し
②現地機関・アドバイザーとの調整
③国内研究会
④現地視察及び商談会、その後のフォロー活動
⑤現地共同拠点設立準備

国内研究会の様子

現地視察

現地での企業紹介

現地での共同拠点

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ことを目的に、海外展開の支援を行いました。

４．ＴＡＭＡ協会シリコンバレー事務所
企業が米国市場への本格的な参入を志向したネットワーキングを行うためのFSを支援する現地拠点として、
特に今後の自社の製品や技術の将来的な方向性をリサーチすることの一助として、平成２７年４月、シリコン
バレー事務所を開設します。
【シリコンバレー事務所】

サンフランシスコ国際空港

TAMA協会シリコンバレー事務所

TANA協会シリコンバレー事務所の機能
1. 米国企業との連携等を希望する企業について、現地事
務所としてのインフラ提供（デスク、固定電話、ネッ
ト環境、現地情報の提供及び英語学習機会の提供）、
問い合わせ対応（電話、郵便、メール等の対応）
2. シリコンバレーでの米国企業等との連携による新価値
創造のためのリサーチ、ネットワーキング支援
3. 製造業を中心に、米国における販路・提携先開拓の後
方支援

シリコンバレー

ＯＰＥＮ：平成２７年４月
住所： Global Vision Technology, Inc. サンフランシスコ本社内
1818 Gilbreth Road, Suite 145, Burlingame, California
94010, USA

※Global Vision Technology社について
平成２年創業当初より、日米の架け橋としてのコンサルティング業務やベンチャーキャピタル業務を行う。主力事業は
CAD関連ソフトの販売・サポート（主に自動車業界）、バイリンガル人材育成にも注力。

平成２７年度の取り組み
新設するシリコンバレー事務所および周辺ネットワークと密に連携し、米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、現地情報収集やビジネスフォロー、具体的な販路・提携先開拓支援を行います。
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Ⅳ 中国（上海・大連・香港）との交流
１．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㎡

事務所スペース

展示台

ＯＰＥＮ：平成２２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

５０８室

FAX：86-21-6337-3070

Ⅴ 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。

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
• 平成１８年６月ＭＯＵ締結

• 平成１７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

（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

• 平成２２年１０月ＭＯＵ締結

• 平成２３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
• 平成２４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

• ＴＡＭＡ協会技術ＰＲレポートの韓国語訳作成・発信

参照）

２．活動拠点
ＴＡＭＡコーナー
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
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。
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）

平成２7年度の取り組み
東アジアビジネス研究会を開催し、両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、Eコマース
サイトの活用により、効率的な海外市場開拓を支援します。
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Ⅵ 台湾との交流
ＴＡＭＡ協会では、平成２０年から台湾との交流事業を実施しています。平成２３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を行いました。

１．連携機関
（１）台湾工業技術研究院

（２）金属工業発展研究センター

政府系最先端研究開発組織。

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。

・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
・平成２３年11月 MOUを締結

平成２４年9月

MOUを締結

（４）台日商務交流協進会

（３）台湾区電機電子工業同業公会
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

・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
平成２６年年3月、商社機能を持った台湾新会社
を設立しました。新会社は、商社機能としての役割
の他、ＴＡＭＡ協会の台湾事務所を運営します。

新会社の機能
１．商社機能（販売代理店契約）
・協力体制により、交渉力ＵＰ
・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
・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

会社名：台日展盟商務有限公司
【台湾事務所】

ＴＡＭＡ協会台湾事務所として、
・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

ＯＰＥＮ：平成２３年４月（台湾事務所）
平成２６年３月（台日展盟商務有限公司）
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
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３．日台産業協力架け橋プロジェクト（交流協会事業）
公益財団法人交流協会が行う、日台産業協力架け橋プロジェクトを
実施しました。
本事業では、ウェルネス（健康・福祉）ビジネス関連における高い
技術力を活用し、高くても売れる「新価値創造」を目指した台湾企業
との連携の促進、台湾企業との情報交換と台湾に於けるセミナーと
商談会を実施しました。

平成２６年度の実績
●ウエルネスをテーマに関係構築
●台北市醫療器材商業同業公會との交流
●昨年参加企業５社 商談件数３０件 継続案件の進捗
※器具の販売、携帯可能製品の試作等、台湾への外注依頼予定
●ＴＡＭＡ協会—ＩＴＲＩ（台湾工業技術研究院）とのＭＯＵ更新

４．事例 台湾企業と連携し、海外で販売競争力の高い製品作り
ＴＡＭＡ協会の台湾交流事業に積極的に参加し、部品調達と販路開拓のマッチング成功。
海外ユーザーに合わせた製品改良を重ね、更なる受注拡大を目指す。

Jump!
代理店契約
・販路開拓

M社（東京都八王子市）
創業：昭和３８年
資本金：1,000万円
従業員：23名
事業：工学関連機器等の設計・製造
年商：4億5千万円（平成２３年度）

Step
製造契約開始

平成２３年12月～

●高品質・低価格の部品を台湾で
製造開始。取引継続中。

平成２４年7月～

●経済産業省共同海外進出支援
事業で設立された台日展盟商務
有限公司と代理店契約
海外ユーザーの声に対応し
た新製品を開発

製造コスト減、販売競争力強化
製品・試作品
開発

Hop
台湾交流
事業参加

平成２３年9月～

●台湾ビジネス商談会参加
台湾企業14社(加工メーカー、
商社等)と面談。
●TAMA協会台湾事務所活用
●積極的に、商談を継続。

平成２４年～

アジア及びＡＳＥＡＮを
ターゲットとした販路開拓

●小型軽量・安価・簡易型の電動
ステージを開発。(経済産業省
；グローバル技術連携補助金の
活用)
●機能・性能を落とした超低価格
帯の廉価版電動ステージ用モー
タを台湾企業（Ｔ社）で試作。
(経済産業省；共同海外進出支
援事業の活用)

平成２７年度の取り組み
東アジア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、代理店としての積極的な販路開拓、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。
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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解
消する方向に進み、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． シンガポールビジネス研究会
平成２６年度は、ＴＡＭＡ協会のＡＳＥＡＮ販路開拓支援を活用いただいている企業、支援機関および専
門家による講演を実施しました。本年度は特に成長分野の一角である医療・福祉産業に対する会員企業の精
密加工技術を中心に、ＡＳＥＡＮや欧米市場と繋がりの深いシンガポールを舞台にした事業展開をスタディ
しました。
研究会

日程

参加者

第1回

５月２９日

２５名

ASEAN展開ケーススタディ

第２回

７月１４日

１４名

シンガポールの現状および市場について

第３回

８月１８日

１３名

シンガポールでの出展並びに現地視察について

第1回研究会の様子

内容

シンガポール市場についての講演
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第３回研究会の様子

３． シンガポールとの交流（ＪＥＴＲＯ地域間交流支援（ＲＩＴ）事業）
事前調査を実施した上で、「２国間のクラスター交流を通じた商談機会の創出と成約」を図るもので、平成
２５年度に事前調査を実施しました。今年度はこの結果を踏まえ本体事業の実施段階に入りました。採択され
たＴＡＭＡ協会の事業テーマは「首都圏西部の中小企業群によるシンガポールにおける医療・福祉（精密機
器）分野における事業実施」です。
本事業の中心となる取り組みとして、今年度は９月９日～９月１１日にサンテック国際展示場で開催された
Ｍｅｄｉｃａｌ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ａｓｉａ（ＭＭＡ）に出展参加しました。この展示会は医療
機器展示会「Ｍｅｄｉｃａｌ Ｆａｉｒ Ａｓｉａ」との同時開催となり、バンコクと隔年で開催されていま
す。アジア地域の医療機器市場をターゲットにして、地元と周辺国を中心に、（今回の開催は）３５カ国・
８００社が参加、来場者は１万人を超え、１０，７８０人でした。
独立行政法人日本貿易振興機構は独自にアレンジした日系医療機器メーカーの集合ブースとは別に、ＲＩＴ
参加企業用のスペースを確保し、参加企業６社（ＴＡＭＡ協会会員）のためのＰＲと商談アレンジをサポート
していただき、「商談３３件、成約見込み３件」との結果になりました。

ＭＭＡ展示会の様子

シンガポールでの商談

現地企業への訪問

４．ベトナム交流事業
Ｃｈｉｎａ＋１として、成長可能性の高いベトナムを
ターゲットとして、政治経済の中心で且つ日系企業の進
出が多く、工業団地の整備が進んできたハノイ市へのミ
ッション派遣を行いました。本事業は、ＩＣＳＮ（いわ
き産学官ネットワーク協会）との連携で実施しました。
今年度の１１月２４日～２７日にＴＡＭＡ協会会員企
業１社（いわき企業９社）により、現地支援機関および
企業の訪問による市場調査を実施し、現地支援機関や進
出している日系企業への訪問を行いました。

ベトナムでの商談会様子

ベトナムでの企業訪問様子①

ベトナムでの企業訪問様子②
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５．フィリピン（ＢｔｏＢ ｅ－コマースサイトＴＡＭＡテクノマート）
ＴＡＭＡ協会の海外展開は、商談会、展示会を中心に実施
して海外企業との契約の成立をめざしてきました。しかしな
がら、すべての企業が成功できるわけではないため、まず、
企業毎に「どの市場に受け入れられるか」を十分に調査し、
可能性のある市場に対して、ステップアップしながらチャレ
ンジする支援を進めています。

「TAMAテクノマート」ホームページ

「TAMAテクノマート」支援メニューと体制

デザインやｅ－コマース等の専門企業と連携し、グローバル営業と英語に強みがあるフィリピンの特徴を活
かして、ＢｔｏＢ ｅ－コマースサイト「ＴＡＭＡテクノマート」の構築を推進しています。

グローバルマーケティングの支援

B to B e - コマース

グローバル
マーケット

海外展開を検討する企業

BtoB e-コマースサイト参加
グローバルマーケティング

市場リサーチ
引合いの多い国

可能性の高い国での海外展開

展示会

商談会

有望国での海外展開支援
現地拠点

現地代理店

T・T
ＨＰ

ＴＡＭＡ
企業

TAMA協会

BtoB e-コマース
•
BtoBサイトの構築 → 企業様の製品・技術を明細で紹介
→ マッチングサイトとして活用。
•
英語等におけるお問い合わせ体制の整備はガリバー
（日本側ではTAMA協会）で行い、顧客対応をサポートする。
グローバルマーケティング
e-コマースサイトで販売するほか、問い合わせの多い国を調査する
など、可能性のある展開国についての調査を実施する。
商談会・展示会→海外展開
可能性のある市場で、商談会の開催や展示会出展等により、
連携先企業を探索する。
現地代理店・現地拠点の活用
現地代理店や現地拠点を活用し、契約の成立を目標に企業活動を
積極的に支援する。
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６．タイ交流事業
タイ産業の高度化の課題となるミッシングリンクの解消や、ＴＡＭＡ地域の技術と製品や、タイの国家的
な課題の解決に貢献できるＴＡＭＡの技術と製品の販路開拓支援を実施しました。
①ミッシングリンクの調査事業（交流連携先の調査含む）
６月２２日～６月２６日にタイ国家経済社会開発委員会
政策顧問松島氏および泰日経済技術振興協会（ＴＰＡ）の
協力により、現地産業の技術力調査やミッシングリンクを
調査しました。ＴＡＭＡ協会会員企業１社の同行でタイ現
地の１２機関訪問を実施しました。
②現地連携機関と現地プロジェクトとの会議
（現地の課題、ニーズ調査）
ＴＡＭＡ協会会員企業３社が参加し、８月２８日にタイ
のＴＰＡ本部でプロジェクト会議を実施しました。

タイ工業省産業振興局への訪問

③お互いコンクレーブ（地域キーパーソン会議）
平成２６年10月20日（於：京王プラザホテル八王子）
経済産業省・タイ国家政策顧問松島氏「TAMA協会のタ
イ交流事業の今後の予定等」についての発表とＴＡＭＡ企
業から、タイ産業界等のニーズや課題に対する提案があり
ました。
④タイ連携機関TPA幹部職員の視察対応
平成２７年１月２８日
㈱メトロール社訪問／ＴＡＭＡ協会視察対応
ＴＡＭＡ協会概略と戦略についての講演、会員企業の訪
問および工場見学を行いました。

お互いコンクレーブでの鼎談

⑤２月タイ訪問ミッション
２月２４日〜２７日の期間でタイ訪問を行いま
した。２５日にタイ・バンコクで「ＴＰＡ国際フ
ォーラム２０１５」が開催され、ＴＡＭＡ協会（
会員企業６社と事務局）も参加し、タイの産業高
度化のための情報提供として、ＴＡＭＡ協会の取
り組みを紹介しました。

個別商談会様子①

また、会員企業と現地企業との個別商談会を行
いました。さらに同訪問期間の中で、タイ現地に
進出しているカネパッケージ株式会社と株式会社
industria、および現地の産業団体（サブコン協会
等）、現地企業に訪問しました。

個別商談会様子②

ＴＰＡ国際フォーラム２０１５

平成２７年度の取り組み
２７年度にタイにＴＡＭＡ協会現地事務所の設置を予定しており、それにより、現地機関とのネットワーク強化をすす
めます。また、シンガポール事業では、公的機関との連携事業を進めること、フィリピン事業ではｅ－コマースサイトを
公開し、ＴＡＭＡテクノマート上の実績を作ってまいります。ＴＡＭＡ協会では、ＡＳＥＡＮ市場への販路開拓を引き続
き、積極的に支援します。
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Ⅷ 平成２７年度の活動計画
平成２７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、応用技術としてのITを軸にハード産業へと移行する米国シリコンバレー、中核企業群を中心に先
端研究開発機関の開発・試作ニーズの取り込みを目指すシンガポール、政府機関の支援により現地企業との連
携による技術展開を目指すタイ、ミラノ万博を迎えるイタリア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。

ＡＳＥＡＮビジネス研究会

米国ビジネス研究会
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。

シンガポールビジネス研究会

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。

中核企業を中心とした高度基盤技術企業群と
GNT企業を対象に、研究会を開催。

タイビジネス研究会

イタリアビジネス研究会

タイ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。

欧州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。ミラノ万博の
テーマに合わせ、食文化をフックに現地展開
の可能性を検討します。

＜支援チーム＞
・タイＣＤ ・既にタイに展開している企業

フィリピンビジネス研究会

台湾ビジネス研究会

BtoB Eコマースの活用、フィリピンでの英
語研修・eラーニング、現地人材活用など、海
外展開全体を下支えする支援に関連する研究
会を開催。

・台湾のビジネス状況・事例報告など、特に
ヘルスケア（医療）、ウエルネス(健康福祉）
ビジネスについての研究会を開催。
＜支援チーム＞

＜支援チーム＞

・台湾ＣＤ ・弁理士 ・在日台湾研究機関

・フィリピンCＤ ・マーケティング専門家
・英語ネイティブ教師 ・国内教育機関

・台湾貿易専門家 他

米国ビジネス研究会
イタリアビジネス研究会
台湾ビジネス研究会

ＡＳＥＡＮビジネス研究会
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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

ベトナム

中国

韓国

2010年3月から

台湾

2011年4月から

2014年4月から

漢陽（ハンヤン）大学

永進（ヨンジン）専門大学

2005年ＭＯＵ締結

2012年ＭＯＵ締結

米国
シリコンバレー

フィリピン

2014年4月から

２０１５年
４月開設
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Ⅸ 国内での販路開拓支援
１．第１5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15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5,525名の来場をいただき、
1,969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、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、「外国人留学生との交流会コーナー」では多くの学生に来場いただき、企業の技術力を披露いただき
ました、また「ビジネスコラボレートコーナー」では初の試みとして大手企業の保有している特許を開放いた
だき中小企業の技術とコラボレートした｢知財等活用マッチング｣の開催など充実した内容で実施しました。

日 時 ： 平成26年11月6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
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 ： 2２４社・団体
来場者 ： 5,５２５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、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
サポートしました。

平成２７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（人材マッチングや海外展開支援、相談）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。
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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。
■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10月６日（月） 13:１0～1７:１０
場所：中野サンプラザ（東京：中野）
地域イノベーション戦略推進事業参画大学の７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１０６社・団体）の参加があり、今後の技術移転
が期待されます。
■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2７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
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。

■ライフイノベーションセミナー
主催：埼玉大学 ＡＭＩ研究センター
共催：一般社団法人 首都圏産業活性化協会
日時：平成26年1１月～平成27年2月（全5回）各回3時間
場所：埼玉大学（一部学外）
健康長寿社会実現のための医療・福祉・介護機器の開発をテーマ
に、全5回の講座を実施しました。技術開発・新事業開発責任者を
対象に、10企業延べ２9名が受講しました。
グローバル市場でビジネスとして成り立つ次世代技術に関する
先進の研究開発成果をベースに、事業化までの道筋を描くことを
ねらいとした実践的セミナーでした。
■ 第3回 南多摩福祉機器展
主催：南多摩地域リハビリテーション支援センター
日時：平成２６年１１月１５日（土）～１１月１６日（日）
場所：エスフォルタアリーナ八王子
「べんりモノフェスタ」として日用品から福祉用具・車両
までを展示した福祉機器展の開催に対して後援すると共に
ＴＡＭＡ協会の会員企業数社にも出展いただき、サポート
と広報活動を実施しました。

平成２７年度の取り組み
平成２７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。
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人材育成・人材確保支援事業
Ⅰ 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
■就職・就業における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、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。
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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。
【東京学芸大学】

＜実績＞
開催日

大学名

参加学生数

開催日

大学名

参加学生数

Ｈ２６／４／１６ 東京学芸大学

１００名

Ｈ２６/６/２

法政大学

２０名

Ｈ２６／４／３０ 東京学芸大学

３００名

Ｈ２６/１２/１７

東京農工大学

１３４名

Ｈ２６／５／２８ 東京学芸大学

１００名

Ｈ２７/２/４

恵泉女学園大学

１２０名

②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、中小企業の魅力と大手企業にはないやりがいなどを
感じてもらい、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。また、本年度は、大型バスで中小企業経営者とディスカッションしなが
ら企業を回るバスツアーを実施し、“中小企業で働くことの魅力”をより体感でき
る機会を設けました。
○中小企業の魅力発見ゼミ in 東京農工大学
・開催日：全４回（６／１２、 ６／１９、 ７／１、 ７／１０）
・参加学生：３６名
・講師：京西テクノス（株）代表取締役社長 臼井努 氏

【東京農工大学】

○中小企業の魅力発見バスツアー
・開催日：全３回（９／１０、 ９／１７、 ９／２６）
・参加学生：４９名
・参加企業：６社
・連携機関：相模原市、相模原商工会議所
【魅力発見バスツアー】

③PBL（Project Based Learning）コーディネート
ＰＢＬは、学生自らが、企業の現実的な課題を発見し、企業担当者の協力や学生チームの力によって、課題
解決の提案を行います。具体的には、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、半年から
一年の期間をかけて学生が体験します。
ＴＡＭＡ協会では、企業の参加誘導、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・学生からの感想を吸い上げ、大学への報告と翌年度の実施に向けた提案を行いました。
○首都大学東京 ５／９より開始
・参加学生数：４０名
・協力企業数：７社
・中間報告会：６／２７開催
・最終発表会：１０／２開催

○法政大学 ５／２３より開始
・参加学生数：３０名
・協力企業数：６社
・中間報告会：７／２５開催
・最終発表会：１２／１９開催
【首都大学東京ＰＢＬ 最終発表会】

【法政大学ＰＢＬ
ビジネスフェア展示】

④経営者による出前授業
創業者や若手経営者を講師に招き、学生向けに経営者の想いやビジョンを熱く語っていただくことで、
学生の視野を広げ、仕事観の醸成を進めることをテーマにした「大学での出前授業」を企画・実施しました。
○帝京大学
・開催日：６／１１、６／２７、７／９、７／１８、１１／２０
・参加学生：１，１００名（延べ）
・講師企業：１２社
・連携機関：ＨＦＡ（はちおうじ未来塾のＯＢによる異業種共同体）
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【帝京大学 出前授業】

⑤中小企業の魅力発信イベント
本イベントでは、首都圏の大学生（学年不問）を主な対象に、中堅・中小企業の若手経営者並びに女性経
営者が、「働くこと」をテーマにプレゼンテーションを行い、「中堅・中小企業の魅力」や「中小企業で活躍
している人材」等について広くＰＲしました。
○すごい社会人LIVE
・開催日：Ｈ２７／２／１１
・開催場所：東京ビッグサイト 西ホール
・参加学生：３，１７２名（延べ）
・参加企業：８社
【すごい社会人LIVE in 東京ビッグサイト】

⑥インターンシップコーディネート
中小企業を身近に体験するための「中小企業支援体験型インターンシップ」にて学生の受入れをしました。
・開催日：８月（４０時間）
・参加学生：２名（法政大学生）
⑦きらり企業セレクション
東京都、神奈川県、埼玉県に数多く存在する「きらり」と光る中堅・中小企業を、未来の企業応援サイト
「ミラサポ」に掲載、電通による「企業PR映像撮影」が実現しました。
○未来の企業応援サイト「ミラサポ」
・掲載企業：１７社

○企業PR映像撮影
・撮影企業：１１社

【ミラサポ 学生取材】

（２）ＳＴＥＰ２ 「顔の見えるマッチング」
大学、自治体等との共催型説明会の他、新卒採用に課題・問題を抱えている企業を対象とした研究会を開催
しました。また、学生向け就職支援サイトの運営を通じて、新卒採用支援の幅を広げた活動を展開しました。
①大学との共催型合同企業説明会・面談会
Ⅰ 工学院大学
６／２６開催：学生数：８６名、企業数：２４社
６／２７開催：学生数：８６名、企業数：２５社
１０／３開催：学生数：７７名、企業数：２４社
【工学院大学

Ⅱ 電気通信大学 ９／２４開催
・学生数：８名、企業数：６社

Ⅲ 東京農工大学 １０／８開催
・学生数：８名、企業数：６社

合同企業説明会】

Ⅳ 東京工芸大学 １１／１３開催
・学生数：７１名、企業数：６社

②自治体・支援機関との共催型合同企業説明会
〇さがみはら合同企業説明会
・５／２７開催：参加学生１１２人、参加企業１４社
・６／４開催 ：参加学生１１２人、参加企業１９社
（連携機関）相模原商工会議所、城山商工会、津久井商工会、相模湖商工会、藤野商工会、相模原市
〇さがみはら合同就職面接会
・１０／９開催：参加学生４１名、参加企業１７社
（連携機関）相模原商工会議所
〇埼玉県西部地域合同企業説明会
・５／２７開催：参加学生１７３名、参加企業５８社
（連携機関）埼玉県西部地域雇用促進協議会、淑徳大学、城西大学、尚美学園大学、駿河台大学、
西武文理大学、武蔵野学院大学、入間市商工会、飯能信用金庫、入間市、飯能市、狭山市、
所沢市、各市商工会議所、各市青年会議所、埼玉中小企業家同友会、ハローワーク所沢、
所沢雇用対策協議会
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〇青梅線沿線５市３町１村 合同企業説明会
・９／１８開催：参加学生４１名、参加企業30社
（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
〇新卒応援！多摩プロジェクト
【合同企業説明会 ＩＮ 立川】
・４／２５開催：参加学生１６３名、参加企業２０社
（連携機関）（公財）東京しごと財団（東京しごとセンター多摩）、立川市、立川商工会議所、
（公財）東京都中小企業振興公社、（公財）学術・文化・産業ネットワーク多摩
【合同企業説明会 ＩＮ 多摩】
・７／８開催：参加学生１１１名、参加企業２０社
（連携機関）（公財）東京しごと財団（東京しごとセンター多摩）、多摩市、稲城市、町田市、
多摩商工会議所、（公財）東京都中小企業振興公社、（公財）学術・文化・産業ネット
ワーク多摩
【合同企業説明会 ＩＮ 八王子】
・９／３０開催：参加学生１２７名、参加企業２３社
・１１／２６開催：参加学生１０５名、参加企業２３社
・Ｈ２７／１／２８開催：参加学生１０５名、参加企業２０社
（連携機関）（公財）東京しごと財団（東京しごとセンター多摩）、八王子市、日野市、
八王子商工会議所、大学コンソーシアム八王子、（公財）東京都中小企業振興公社、
（公財）学術・文化・産業ネットワーク多摩

【さがみはら合同説明会】

【青梅線沿線

合同説明会】

【新卒応援！多摩ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ説明会】

③企業向け新卒採用対策勉強会の開催
若手人材の採用に課題をもつ経営者、人事担当者の方を対象として、他社の採用方法やすぐに使える採用ノ
ウハウ、説明会から内定・入社までの具体的な方法など、事例（成功例・失敗例）を公開する研究会を開催い
たしました。
■第1回
・１０／１６開催：参加企業２３社
・内容：今年度の採用状況、次年度の採用活動スケジュール・傾向と対策等
・特別講師：日経ナビ様
■第2回
・１０／１７：参加企業２３社
・内容：ＴＡＭＡ企業の事例と講演
～母集団の集め方から自社の会社説明会企画まで～
・特別講師： ㈱メトロール 代表取締役 松橋卓司様
■第3回
・１０／２８：参加企業２３社
・内容：ＴＡＭＡ企業の事例と講演
～欲しい人材像、面接、内定、フォローまで～
・特別講師： ㈱メトロール 代表取締役 松橋卓司様
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【新卒採用対策勉強会】

（２）ＳＴＥＰ３ 「地域における若手人材の定着支援」
①新入社員研修
■目的：同じ首都圏西部地域で働く新入社員同士の連携を強め、社会人
として求められる考え方や行動について、ワークをもとに自ら考え、
主体的に行動するきっかけを作りました。
■参加資格：平成２６年度新入社員（概ね２５才以下の新卒・第二新卒者）
■講師：中小企業診断士 田中聡子氏
■カリキュラム：
場所：西武信用金庫 八王子支店 会議室
時間：１０：００～１７：００
講座

日程

テーマ

【新入社員研修：トランプゲームで
チームワークを学ぶ】

内容

第1回

６／１９
（木）

プロのビジネスパーソンになろ
う！～何のために働くのか～

相互交流、社会人としての心構え、社会人に必要なビジ
ネスマナー等について、ワークを交え学びます。

第2回

７／３
（木）

職場を動かす部下になれ！～「一
緒に働きたい」と言われよう～

コミュニケーション、報連相、チームワーク、ＰＤＣＡ
サイクル等について、ワークやゲームを通じ学びます。

■受講者数：７社 １４名

②若手社員研修
■目的：与えられた仕事をこなすだけではなく、一歩立ち止まって「なぜ？」
を考えられる人になること、仕事の意味や役割、取り組み姿勢について、
自分のあり方を見つめなおしてもらうきっかけとして実施しました。
■参加資格：入社１～３年程度の若手社員（概ね３０才以下の方）
■講師：オフィスフローラン 社会保険労務士 新井 淳子氏
【若手社員研修：テーマを決めてプレゼンの練習】
■カリキュラム：
場所：西武信用金庫 八王子支店 会議室
時間：１０：００～１７：００
第1回

７／１０
（木）

「なぜ？」から見直す仕事の基本
／ワンランク上のプレゼンテー
ション

仕事の基本を再度見直し、個人の持てる「プレゼン力」を
即使えるレベルに一気に引き上げます。

第2回

７／２４
（木）

現場改善と安全の基本と心得／メ
ンタルヘルスとコミュニケーショ
ン

改善の基本、安全活動の心得を身につけます。ストレスへ
の気づきとセルフケアも同時に学びます。

■受講者数：１８社 ３３名

③交流研修
■目的：新入・若手社員が協同でミッションを達成することで交流を図り、
世代を超えた縦の連携を促進しました。
■参加資格：平成２６年度新入・若手社員
■講師：中小企業診断士 田中 聡子氏、オフィスフローラン 社会保険労
務士 新井 淳子氏、北川電機株式会社 代表取締役 北川 秀秋様、株式
会社第五電子工業 代表取締役 水田 光臣様
■カリキュラム：
場所：西武信用金庫 八王子支店 会議室
時間：１０：００～１８：００
第1回

８／７
（木）

経営者の仕事に対する情熱に触れ、
働く意味や会社内での自分の役割
を学ぼう！

【交流研修：発表したい人挙手！】

経営者の講話、新入・若手社員のディスカッション、質疑
応答、発表を通して、コミュニケーション能力やプレゼン
力を高めます。

■受講者数： 新入・若手 ２５社 ４７名 ／ 経営者・経営幹部 １３社 １８名

④経営者向け定着支援研修
「志ある若い人材が応募したい！活躍する！中小企業の社長塾」
■目的：近年、優秀な新卒者にも中小企業への就職を従来にも増して真剣に
検討して貰える環境が出来つつあり、かつ実際の就職率も向上しています。
しかし、新卒を採用した中小企業経営者からは、多くの時間と労力を
費やしてやっと獲得した新入社員も短期間の内に退職してしまう、という
話を良く耳にすることも実態です。新入社員が辞めてしまう理由の半分の
【集合写真】
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責任は中小企業経営者（幹部）にあるともいえるかもしれません。
このような問題意識にたち、「会社を元気良くしていくのは自分である」
という強い自覚と決意を促し、具体的にどの様な行動をとるべきかを考え
させ、「若者がずっと働きたいと思う会社づくり（定着率向上）」を支援
します。
■応募資格：社長およびこれに準ずる経営者の方、講座を休まずに参加す
る意欲のある方
■講師：
【人間力】 人材サポート有限会社 長﨑 一朗氏
【仕事力】 インテグラス株式会社 手塚 修一氏
【専門力】 株式会社リガルジョイント 代表取締役 稲場 純様
カネパッケージ株式会社 代表取締役 金坂 良一様
■カリキュラム：
場所：パレスホテル立川
時間：１０：００～１７：００
講座

日程

テーマ

【修了式の様子】

内容

開講式

・主催者挨拶
・本講座のねらい

第１回

１０／１２
（日）

経営者のＥＱ（情動指
数）力向上
現状に即した検査（２
４要素）結果の活用

あの経営者は仕事ができるが、その下で働きたくない。知識・スキ
ル・経験はＥＱ力があってこそ発揮されます。ＥＱ検査を実施して
社員定着・業績向上へのマネジメント課題を考察します。採用・社
員育成手法にも活用できます。

１０／２５
（土）

経営方針と社員の動機
づけマッチング（タイ
プ別対応コーチング）

いい会社カード等のツールを使用しながら現状の企業経営の課題を
洗い出します。社員の「やる気」をより高めるために、社員の価値
観や脳特性（簡易検査実施）が経営者と違うタイプへのコーチング
活用手法を磨きます。

１１／８
（土）

経営者が学ぶメンタル
ヘルス 社員定着スト
レスマネジメント

メンタルヘルスにおける安全配慮義務の重要性から組織としてのリ
スク対応を理解します。ストレス対処等の心理検査を実施しながら、
企業経営におけるストレスマネジメントの活用手法を学び、今後の
社員定着へ活かします。

１１／２２
（土）

経営者の熱き思い、強
い考えを社員たちにビ
シッと伝えるには？

どんな会社にしたいの？どんな経営をやりたいの？これまでの“勘
と度胸”の暗黙知経営から、社員が心から納得してやる気を起こす
“情と理”による形式知経営への切り替えを図ります。

１２／６
（土）

失敗しない経営変革、
成功確率の高いビジネ
ス革新のコツとは？

後退は死滅、停滞は衰退。会社は絶えず成長しなければいけません。
One world marketの中で企業の存在価値を認めてもらえる様、間
違わない事業革新“型”を考えます。

１２／２３
（火祝）

「なぜ？」「それでど
うなる？」 できる経
営者の会計センスと
は？

バックミラーに映った会計数字だけ見ていては車の運転はできませ
ん。これからの経営者は、正確に数字処理する“会計スキル”より
も、打ち手の「原因」と経営指標の「結果」の関係を読み解く“会
計センス”が求められます。

１／１１
（日）

理念、戦略・方針を実
現する最適の組織と
は？最良の人事とは？

経営理念が壁に飾ってあるだけ、戦略・方針が言い放しになってい
ませんか。経営者は“時を告げる人”でもあり“時計をつくる人”
です。理念や戦略を実現するために、組織や人事にどう血を通わせ
るかトコトン考えます。

１／２４
（土）

先輩経営者の講話

ＴＡＭＡランド企業の経営者から生の経営をお話しいただきます。
その後のディスカッションを通し、ご自身の経営に活かす切り口を
見つけてください。

第３回
第
回

仕事力養成講座

第４回 第５回
6

人間力養成講座

９／２８
（日）

第２回

開講
式

・受講生による自社・自己紹介
・講師による記念講演

第７回
専門力

第８回

■受講者数： 21社 21名

⑤経営者向け定着支援研修 「現場で役立つ人間関係力を高める講座」
■目的：社員の人間関係力を高めることが組織の業績アップにつながります。３つのコミュニケーションスキ
ルの基本（コーチング・ロジカル・脳特性）を学び、演習を行うことで個々の対人スキルを高めます。
■講師：人材サポート有限会社 長﨑 一朗氏、影山 貴子氏
■カリキュラム：
場所：ホテル ザ・ビー八王子
時間：１０：００～１７：００
講座

日程

内容

第１回

１／３１
（土）

【理論】コーチングの基本①／ロジカルコーチングの基本
【演習】ロジカルコーチング、コーチングの演習①

第２回

２／６
（金）

【理論】コーチングの基本②／脳特性タイプの基本
【演習】EGの受検をとおしての詳細なプロファイリング／
コーチングの演習②／脳特性が異なる人へのコーチング演習

■受講者数： ２４名

【ロジカルコーチングのワーク】
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Ⅱ シュタインバイス大学 日本研修プログラム支援事業
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
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
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５日間の研修プログラムです。

【参加実績】
企業：４社
学生：７０名（シュタインバイス大学院生：独）
２８名（東京農工大学：日）

【シュタインバイス大学】

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入手できます。
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

■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
■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に
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の有力私立大学

日本研修期間
（前半チーム７／２１～７／２５、後半チーム７／２８～８／１）

４～５月

６月

６月～来日

８～９月

ヒアリング
（
評価）

プレゼンテー
ション・
交流会

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

【プレゼンテーション】

【企業訪問】

平成２７年度の取り組み
平成２７年度は昨年度と同様にシュタインバイス大学の日本研修、東京農工大学の学生向けに事前研修を実施致します。
東京農工大学生がドイツ研修を実施する企画も検討しています。
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Ⅲ 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２６年度実施プログラム
実施日

会

場

演

題

講

師

４月２４日（木）

八王子クリエイトホール

役員会・総会・講演
「関東経済産業局の取組について」

関東経済産業局

６月４日（火）

東新プラスチック本社

平成２５年度ＴＡＭＡ協会の事業説明会
東新プラスチック本社・工場見学会

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（土）
１５日（日）

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（経営研修合宿）

阿部経済研究所

８月２３日（土）

京王プラザホテル八王子

「ライフネット生命の挑戦」

ライフネット生命㈱
代表取締役会長兼CEO

出口

９月２０日（土）
～２３日（火）

ベトナム（ハノイ）

㈱ヨシダパッケージ
代表取締役 吉田 義裕

氏、他

１１月２９日（土）
３月１４日（土）

ベトナム工場視察
ヨシダパッケージ様、カネパッケージ様、他

京王プラザホテル八王子

「これからの企業のあり方」

㈱菊池製作所
代表取締役社長

パレスホテル立川

「1年間の振り返り」

阿部経済研究所
阿部 洋己 氏

塾長 阿部 洋己 氏

経営研修合宿

関東経済産業局
安藤 久佳氏

出口 治明 氏

局長

所長

菊池

安藤

久佳

阿部 洋己

功

氏

氏

治明

氏

氏

菊池 功 氏

２．スキーム図
平成１８年度～２０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・

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

講師手配・調整

阿部経済研究所 所長 阿部洋己氏
連携

連携

サポート

サポート

Ｔ Ａ Ｍ Ａ 協 会
平成２７年度の取り組み
平成２７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。
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Ⅲ 地域展開型中小企業処遇改善サポート事業
１．事業概要

TAMA協会

「地域展開型中小企業処遇改善サポート事業
（多摩ブロック）」では、東京都多摩ブロックの
中小企業を対象に、従業員の意欲向上や企業の収
益の増大等を図り、従業員の定着促進、非正規従
業員の正規化、賃金引上げといった従業員の処遇
改善につなげる事業を実施します。
平成２６年度は、上記を実施するにあたって必要
となる支援対象企業の募集・開拓、コース選定、
本文 （HG丸ゴシックM-PRO 10）
処遇改善計画の策定等を行いました。

（１）対象エリア
（１）小項目（ＭＳＰゴシック 10.5）

八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、
①項目（ＭＳＰゴシック 10.5）
昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、
a.項目（ＭＳＰゴシック 10.5）
日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、
狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵
村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、
西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

（２）主な支援内容
経営層、従業員向けの各種スキルアップ研修、
資格取得のための講座 等／国内外販路拡大に向け
た営業力強化支援、海外進出支援 等／メンタルヘ
ルス対策や人事担当者向け講習会 等／人事・評価
制度導入に向けたコンサルタント派遣、制度設計
支援 等

（３）支援コース・プログラム
定着率向上コース／正規従業員化コース／
賃金上昇コース

① 定着率向上コース（支援確定企業数：２４社）
新入・若手、人事担当者、経営者等の各階層別研修や交流研修に加え、自社の採用戦略やノウハウの構築、
社内の人材育成プログラムの体系化等の個別支援を行います。
定-①

経営革新・人事制度整備支援

定-②

人材マネジメント研修

定-③

経営者向け定着支援研修

定-④

新入・若手社員研修

定-⑤

交流研修

定-⑥

個別コンサル支援

② 正規従業員化コース（支援確定企業数：７社）
人事担当者向け勉強会のほか、非正規従業員の正規化に関する助成金の活用や社内規程の整備等に関する
個別コンサル支援を行います。
正-①

経営革新・人事制度整備支援

正-②

人事担当者向け勉強会

正-③
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人事コンサルティング支援

③ 賃金上昇コース（支援確定企業数：３５社）
海外販路開拓（研究会の開催、商談会のコーディネート、Eコマース活用による販路開拓支援等）、国内
販路開拓（機械要素技術展への合同出展、大手企業との技術交流会）の支援に加え、グローバル経営人材
育成プログラムとして「経営者・後継者向けの実践型英語研修（フィリピン現地研修＋Eラーニング）」を
実施し業績向上に向けた支援を行います。
賃-①

経営革新・人事制度整備支援

賃-⑥

海外拠点を活用した販路開拓支援

賃-②

グローバル人材育成研修

賃-⑦

販路開拓コンサルティング支援

賃-③

海外ビジネス研修会

賃-⑧

海外拠点を活用した販路開拓支援

賃-④

Eコマースによる販路開拓支援

賃-⑨

国内展示会（機械要素技術展）

賃-⑤

海外展示会・商談会

賃-⑩

中堅社員向け資格取得支援研修

２．26年度の実施内容
（１）シンポジウムの開催
開催日時

2014年12月8日（月）
14:00～16:00

会

京王プラザホテル八王子 宴の間

場

来場者数

32名

次

１）地域展開型中小企業処遇改善サポート事業について

第

２）ＴＡＭＡブランド認定企業による取組み事例のご紹介
①「中小・製造業における海外展開とダイバーシティ経営による業績向上へ」
講師／株式会社栄鋳造所 代表取締役 鈴木 隆史 様（八王子市）
②「人材教育による理念の浸透・風土作りで社員の定着率向上へ」
講師／ニシハラ理工株式会社 取締役社長 西原 敬一 様（武蔵村山市）
③「今年、20名の従業員を正規化へ！
ガラス張りの人事制度BUSYU WAYについて」
講師／武州工業株式会社 代表取締役 林 英夫 様 （青梅市）
３）目標設定・事業へのお申込みについて

（２）参加企業の開拓
多摩ブロックの企業へ本事業の紹介を行い、全３７社のご応募を
いただきました。

（３）処遇改善計画書の作成
応募企業各社の課題についてヒアリングを行い、応募コース
および参加プログラム、平成２７年度の目標値を決定しました。
定着率向上コース ２３社 ／ 正規従業員化コース
／ 賃金上昇コース ３３社
※１社あたり２コースまで応募可能

７社

（４）事業計画書、処遇改善計画書の提出
２７年度の事業計画書および各社の処遇改善計画書をとりま
とめ、東京都へ提出しました。
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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
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。特に本年度は、会員企業の協力を得て、トップページのコンテンツやデザインを刷新しました。

トップページの主なコンテンツ
TAMAブランド
選定企業紹介
計４７社の企業概要、
取り組み等を紹介

新着情報
セミナー・講演会の案内

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

TAMAだより
ＴＡＭＡ協会の全事業を内容ごとに「産
学連携・研究開発」「販路開拓・海外展
開」「人材育成・確保」「視察・講演」
「会員・職員だより」 6つに分類。
事業内容をタイムリーに報告および紹介
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トップページの主なコンテンツ（つづき）

電子ブック・資料
ＴＡＭＡ協会事業のあらまし、ＰＲレポート等の電
子ブック版他、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。
（掲載カテゴリー）
事業のあらまし、企業・大学紹介資料（産学・産産
連携事業および人材事業関連）、企業紹介資料（日
本語版、外国語版）、事業紹介パンフレット、その
他TAMA協会の資料

製品・技術ＰＲレポート（電子ブック版）
事業案内
ＴＡＭＡ協会の全事業を
内容ごとに6つに分類

その他ホームページの主な機能紹介
■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
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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

企業カルテＤＢ
ＴＡＭＡコーディネータＤＢ
試験検査装置ＤＢ

TAMA協会ＨＰ

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
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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２７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

光励起脱離分析装置(PSD)

４４

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

所有

民間企業

８

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
２機関

４７

東京工科大学

所有
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２１
５

東芝ＩＴコントロールシステム（株）
ＣＡＴ事業部

１
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）

８

（有）生薬発酵研究所

ＪＦＥテクノリサーチ（株）

６

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１５０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

資
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

[複数の資格保持者含む]

格

人数

中小企業診断士
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技術士

１3

弁理士

４

公認会計士・税理士

４

ＩＴコーディネータ

12

社労士、経営士、その他

29

平成２７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。
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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：7月１１日…狭山商工会議所（狭山市）
内 容：産業クラスター計画により、産学官金交流にて地域の活性化とビジネスパートナーを発見する場
を提供してきたミニTAMA西部会は、今回114回の開催をもちまして終了となりました。
今 後：これまでこの会を主催してきた商工会議所並びに商工会、関東経済産業局とＴＡＭＡ協会にて四半期
に１度情報連絡協議会を開催し、情報交換会を実施しながら今後の企業支援のあり方を検討しています。

◆ＴＯＫＹＯイノベーションフォーラム
（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）
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～）
開催日：①平成２６年７月２日（水）②平成２６年１１月２５日（火）③平成２７年３月１９日（木）
場 所： 町田市民フォーラム
サン・エールさがみはら
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です。相模原市、町田市を
中心とする首都圏南西地域はリニア中央新幹線、圏央道などのインフラ整備が急速に進み、物や人が広域
的に行き交う広域交流エリアとして大きな変容を遂げようとしています。
当地域が持つ潜在力を再確認するとともにこの地で活躍するアントレプレナーの話から産業の可能性と
都市の未来を考えたり、海外企業から見た当地域に対する魅力を伺うなどの活動を実施しました。

平成２７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。
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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
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

（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ファンド第2号

研究開発・試作・量産・販売
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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）

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４月オープン

２００３年７月オープン

入居数：全８室中７室

入居数：全１３室中１１室

管理：狭山商工会議所、狭山市

管理：西武しんきんキャピタル

特徴①狭山市役所の支援

特徴：金融機関、税理士等による
支援・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

・制度融資の斡旋、空き工場の斡旋
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

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

三鷹市下連雀3-38-4（ＪＲ三鷹駅南口徒歩７分）

相模原市緑区西橋本5-4-21（ＪＲ橋本駅南口徒歩１０分）
２０００年４月オープン

２００１年４月オープン

入居数：全１１２室中８５室

入居数：全２８室中２７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
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室中３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
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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。
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

交流内容

企業価値協会

０４／２２

委員「審査委員」

西東京シートメタル工業会

０４／２３

挨拶

神戸大学

０５／１４

講演「広域的連携による地域産業活性化」

科学技術振興機構

０５／２７
１０／０１

委員「イノベーションコーディネーター審査会」

羽村市

7回

委員「羽村市産業振興計画策定懇談会」

０６／０２
０７／２５

委員「検討委員会」

０７／２２
０７／２３

視察

東京精密土浦工場

０７／１８

講演「中小企業の海外展開の実情と成功の秘訣」

福井県

０９／０３

講演「北陸３県繊維産業セミナー」

職業能力開発総合大学校

１０／１６

講演「ＴＡＭＡ協会における取組みについて」

認定特定非営利活動法人
地域産業おこしの会

１０／１７

講演「TAMA協会の地域産業活性協会戦略」

プラチナ構想ネットワーク

１０／２４

講演「TAMA協会の地域産業活性化戦略」

沖縄科学技術大学院大学

多摩信用金庫

３回

委員「多摩ブルー・グリーン賞」

一般財団法人日本立地センター

１１／６

講師「地域間連携支援活動に係るイノベーション支援
人材育成研修」

全国中小企業団体中央会

１１／７

講師「情報提供研修」

一般社団法人日米協会

１１／１９

視察

さやまインキュベーションセンター21

１２／０４

講評

青森県

０２／０４

委員

受入れ

「元気あおもり応援隊」

Ⅱ 海外支援機関等との交流
相手国
中国
インドネシア

交流先

実施日

交流内容

中国（上海）国際技術輸出入交易会

４／２５

訪問

政府職員

４／１１

視察受け入れ

アメリカ

在サンフランシスコ総領事館

０５／１９

訪問

アメリカ

カリフォルニア州政府Ｇｏ－Ｂｉｚ

０５／２１

訪問

アメリカ

北加日本商工会議所

０５／２２

訪問

タイ

第8回お互いコンクレーブ（地域キー
パーソン会議）ＴＡＭＡ

１０／２０

講演

台湾

台湾経済部職員研修

１０／２１

講演

ベトナム

ベトナム商工会議所

１２／０１

視察受け入れ・講演

泰日経済技術振興協会

０１／２８

視察受け入れ・講演・事業協力

タイ
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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

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。

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援しました。

日野市第２期工業振興指針策定支援
に関する業務

平成２４年に、日野市が策定した「日野市工業振興基本構想」
（１０年計画）に基づく「第２期工業振興指針」策定の支援を行
いました。

製造業営業力・生産力等
強化支援事業

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。

日野市

羽村市

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
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。

２．ＴＡＭＡ地域外
地域・団体

事業名

事業内容

青森県

県外企業との技術マッチング・
連携強化業務

広域的な産学官金のネットワーク支援の強化を図り、
研究開発型企業や海外展開を目指す企業を育成するた
め、事業性の判断や事業化に向けたアドバイス、首都
圏企業や海外企業等とのマッチングや販路開拓の支援
を行いました。

（社）いわき産学官
ネットワーク協会

海外連携コーディネート
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。

（株）ＹＡＮＡＩ
総合研究所

八戸地域企業販路開拓支援業務

八戸地域の中小企業者が、首都圏や海外への販路
開拓にチャレンジできるよう、海外ビジネスに関
する研究会や、首都圏企業、海外企業との商談の
機会を提供する支援を行いました。

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

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
援しました。

ものづくり広域連携推進事業業務

函館市内企業の特徴的な製品・技術の調査、ＰＲレ
ポートの作成を行い、ＴＡＭＡ協会主催の交流会を活
用して、大手企業や首都圏の中小企業とのマッチン
グ・連携を支援しました。

函館市

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。

平成２７年度の取り組み
平成２７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。
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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２６年度の特徴的な実績
平成２６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２５年度補正

中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業

申請件数と採択の状況
ＴＡＭＡ協会分
公募

全国分

締切り
申請

採択

93.33%

7,396

2,916

39.43%

36

90.00%

15,019

6,697

44.59%

55

50

90.91%

22,415

9,613

42.89%

２次公募

23

16

69.57%

14,502

4,818

33.22%

合計

78

66

84.62%

36,917

14,431

39.09%

１次公募

申請

採択

採択率

１次締切

15

14

２次締切

40

合計
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採択率

データで見るＴＡＭＡの軌跡と現状
今年度は、総体として昨年度末より会員減となりましたが、現政権による経済対策等を効果的に活用し、企
業会員数は昨年度の３００社から３０５社へと若干増加に転じました。引き続き、ＴＡＭＡ協会の活性化、Ｔ
ＡＭＡ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２６年度）

ＴＡＭＡ産業活性化協議会設立

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２７年３月

５７６

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２７年度末には総会員数５７６（うち企業会員３０５社）
となっています。

２．正/賛助会員の別 （平成２６年度末）

３．会員の構成 （平成２６年度末）
コーディネータ
131

賛助会員

営利法人、
個人事業主、
金融機関等

139

正会員

(コーディネータ
兼務会員8含む)

自治体
21

305

456
団体
65
大学等
35

（総数＝５７６）

個人
19

（総数＝５７６）

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、サービス業が７．２％、次いで、情報通信（ＩＴ）産業が５．６％、金融・保
険業が３．３％、卸売・小売業が３．０％、建設業が１．６％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。
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４．都道府県別企業会員数 （平成２６年度末）

５．市区町村別企業会員数

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％
３．６％
１億～３億円以下
２．９％

（トップテン：平成２６年度末）

№

市区町村

会員数

１

八王子市

３４

２

相模原市

３１

３

青梅市

２０

４

立川市

１４

５

羽村市

１１

６

入間市

１０

６

狭山市

１０

６

千代田区

１０

９

瑞穂町

８

１０

川崎市

７

１０

横浜市

７

※上位１０市区町村での企業会員合計＝１６２
（企業会員全体の５３％）

企業会員所在分布図（都道府県別）

～1億円以下
９１．６％

青森

７．企業会員分類 （業種別）
金融・保険業
３．３％

卸売・小売業
３．０％

建設業
１．６％

石川

ＩＴ
５．６％

埼玉
山梨

サービス業
７．２％

茨城

東京
神奈川

製造業
７９．３％

（平成２６年度末 企業会員総数＝３０５）

※日本標準産業分類にもとづく
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◎ 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

ＴＡＭＡ－ＴＬＯ

16、30 中小企業研究セミナー
（東京学芸大学）

24 TAMA・ABE経営塾総会

22 研究成果評価委員会

29 シンガポールビジネス研究会

28 中小企業研究セミナー（東
京学芸大学）
9、23 PBL初回ガイダンス（首都
大学東京、法政大学）
27 共催型合同就職説明会（相
模原商工会議所、埼玉県西部
地域雇用促進協議会）

13 TAMA・ABE経営塾
20 青梅線沿線地域産業クラ
スター協議会
23 東京イノベーションフォーラ
ム
23 南西フォーラム

27 連携大学連絡会議
30 決算取締役会

12 シリコンバレービジネス研究会
22～27 タイ調査事業

2 中小企業研究セミナー（法政
大学）
4 さがみはら商工会議所共催
型合同就職説明会
11 アントレプレナー講座(帝京
大学)
12、19 中小企業の魅力発見ゼ
ミ in 東京農工大学
19 新入社員研修①
27 首都大学PBL中間発表会
30 人材育成・確保部会

14～15 TAMA・ABE経営塾
24 青梅線沿線地域産業クラ
スター協議会 WG

20 大学技術移転協議会総
会
24 第14回定時株主総会

3 ものづくり国内交流事業
7～11シリコンバレーミッションツ
アー
14 シンガポールビジネス研究会
29 販路開拓・海外展開部会

1、10 中小企業の魅力発見ゼミ
in 東京農工大学
3 新入社員研修②
10 若手社員研修①
15 電気通信大学共催型合同
就職説明会
24 若手社員研修②
25 法政大学PBL中間発表会

2 南西フォーラム
11 ミニTAMA西部会
18 東京イノベーションフォーラ
ム
23 青梅線沿線地域産業クラ
スター協議会

22 研究成果評価委員会

18 シンガポールビジネス研究会
29 シリコンバレービジネス研究会

7 交流研修

23 TAMA・ABE経営塾

26 広域多摩地域の大学発
新技術説明会

18 研究成果評価委員会
5、9、25 首都圏西部イノベーショ
ン戦略推進事業評価委員会
30 医療イノベーションフォーラム

4 台湾ビジネス研究会
15～20 台湾ミッションツアー
9～11 シンガポール展示会出展
商談会企画

17 人材育成・確保部会
18 青梅線沿線5市3町1村共催
型 合同就職説明会
24 電気通信大学共催型合同
就職説明会
28 社長塾開講式
30 東京しごとセンター多摩合同
就職説明会

20～23 TAMA・ABE経営塾
19 東京イノベーションフォーラ
ム

17-19 国際計量計測展出展
18 研究成果評価委員会

15 理事会③
29 TAMAブランド運
営委員会

6 地域イノベ・技術連携交流会
10 3Dプリンター研究会
21 首都圏西部イノベーション推
進協議会

20 タイ交流事業
（おたがいコンクレープ）
20～21 タイ連携機関、工業省に
よるＴＡＭＡ会員企業視察

2 首都大学東京PBL最終発表
会
3 工学院大学共催型合同就職
説明会
8 東京農工大学共催型合同就
職説明会
9 さがみはら商工会議所共催
型合同就職説明会
12、25 社長塾①②
16、27、28 採用対策研究会①
②③

10 青梅線沿線地域産業クラ
スター協議会 WG

6 地域イノベ・技術連携交流
会出展
15～17 BioJapan 2014出展
15～17 ビジネスマッチング
交流展出展

21 TAMA産学官金サ
ミット

20 研究成果評価委員会

7 埼玉大学インターンシップ成果
発表会
9～15 シリコンバレーミッションツ
アー
23～27 ベトナムミッションツアー

8、22 社長塾③④
13 東京工芸大学共催型合同
就職説明会
26 東京しごとセンター多摩合同
就職説明会

6 第15回ビジネスフェア from
TAMA
25 南西フォーラム
29 TAMA・ABE経営塾

6 第15回ビジネスフェア
fromTAMA出展
20 研究成果評価委員会
21 第7回TAMA産学官金サ
ミット

5 、23社長塾⑤⑥
8 地域人づくり事業シンポジウ
ム
17 中小企業研究セミナー（東
京農工大学）
19 法政大学PBL最終発表会

21 TAMA・ABE経営塾

10 TAMA-TLO産学連携事
業発表会
10 連携大学連絡会議
16 研究成果評価委員会

16、23、30 公的助成金説明会

4
月
28 理事会①

28 医療イノベーションフォーラム

5
月

13 総会
13 理事会②

6
月

24 TAMAブランド運
営委員会

7
月

2 首都圏西部イノベーション推進
協議会
11 3Dプリンター研究会
17 公的助成金説明会
22 研究成果評価委員会
30 産学連携部会
31 医療イノベーションフォーラム

8
月

9
月

10
月

11
月

イベント事業・その他

3 医療イノベーションフォーラム
9 連携クラスターサロン

12
月

22 理事会④
22 賀詞交歓会

15 3Dプリンター研究会

28～29 タイ連携機関視察対応
29～2/4 シリコンバレーミッション
ツアー

7 社長塾セミナー（真田幸光氏
講演）
28 東京しごとセンター多摩合同
就職説明会
31現場で役立つ人間関係力を
高める講座①

16 東京イノベーションフォーラ
ム
19 TAMA・ABE経営塾
28 青梅線沿線地域産業クラ
スター協議会

28 大学技術移転協議会理
事会

5 TCSソリューション提案交流会
9 連携クラスターサロン
12 医療イノベーションフォーラム

24～27 タイ訪問ミッション
25 TPA国際フォーラム2015参加
（商談会実施）

4 中小企業研究セミナー（恵泉
女学園大学）
6 現場で役立つ人間関係力を
高める講座②
11 すごい社会人LIVE

26～27 たま工業交流展

24 研究成果評価委員会

4 地域イノベシンポジウム
4 首都圏西部イノベーション推進
協議会
4 公的助成金説明会

10 海外展開シンポジウム

14 TAMA・ABE経営塾
19 南西フォーラム
20 東京イノベーションフォーラ
ム

7 静岡がん会議2014
20 漫画本「珈琲一杯の元
気」を企画出版

1
月

2
月

26 首都圏西部地域

3 産業活性化協議会
月
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