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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を開催しました

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。

4月3日から5日の3日間、入社3年までの社員を対象とした
合同新入社員研修を開催しました。
本研修では、今後も「地域の同期」として交流を促進するため、
相互企業訪問などフォロー活動を行ってまいります。
（開催報告は最終ページをご覧ください。）

6月14日（金）、令和元年度通常総会を開催します
令和元年度通常総会を下記の通り開催します。ご出席いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、通常総会後、関東経済産業局長による講演会も開催します。併せてご参加ください。
（講演会については、4ページをご覧ください。）
令和元年度通常総会
日 時 2019年6月14日（金）17:00～18:15
会 場 八王子市生涯学習センター クリエイトホール 5階クリエイトホール
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新事務局長紹介
4月1日より、事務局長に芳賀啓一が着任いたしました

このたび、一般社団法人首都圏産業活性化協会の事務局長に4月1日より
就任しました。
協会事務局へは、独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）から
の派遣（2005～2008年度）以来、10年ぶりとなります。また、青梅商工会議
所（ロボット産業/2009~2013年度）、公益財団法人東京都中小企業振興
公社多摩支社（2014~2018年度）のコーディネーターとして、多くの会員の皆
様には、これまでも大変お世話になり、重ねて御礼申し上げます。
これからは、協会の事務局機能の強化に向け、中小機構および東京都中小企業振興公社の皆様とも緊
密に連携して、会員企業の産学・企業間連携の促進、売上増、会員ネットワークの拡大に向けて、
具体的に実践して参ります。
元号も改まりましたが、今年は協会にとって正念場の一年！
これまで支えて下さった皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、「明るく、楽しく、プロフェッショナル！」をモットーに
取り組んで参ります。
今後とも、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願いします。
一般社団法人首都圏産業活性化協会
事務局長 芳賀 啓一

経済産業省 平成31年度「中小企業知的財産活動
支援事業費補助金」
（地域中小企業知的財産支援力強化事業）

「経営デザインシートを活用した首都圏西部
地域企業の知的財産活動強化の仕組み構築」
が採択されました！

経済産業省 令和元年度「地域中核企業ローカル
イノベーション支援事業」

「地域ネットワーク連携による中小製造業への
スマホ IoT技術の実証、機能向上と普及」
が採択されました！

当協会が提案した「経営デザインシートを活用した首都
圏西部地域企業の知的財産活動強化の仕組み構築」
事業が採択されました。

当協会が提案した「地域ネットワーク連携による中小
製造業へのスマホ IoT技術の実証、機能向上と普及」
事業が採択されました。

本事業では、中小企業診断士協会三多摩支部、羽
村市、相模原市と連携し、経営デザインシートを活用して
企業の経営計画の見える化、デザイン経営への展開支
援を行います。

本事業では、神奈川県産業技術総合研究所、相
模原市産業振興財団、さいたま市産業創造財団、青
梅商工会議所などと連携し、地域中核企業を中心と
してものづくり企業へのIoT普及導入を促進します。

今後、セミナーの開催、企業のハンズオン支援の実施な
どを予定しています。

今後、ワークショップやセミナーの開催、ハンズオン支援
の実施などを予定しています。

今後の取り組み、支援企業の募集など詳細は、メールマガジン・webサイトなどでご案内いたします。
ご関心がある方は、事務局へお問い合わせください。
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協会の寄り添い支援をご利用ください

イノベ ーシ ョ ン 創出支援

2019

付 加 価 値 向 上 支 援

ものづくり現場の寄り添い支援
人

材

育

成

首都圏産業活性化協会では、4つのサポートをテーマに、事業展開・個別企業の支援を行っています。
お気軽にご相談ください。

会員企業の課題について、技術マッチングコーディネート、施策等の情報提供・活用支援、
専門支援機関等の紹介等により、個別に支援いたします。
PRレポート作成
企業・大学の紹介
マッチングコーディネート

会員企業

施策等の情報提供・
活用支援

個別課題の相談
知財・標準化支援
専門支援機関、広域支援機関等
の紹介

事務局

J-GoodTech 協会特設サイト 6月中旬オープン予定
協会会員企業の販路開拓支援を目的に、中小企業基盤整備機構関東本部と連携し、
J-GoodTech 特設サイトを開設する予定です。
サイトを通じて、企業課題やマッチングニーズの提示が行われます。新規ビジネス創出のために
活用いただくサイトです。
詳細については、今後メーリングリスト、協会webサイトにてご案内いたします。

コーディネーター連絡会議 6月下旬開催予定
TAMAコーディネーターを対象とした連絡会議を開催予定です。協会が行う事業・企業支援に
ついて共有し、ご協力いただけるコーディネーターを募集します。
また、コーディネーターからのビジネスアイデアの募集、昨年度「知的財産活動支援事業」で活
用した「知財人材スキル標準シート」を活用した企業支援方法などの情報提供も行います。
詳細については、今後メーリングリスト、協会webサイトにてご案内いたします。
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Event

Seminar

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。

令和元年度講演会 関東経済産業局長
「構造変化と今後の針路 関東経済産業局の中小企業支援（仮）」
http://www.tamaweb.or.jp/archives/11305

[日
[会

時] 2019年6月14日（金）18:30－19:30
場] 八王子市生涯学習センター クリエイトホール
（東京都八王子市東町5-6）

令和元年度、最初の講演会は、関東経済産業局長 角野然生様にお越しいただき、中小企業への期待や関東経
済産業局が進める中小企業支援についてご講演いただきます。
申込み・問合せ：事務局 平田 http://www.tamaweb.or.jp/archives/11305
Email:info@tamaweb.or.jp TEL:042-631-1140 FAX: 042-631-1124

第9回はむらイブニングサロン 「ものづくり現場のIoT導入事例（仮）」
http://www.tamaweb.or.jp/archives/11450

[日
[会

ものづくり現場でIoT導入を進めている企業の
経営者・担当者から実践事例をお話しいただきます。

時] 2019年6月20日（木）16:00－18:00
場] 羽村市産業福祉センター
（東京都羽村市緑ヶ丘2-11-1）

申込み・問合せ：事務局 平田 http://www.tamaweb.or.jp/archives/11450
Email:info@tamaweb.or.jp TEL:042-631-1140 FAX: 042-631-1124

第10回はむらイブニングサロン 「ものづくり企業のIoT製品開発（仮）」
http://www.tamaweb.or.jp/archives/11452
[日
[会
ものづくり企業によるIoT製品・サービスの開発
について、お話しいただきます。

時] 2019年7月18日（木）16:00－18:00
場] 羽村市産業福祉センター
（東京都羽村市緑ヶ丘2-11-1）

申込み・問合せ：事務局 平田 http://www.tamaweb.or.jp/archives/11452
Email:info@tamaweb.or.jp TEL:042-631-1140 FAX: 042-631-1124

第1回 オープンイノベーションチャレンジピッチ2019
http://www.tamaweb.or.jp/openinnovation-challengepitch-1
[日
[会

時] 2019年7月8日（月）13:30－16:00
場] 科学技術振興機構（JST）東京本部別館
（東京都千代田区5-7）

大手・中堅企業を中心に外部連携意欲の高い
企業が、自社のオープンイノベーション戦略や求める
パートナー像、並びに具体的な技術ニーズや共同開発ニーズなどについて情報発信する機会を設け、オープン
イノベーション推進者同士がリアルにネットワーキングすることを通じて、企業間、産学連携の創出を目指します。
プレゼン企業：キユーピー株式会社、大阪ガス株式会社、サンデンホールディングス株式会社、
興研株式会社、テイボー株式会社
主 催：経済産業省関東経済産業局、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）

申込み・問合せ：運営事務局 八木 http://www.tamaweb.or.jp/openinnovation-challengepitch-1
Email:info@tamaweb.or.jp TEL:042-631-1140 FAX: 042-631-1124
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働き方改革時代の人材確保・育成支援講座
“企業は人なり”－新時代における戦略的な採用メソッドについて
http://www.tamaweb.or.jp/archives/11363

[日

時] 2019年6月26日(水)、7月11日(木)
16:30～18:30
場] 八王子市新産業センター 開発・交流プラザ
（東京都八王子市旭町10-2）

[会
働き方改革による生産性向上と健康経営が期待される中、
・これからの時代、どういう人材をどのような方法で獲得すればいいか？

・獲得した人材をどのように配属すれば、退職を防ぎ、最大の成果が見込めるか？
・更に、どういう育成をすれば、社員のレベルが向上するか？などを、人材の能力の構造を紐解きながら、
人材確保・人材育成の現場で活用できる手法・知識を身につけます。
人材評価に資するテストの実体験も行いますので、働き方改革による人材評価等にお悩みの企業様にも役立つ講座です。
ぜひご参加ください。
参加費：会員…15,000円／社（テスト受検料5,000円含む)※1社2名まで参加可能。2名以上テストを受検する場
合、受検料料は受検者数分となります。
カリキュラム
①新時代における能力の構造を理解するー「グローバル自立支援」というコンセプト
②自立の三要素－「バリュー・ビジョン・ストラテジー」の位置づけを理解する
③能力の構造を理解した上で、採用方法を考える
④更に、”育成” や "配置" の実践方法を知り、中小企業の "現存人材を強化し、生産性を上げる方法” を知る
⑤具体的には、「inplace(採用)・replace(配置)・outplace(再就職支援)」。
⑥働き方改革のキーワード－生産性と健康経営－
ストレスとの関連を理解する－“適材・適所”をいかに設計するか
⑦モチベーションやストレス対策、多面評価などの活用方法も知る
⑧上記内容の支援ツールである「統合型市場価値測定テスト」について
⑨「統合型市場価値測定テスト」結果のフィードバック
⑩「統合型市場価値測定テスト」の活用領域とその方法、期待効果について
※「統合型市場価値測定テスト」は、人材の潜在能力やポテンシャルを測定するテストです。
講師 藤田 聰氏 「適材・適所」デザイニスト、株式会社企業変革創造 代表取締役社長、
市場価値測定研究所 所長
◆統合型市場価値測定テストを受検した会員企業の声
・パーソナリティ診断を通し、自分の考え方の根本を知り、自己理解を深めることができた 。
・今後の人生におけるビジョニングを行うことで、今後の自分のビジョンが明確になった。
・市場価値測定テストを通し、社会人としてどの能力が不足しているのかがひと目でわかる。
また、各スコアの全国平均や、職種・年齢別の平均点から、自分が社会人としてどのレベルなのかわかる。
申込み・問合せ：事務局 平田 http://www.tamaweb.or.jp/archives/11305
Email:info@tamaweb.or.jp TEL:042-631-1140 FAX: 042-631-1124

税制優遇・ものづくり白書説明会
http://www.tamaweb.or.jp/archives/11456

[日
[会

時] 2019年7月5日（金）16:00－18:00
場] 八王子市新産業センター 開発・交流プラザ
（東京都八王子市旭町5-6）

賃上げ・生産性向上、設備投資など、新たな取り組みを実施した際に受けられる税制優遇制度について、関東経
済産業局による説明会を開催します。
申込み・問合せ：事務局 平田 http://www.tamaweb.or.jp/archives/11456
Email:info@tamaweb.or.jp TEL:042-631-1140 FAX: 042-631-1124
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広げよう会員の輪
株式会社塩

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。

新規会員の紹介

料理に使われる塩のように、
我々もお客様のお役に立ちたい

株式会社塩はそんな企業理念を持ち続け、主力商品SIOに加え、昨年スナイパー
ノズル、レクティファイアを発売しました。
令和の新時代からは、新サービス「ZERO＋」を発売し、「ファーストキット」のライン
アップを充実しました。特許技術も、世界各国で20件以上が登録されています。
今年から首都圏産業活性化協会にもお仲間入りさせて頂き、ますます技術、商品、
サービスに磨きをかけます。
株式会社塩
所在地

業務基地 東京都八王子市横山町21-12 池田ビル2階
秘密基地 東京都八王子市美山町1236

TEL

042-649-2770

URL

http://sio-miu.co.jp/

匠の技術を駆使して部品加工から組立まで一貫生産で対応
株式会社山城精密

弊社は板金加工だけでなく、お客様の製造工程で必要な治工具（ユ
ニット組立）もお受けします。お客様から構想図を頂いて、CADによる設計
を行い、社内加工と70社の協力会社を使って部品製作し、社内で組立し
納入する流れとなっています。
航空機、半導体、自動車、電子機器等多岐に亘る業界での治工具を、
永年培ってきた匠の技を生かして提案・製作し、ご満足頂いています。
お客様の良きパートナーとして認めて頂けるよう努力しています。

株式会社山城精密
所在地

東京都西多摩郡瑞穂町武蔵430

TEL

042-556-2220

URL

http://www.yamasiro.co.jp/index.html

新規登録 TAMAコーディネーター
TAMAコーディネーターとして新規登録された方々の保有資格、得意分野をご紹介します。
・池田 清志（中小企業診断士、弁理士／知財戦略立案、特許権利化（電気、制御、ソフトウェア等）、知財を活用
した新規事業開発）
・沖川 孝生（経営企画・戦略立案、技術・製品開発、品質管理、補助金申請支援）
・鈴木 直仁（経営士／IT導入支援、情報管理、IT関連プロジェクトのマネジメント、IT関連製品の営業企画）
・中谷 雅巳（中小企業診断士、ITコーディネータ、CSRリーダー／売上拡大（販路開拓、顧客開拓、顧客満足向
上）、新規ビジネス・新事業・新商品の企画・開発、販売管理、経営・事業戦略、CSRマネジメント）
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お知らせ

会員区分（正会員・賛助会員）の変更、入会金及び会費規則の改定について
会員数の増加とネットワークの拡大のため、正会員・賛助会員の区分の見直し、入会金及び会費規則の改定を
行いました。
昨今、協会に求められる活動の範囲・ネットワークはさらに広域となっており、会員企業のビジネス区域も多岐に
わたります。今後、当協会に参画する産学官金の各団体・個人が日本のものづくりの中心として活動していくために、
地域による会員区分を見直し、賛助会員については中堅・中小企業の製品開発力の強化と市場の拡大並びに
新規創業環境の整備に協力いただく大手企業を、賛助会員として新たに位置づけました。
これに伴い、下記の通り入会金及び会費規則の改定を行いました。
これまで入会金及び会費については、正会員・賛助会員とも同額でしたため、今回の改定により会員区分が変更
となった場合も年会費の額に変更はございません。
今後の協会活動・ネットワークのますますの活性化のために、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
変更内容
1．会員区分
＜新区分＞ 正会員：本会の目的に賛同して入会する法人及び個人
賛助会員：本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする中小企業以外の営業法人
＜旧区分＞ 正会員：埼玉県南西部、東京都多摩地域、神奈川県県央部に立地する法人及び個人
賛助会員：その他の地域の法人及び個人
2．年会費区分 ※太字部分が変更箇所
区

分

資 本 金 等

営利法人等

正会員

100億円超

490,000円

50億円超100億円以下

350,000円

3億円超50億円以下

140,000円

1億円超3億円以下

105,000円

1億円以下

賛助会員

―

70,000円

中小企業以外
※中小企業基本法第二条の範囲外

―

100，000円

※その他大企業相当の企業も含む
創業5年以内の営利法人を含む

個人事業主等

35,000円

教育機関、在日公館、通商機関

－

10,000円

個人

－

10,000円

商工団体

－

10,000円

金融機関

－

140,000円

公益法人
中小団体
地方公共団体

第3セクターを含む

―

10,000円

－

20,000円

製造品出荷額等5,000億円以上

30,000円

製造品出荷額等5,000億円未満

10,000円

今後、新たな会費区分の元、入会促進を強化してまいります。会員の皆様からのご紹介等、会員拡大のご協力を
よろしくお願いいたします。
問合せ 事務局 平田

Email:info@tamaweb.or.jp

TEL:042-631-1140

FAX: 042-631-1124
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Event

Report

4月3日から5日の3日間、入社3年までの社員を対象とした合同新
入社員研修を開催しました。
5社12名の若手社員が参加し、講義とワークショップを通じてビジネス
マナー、ビジネスコミュニケーションを学びました。特に、社会人として必要
なKIBI（機微）を身に付けるため、「状況把握力」「リアクション力」
「気持ち察し力」「なつき力」「柔軟性」を学び、研修生一人一人の特
性を計るKIBI力テストを行いました。
研修後は、研修生の上司の方にも参加いただき懇親会を開催し、研
修生同士だけでなく研修派遣企業の交流も行いました。
本研修では、今後も「地域の同期」として交流を促進するため、相互
企業訪問などフォロー活動を行ってまいります。

4月22日、平成23年度～26年度に当協会が行った経営人材育成
講座の受講生を対象とした大同窓会を開催しました。
講座当時の塾頭であった鈴木洋三氏からの講和により、現在のグロー
バルマーケットを捉え、当時の学びを今後に生かしていくための気づきを得
ることができました。また当時の受講生たちの交流も深まりました。
参加対象
平成23年度 グローバル営業・経営人材育成講座、ライフ・イノベーショ
ン人材育成講座、グリーン・イノベーション技術習得講座
平成24年度 グローバル経営人材育成講座（Advanced Course・
Basic Course）
平成25年度 グローバル経営人材育成講座（Advanced Course・
Basic Course）、ライフ・イノベーション技術講座
平成26年度 社長塾

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。
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＜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 （月曜日休館）
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羽村市産業福祉センター1階
TEL：042-570-3481
FAX：042-570-3482
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