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組織で活き活きと働くための合同新入社員研修 in八王子（3日間コース）
会員新代表ご紹介

首都圏産業活性化協会の将来像
“Center Of Clusters”

1月30日に開催した賀詞交歓会で、野長瀬裕二会長が
協会の将来像について語りました。

今後の協会の方針を次ページに掲載します。

地域に足りないものがあれば、当協会と連携することで補うことができる。
クラスター政策の次のあり方を先行して示す。

本号は、平成31年1月31日の平成31年賀詞交歓会にて配布した「つなぐWa」の内容を一部再掲載しております。
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首都圏産業活性化協会の将来像 “Center Of Clusters”を目指して

私が昨年6月に会長に就任してから、当協会に対してまず感じたことは、素晴らしい地域の産官学
金が集まっているということです。
現在、全国的にも事業所数が減る一方、出荷額は増えていてプレイヤーが集中しています。このよう

な中、我々のような会員組織は、かつてのスキームでの維持は難しく、ビジネスモデルの見直しが必要
です。

首都圏産業活性化協会 会長 野長瀬 裕二

会員の皆様に入会してよかったと思っていただけるには、まずイノベーティブな仲間との出会いがあると感じてもらえること
だと思います。イノベーティブな人たちをどう取り込んでいくか、ネットワーク委員会を創設して戦略を立てています。また羽村
市と連携して企業が出会える場である「はむらイブニングサロン」を開催しています。このイブニングサロンは、私が東北や埼
玉で行っていて、各地のイブニングサロンとも連携しています。

次に良いコンテンツがあるということ。4月以降、コンテンツ委員会を創設して、この協会に来るとおもしろい人たちが集まっ
ていて、おもしろいコンテンツがあると感じてもらえるように具体的に考えてまいります。
これまでも当協会では、素晴らしい事業を行ってきました。時代に合わせて新しいコンテンツを実施していきたいですし、

過去の事業を活かしてキラーコンテンツをつくっていきたいと考えています。

私は企業との連携の思想を複数のレイヤーで考えていま
す。企業訪問をしたり情報交換を行う交流関係、連携を
行う連携関係、イノベーティブな活動を一緒に
できる創造関係。
組織として、このモデルを作っていきたいと

考えています。

私が考える本協会の将来像は、“Centor Of Cluster”です。
当協会の地域は、人の集積・大学の集積・企業の集積が全国的にもトップクラスだと思います。我々が他地域のクラス

ターにも頼られる存在になることが、日本での一つの財産になると考えています。
私たちがクラスターの政策を先行してつくり、国や他地域に示していきたいと考えます。

就任時に述べたスローガンは「明るく、楽しく、プロフェッショナルに」です。
「プロフェッショナルに」とは、企業のコミュニケーション、大学とのコミュニケーション、行政とのコミュニケーション、外部資金の

確保、プロジェクト・事業の企画運営。過去は行政の施策に乗ったプロジェクトが中心でしたが、これからは先見性を持っ
た独自のプロジェクトを行っていきたいと考えています。

一方、大きな予算を持って素晴らしい施策を展開している行政機関や支援機関があります。どのような機関とどのような
ロジックで連携していくか、我々は何をやり何をやらないか（他の支援機関と連携するか）、私たち自身がベンチャー的に
機動的な意思決定を行い進めていく必要がと感じています。

他機関と組むには、私たちに何ができるかというコアを持たなければいけません。
私が考えるコアとは、「各企業のことをどの組織よりも深く知る」「各大学のことをどの組織よりも深く知る」「各自治体のこと

をどの組織よりも深く知る」ということです。
これらを持ち合わせることが当協会の存在価値であると考えています。そのために、4月以降は事務局体制を見直し、理

事会と事務局に「経験曲線+知識」の蓄積ができるようにしてまいります。自治体については、2月に研究会を創設し、引
き続き活動してまいります。

“Center Of Clusters”

プロフェッショナルとは

1.企業のコミュニケーション
2.大学とのコミュニケーション
3.行政とのコミュニケーション
4.外部資金の確保
5.プロジェクト・事業の企画運営

Our Core

1.各企業のことをどの組織よりも
深く知る

2.各大学のことをどの組織よりも
深く知る

3.各自治体のことをどの組織より
も深く知る

コンテンツについては、過去評判がよく実績があるコンテンツはブラッシュアッ
プして継続し、産学官金民のネットワーク強化、専門研究会の立ち上げ、
人材関連支援、情報発信について検討していきます。

産学官金民のネットワーク強化とは、現在の関係性からどのように連携事
業を展開していけるか。またこの地域には高学歴な方や高度な仕事をされ
てきた方が多く、そういった方々を「民」という立場で関わってもらうようにして
いきたいと考えています。
専門研究会は、大学の教員などを中心とし、専門研究会から外部資金

の獲得を目指すようなプロジェクトを立ち上げていきたいと考えています。
そして人材関連です。この地域には大学がたくさんあり、企業と大学生と

のマッチングへのニーズも非常に高い。このプロジェクトは新しい会員を増や
すことにもつながると思います。
このように積極的なコンテンツ育成を一つづつ実行してまいります。

最後に、”Centor Of Clusters”として協会がリニューアルするには、ビジ
ネスモデルを変えるこの１年が正念場であると考えています。
全国的にもクラスターが縮小してきている今、当協会のポテンシャルは非

常に高いです。全会員の皆様の知恵と人脈を結集していくよう、理事会が
一丸となって前進して参ります。皆様のご支援ご指導をよろしくお願いいた
します。

平成31年1月31日開催 平成31年賀詞交歓会にて
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今後のイベント・セミナー

皆さまの「知りたい」「聞きたい」「話したい」によるセミナー・研修・交流会を開催します。
ニーズ・テーマのご希望は事務局へご連絡ください。また皆さまの事例・講師紹介もお待ちしています。

Event
Seminar

春の新卒入社シーズンを迎えるにあたり、「仲間意
識」「連携」「相互信頼」をテーマに、会員企業の新
入社員、ならびに入社3年目までの皆様を対象に、
3日間の集合研修を企画しました。

組織で活き活きと働くための合同新入社員研修 in八王子（3日間コース）
http://www.tamaweb.or.jp/archives/11138

応募〆切 3月27日(水)

申込み・問合せ：事務局 平田 Email:info@tamaweb.or.jp TEL:042-631-1140

【研修のねらい・目的】
・単に教えを受けるだけでは無く、自分やチームで考えて答えを引き出す。
・目標設定（計画）⇒実践⇒振り返り⇒次への行動 (PDCAサイクル)までを研修の中でも
実践する。

・ワークやディスカッションで視野を広げ、組織で活躍できる機微力(KIBI力)*を身に付ける。
・次の日からの仕事に、今回の研修をつなげていく。

【開催概要】

日 時 4月3日（水）・4日（木）・5日(金) 10:00～17:00 (休憩1時間含む)
※最終日は16：30まで。研修終了後、懇親会を行います。

会 場 八王子市学園都市センター 12階
第1セミナー室（東京都八王子市旭町9-1）

受講料 会員25,000円（税別）、
非会員50,000円（税別）
※テキスト、4月3日の昼食代を含む。

対 象 2019年度(平成31年度)
新入社員～入社3年目までの方

募集人数 60名(先着順)

講 師 株式会社KIBI 上級研究員 見附誠子氏

組織で活き活きと働くための
社会人KIBI力「5つの力」とは

①状況把握力
起こりうる状況を想像し先回りして動く力

②リアクション力
状況に応じた最善の言動を実行できる力

③気持ち察し力
相手の気持ちを汲み取り、言動や表情から心情を察
する力

④なつき力
相手の懐に飛び込み、好かれる力

⑤柔軟な対応力
状況に応じて、対応を使い分けたり変更できる柔軟性

日程 プログラム

4月3日（水）
受付開始9:30～
10:00～17:00

研修の目標設定

【１】社会人の心得・プロフェツショナル人材への第一歩（企業・組織のルール）

【２】ビジネスマナー （挨拶・電話対応・名刺交換・SNS他コンプライアンスなど）

【３】期待や要望をされる人材になるためのコミュニケーション
①自分を理解し、強みを活かし弱みをコントロールする
（自分のタイプと強みを知る・自己プレゼンテーション）

4月4日（木）
10:00～17:00

②自社を理解する・求められる専門知識や技術を捉える
（会社プレゼンテーション・専門知識と経験取得の目標設定）

【４】組織で活き活きと働くための社会人KIBI力「５つの力」
①状況把握力 ②リアクション力 ③気持ち察し力 ④なつき力
⑤柔軟性（柔軟な対応力） ⑥KIBI力テスト

4月5日（金）
10:00～16:30

【５】今後の目標設定
期待と要望を受け止めて自分の持ち味を活かす目標設定

研修の振り返り

17:30 ～ 懇親会 (会費制・ご参加は任意)

[日 程] 2019年4月3日（水）～5日
[会 場] 八王子市学園都市センター

（東京都八王子市旭町9-1 ）

申込み
3/29
まで
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広げよう会員の輪 新規会員の紹介
新規会員との意見交換・面談を希望する方は、
事務局へご連絡ください。

埼玉大学は、イノベーション創出に寄与すべく、「地域活性を
目指した融合科学研究・開発の推進と人材育成」、「地域ニー
ズに即した人材育成と教員養成」、「強みを有する分野の国際
教育研究拠点化」の3つの戦略により機能強化を進めています。

産官学金連携による研究・開発協働、事業化等を見据え、
産業界・地域社会とのインターフェイスとして、2016年4月に先
端産業国際ラボラトリーを設置し、研究開発・試作・製品化・事
業化を一貫して行い、新産業創出・標準化事業を通じて広く
社会に還元することにより、研究開発を通じた産業人材育成で
地域社会の発展に貢献します。

All in One Campus at 首都圏埼玉
―多様性と融合の具現化―
埼玉大学からイノベーションを発信

国立大学法人埼玉大学

所在地 埼玉県さいたま市桜区下大久保255

TEL 048-858-3091 URL http://www.saitama-u.ac.jp/

1ｍｍサイズの部品から６ｍ以上の製品まで。創業60年の板金屋

株式会社丸和製作所

所在地 東京都昭島市美堀町4-8-2

TEL 042-541-4577 URL http://maruwa-ss.com/

当社は、創業60年の板金屋です。

1ｍｍサイズの部品から６ｍ以上の製品まで手掛けることができ、自動車業
界、食品業界、高級ブランド、小売り業界などお取引先様の業種も様々です。

このような案件に対して同じ設備で同じ人が熟していくには限界があります。

当社では、設備はメーカー規格外の限界を超えた工夫とアイデアで加工を行
い、作業者は年齢性別を超えた多能工化を進めていくことで、誰が担当しても
顧客へ同じ製品をご提供できる様日々努めています。

当社の力だけでは及ばないものなどご協力会社様との繋がりを大事に考えて
います。お客様に対して様々なご提案ができる横の繋がりが強みの町工場です。

写真左上：オールステンレス筐体
写真右下：ウエディング業界からのご依頼 ティアラ
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アジア経営戦略研究所の運営による「アジア経営戦略ビジネススクール」を5月から立ち上げます。

アジアで成功する起業家、中堅・中小企業の幹部候補生や後継者の育成に焦点を当て、現実味のあるビ
ジネスプランを構想・推進できる人材を養成してまいります。

アジアビジネスの理論武装をして事業展開できるよう実践的なカリキュラムを編成しています。現場を訪問し
てトップと論議をする場、さらには海外パートナーになり得る企業などとのマッチングの機会も設けております。

アジア進出のための実践的カリキュラムとビジネスプランの創生

一般社団法人アジア経営戦略研究所

所在地 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル30階（センクサス）内

Mail aibs@aibs.or.jp URL https://aibs.or.jp/

一般社団法人アジア経営戦略研究所

スクール代表 池島 政広

亜細亜大学名誉教授・元学長
JOGMEC 業務評価委員会委員長
三鷹市商工振興対策審議会会長
元経済産業省産業構造審議会経営・
知的資産小委員委員長
博士（商学）

特徴
1.アジアビジネスの理論武装ができるよう、国際性豊かな講師陣による基本

科目
2.実務経験豊かな講師陣によるアジア起業家コースとアジア展開幹部・候

補者コースの実践科目
3.受講者一人一人のビジネスプランづくりへ複数の講師による指導・助言
4.アジアでの企業や事業展開へつなぐAI、フィンテック、越境EC、国際

M&Aなどの事例研究
5.アジア各地で開催するセミナー、企業訪問、ビジネスマッチングなどに参加

授業時間：平日：18時30分～20時30分 土曜日：10時～12時 13時～15時 15時10分～17時10分
※平日夜間の授業は各曜日1科目、土曜日は3科目を開講

授業回数：1科目につき5回（2時間×5回＝10時間）

授 業 料：1科目 3万円、企業派遣による受講 50万円（同一企業から複数人がすべての科目を1年間受講可能）

教 室：渋谷教室：渋谷マークシティウエスト18階 ㈱グローバル・リンク・マネジメント セミナー室（火・木・土）
吉祥寺教室：吉祥寺 永谷シティプラザ 2階 会議室（月）
立川教室：三多摩労働会館 会議室（水・金）

基本科目 実践科目 特別講義

受講生全員が身につけておくべ
き基礎的な理論を学ぶ科目群

アジア起業家科目
アジアで起業を目指す人材
向けのコース科目群

アジア展開科目
アジア展開を担う経営幹部・
候補者向けのコース科目群

専門家によるオムニバス講義
「アジア経済・ビジネス特別講義」

1 経営戦略論
2 イノベーションマネジメント
3 国際戦略会計
4 ヒューマンリソースマネジメント
5 情報戦略論
6 国際関係論
7 アジア経済統合論
8 アジアビジネス法務

1 起業家論
2 起業戦略論
3 オープンイノベーション論
4 販売チャネル論
5 起業のファイナンス
6 市場調査論

1 経営者・経営理念論
2 ものづくり経営論
3 ブランド戦略論
4 起業ファイナンス
5 ビジネスモデルとIT戦略
6 対中投資戦略

ビジネスプランづくり

アジアでの起業プラン、受講生の
所属する企業のビジネスプランの
作成を、複数の担当講師が指
導・助言。
ビジネスプランづくりの参考のため、
企業の現場を訪問し、トップとの
議論の場を設けます。
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株式会社エリオニクス 代表取締役社長 七野 実様（平成30年12月就任）

このたび、前社長の岡林の後任として社長を拝命いたしました。

弊社は、電子ビーム描画装置を主力とした研究開発装置から生産性向上装置までお
客様にお役立ちできる装置を生み出していく所存です。

尚、岡林は代表取締役会長として勤めさせて頂いております。

今後とも、より一層のご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。変わらぬご指導、
ご鞭撻を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

株式会社東洋ボデー 代表取締役社長 中条 充啓様（平成30年12月就任）

我が社は1956年の創業以来トラックボディーというモノづくりでの輸送価値を提供して
まいりました。

世界では18世紀には蒸気機関による第一次産業革命、19世紀には内燃機関、石油
エネルギー活用による第二次、20世紀末にはインターネットによる第三次、21世紀初頭の
今、人間の働き方を大きく変える可能性があるA.Iを中心とした第四次産業革命が起きて
いるといわれています。自動車業界ではコネクト、自動化、シェアリング、電動化といった
百年に一度の変革の真っただ中にあり、日本ではそれに加え労働人口の減少といった固有
の課題を解決しなければなりません。

会員新代表ご紹介

株式会社エリオニクス

所在地 東京都八王子市元横山町3-7-6

TEL 042-626-0612 URL https://www.elionix.co.jp/

株式会社東洋ボデー

所在地 東京都武蔵村山市伊奈平2－42－1

TEL 042-560-2111 URL http://www.toyobody.co.jp

そんな中当社では人、モノづくりを中心とし、あらゆる方面での生産性向上(省力化含め)、安全をキーワードと
して輸送価値を社会、お客様に提供し、従業員、協力メーカー様、金融機関様、行政団体様へ雇用、社会的、
環境責任を果たす企業として永続的に価値を提供する企業として日々精進してまいります。

昭和測器株式会社 代表取締役社長 鵜飼 健治様（平成31年1月就任）

本年より、昭和測器株式会社の代表取締役となりました。

労働人口の減少、働き方改革、IoT社会、といった変化の激しい時代となっておりますが、
先代となる私の父より引き継がれている昭和測器株式会社の基本理念を守りながら、
新たなことに挑戦し続けることにより、100年続く企業となるように歩んでいきたいと考えてお
ります。

昭和測器株式会社

所在地 東京都千代田区神田和泉町1-5-9

TEL
本社TEL：03-3866-3210
工場（八王子市）TEL：042-664-3232

URL http://www.showasokki.co.jp
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１．大手企業とのマッチング

大手企業とのマッチングを行う際には、発注
仕様だけでなく真のニーズや課題、製品や事
業展開、技術や市場動向を可能な範囲で調
査・確認する必要があります。

コーディネーターは、中小企業の診断結果か
ら候補先を選定し、単なる仲介でなく大手企
業のニーズと中小企業のシーズを具体的な成
果に結びつけることも求められます。

そのため、ニーズに応じて開発から事業化まで
の計画策定と支援も必要となります。

２．広域マッチングと支援

オープンイノベーションや複数の中小企業との
マッチングでは、候補先企業の探索と選定を行
い、複数のシーズとニーズのマッチングを支援す
ることになります。候補先選定にはニーズ側の
企業と一緒に候補先企業へ訪問して調査や
診断・評価を行うこともあります。

その中で特定または複数の企業の連携体制
を構築して、連携体制を変えながら開発から

事業化の支援が必要となります。この過程では
知的財産の対応や各種業務契約の支援を行
い、内容に応じて他の専門家と連携し支援を
行います。

３．ベンチャー企業の産産連携

ベンチャー企業との連携は、革新的な技術や
アイデア、有力な知的財産の活用が期待され
ますが、その活用のために製品化や事業性など
の実現性を調査、検討して説明する必要があ
ります。

関連技術、販路、製造、人材などのリソース
が不足している場合は、投融資や連携支援が
必要であり、その提案や体制の構築も重要と
考えています。

第1回は、技術活用、製品開発、設計･製造、製造委託等、様々な形態がある大手企業との連
携について大手企業の技術者側視点で中小企業との連携について、第2回は中小企業診断士の立
場から中小企業の技術力・事業性評価、大手企業との連携、中小企業同士の産産連携について記
載しました。

コーディネーターとして大手企業と中小企業との個別連携、広域産産連携、マッチング支援を行って
きましたが、そのためには大手企業と中小企業の双方の理解と仲介が必要です。

第3回最終回は、コーディネーターの視点で、産産連携・マッチングでのポイントをご紹介します。

専門家コラム
Vol.3

木島 研二
中小企業診断士、知的財産管理技能士、TAMAコーディネーター

1974年より総合電機にて開発・設計、製造、顧客対応等に従事し、
多くの大･中小企業と開発やものづくりで連携を経験。2003年より知
財･技術･事業の調査や評価、活用支援を行い、現在は中小製造業
を中心に診断や支援も行っている。各種支援制度の調査、審査、活
用支援、マッチングやコーディネート等も手がけている。

マッチングや連携の支援 ―コーディネーターの視点から

TAMAコーディネーター 木島 研二

「専門家コラム」では、コーディネーター自身の経験と支援事例から企業に役立つ情報
を掲載しています。
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Introduction of Members

認定・表彰等

グローカル賞

「大企業」の「大」は、売り上げ、利益、従業員数という規模の「大」。しかし、規模は小さくても影響
力や地域貢献の大きさが「大」の会社もあるはず。
ForbesJapanでは、そのような企業を「スモール・ジャイアンツ」として、消費者の心を鷲掴みにしたア

イデア、価値観、仕組み、技術。そんな価値ある企業を探して表彰しています。

アワード2019では、グローカル賞に（株）industria（埼玉県入間市）が選ばれました。

経済産業省は、地域内外の取引実態や雇用・売上高を勘案し、
地域経済への影響力が大きく、成長性が見込まれるとともに、地域
経済のバリューチェーンの中心的な担い手、および担い手候補である
企業を「地域未来牽引企業」として選定しました。

株式会社コスモテック（東京都立川市）

コダマコーポレーション株式会社（神奈川県横浜市）

株式会社サーテック（東京都青梅市）

株式会社常光（北海道札幌市）

株式会社NISSYO（東京都羽村市）

株式会社三ツ矢（東京都品川区）

株式会社吉増製作所（東京都あきる野市）

株式会社昭和真空（神奈川県相模原市中）

株式会社リガルジョイント（神奈川県相模原市）

※市町村は指定所在地を記載しています。

The Driving Company 
For the regional future

八王子事務所

〒192-0083 東京都八王子市旭町9-1
八王子スクエアビル11階

TEL：042-631-1140
FAX：042-631-1124

羽村サテライト
[地域イノベーション戦略推進事業担当]

〒205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘2-11-1
羽村市産業福祉センター1階

TEL：042-570-3481
FAX：042-570-3482

一般社団法人首都圏産業活性化協会
Emai：info@tamaweb.or.jp URL：http:／／www.tamaweb.or.jp

発行元・問合せ 一般社団法人首都圏産業活性化協会会報「つなぐWa」は会員へ配布しているほか、
自治体・商工団体・金融機関へ配布しています。

＜八王子事務所＞ ＜羽村サテライト＞

八王子スクエアビル
産業福祉センター


