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6月13日、
令和元年度通常総会開催

講演会にて、関東経済産業局長
角野然生様にご講演いただきました

6月13日、令和元年度通常総会を開催し、議案事項はすべて可決され
ました（詳細2ページ）。

総会後には、関東経済産業局 角野然生局長より「構造変化と今後の
針路～関東経済産業局の取組～」をテーマにご講演をいただきました。

また、その後の懇親会にも多くの会員の皆様にご参加いただき、盛況に実
施いたしました。

専門家コラム「2019年11月1日施行 中国RoHS(II)管理規則 第２段階」

EventSeminar 経営デザインセミナー&ワークショップ、IoTワークショップセミナー 東京セミナー 他

会員新代表ご紹介
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6月13日、令和元年度通常総会を開催。
109人の会員が参加し、議案事項はすべて可決されました。

下記の議案事項はすべて承認されました。欠席された会員の皆様には、6月に総会終了後に議案資料を
郵送にてお送りしております。

（1）平成30年度事業報告及び収支決算について
※事業報告については、「平成30年度事業のあらまし」をご覧ください。

（2）令和元年度事業計画及び収支予算について

（3）役員の選任について
前任者の人事異動および学内選考に伴う選任により、下記の新役員が選任されました。

理事 今井 寛（東京農工大学 学長特任補佐）、小花 貞夫（電気通信大学 産学官連携センター長）

Support4による企業支援を展開し、自主事業の強化とネットワーク拡大を図ります

[開催日時] 2019年6月13日（金）17:00－18:15
[開催会場] 八王子市生涯学習センタークリエイトホール 5階ホール

（東京都八王子市東町5-6）

（単位:千円）

科 目 合 計
一般会計 特別会計

（新事業創出支援事業）予算額 決算額

Ⅰ 収入の部

当期収入合計（A） 173,301 188,727 173,301 0

前期繰越金収支差額 122,468 121,324 121,324 1,143

収入合計（B） 295,769 310,052 294,625 1,143

Ⅱ 支出の部

当期支出合計（C) 180,427 185,484 179,284 1,143

当期収支差額（A)－（C) -7,126 3,243 -5,982 -1,143

次期繰越収支差額（B)－（C) 115,341 124,568 115,341 -

イノベーション創出支援

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

・新・技術連携スクエア事業
・各種研究会（地域イノベ重点プロジェクト 綿貫WG、鎌倉WG、医療イノベーションフォーラム分科会）
・戦略的基盤技術高度化支援（サポイン）事業管理

・知的財産活動支援事業

・中核企業ローカルイノベーション支援事業

・IoT促進事業

・研究開発支援事業（補助金獲得支援）

・個別企業支援事業

・新入社員研修
・人材確保・育成講座
・シニア個別マッチング事業

（単位：千円）

科 目 一般会計予算額

Ⅰ 収入の部

当期収入合計（A） 101,341

前期繰越金収支差額 115,341

収入合計（B） 216,682

Ⅱ 支出の部

１．事業費 86,830

２．管理費 28,450

３．予備費 500

４．積立金支出 500

当期支出合計（C) 116,280

当期収支差額（A)－（C) -14,938

次期繰越収支差額（B)－（C) 100,402

2019
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１．対象製品（第1次目録）

(i)冷蔵庫(ボックス型 800リットル以下)

(ii)エアコンディショナ(定格冷却能力≤14000ワット）)

(iii)洗濯機(洗濯量10kg以下で乾燥機能を含む)

(iv)電気温水器(500リットル以下)

(v)プリンター（各種）(印刷領域≤A3、印刷速度≤60枚/分)

(vi)コピー機(印刷領域≤A3、印刷速度≤60枚/分)

(vii)ファックス(スキャン機能を含む)

(viii)テレビ(チューナーがないがTV用であれば含める)

(ix)モニター(LCDやCRTを含む)

(x)マイクロコンピュータ(ディスクトップ、ハンドヘルド、タブレット等)

(xi)モバイル通信・携帯電話(GSM/ GPRS、CDMA、CDMA1X等規格)

(xii)固定電話(IP電話を含む)

2019年5月16日に中国国家市場監督管理総局と工業情報化部から、中国RoHS(II)管理規則の
第2段階となる「電器電子製品に有害物質を使用するための適合性評価システム実施計画（电器电子
产品有害物质限制使用合格评定制度实施安排：合格評価制度）」）が告示されました。

対象製品は下記の製品（ 2018年3月15日告示）、施行は2019年11月1日です。対象製品に部
品供給を行っている関連企業は、中国RoHS規制の対応が求められます。

専門家コラム
Vol.4

松浦 徹也
TAMAコーディネーター、中小企業診断士、技術士 (経営工学) 、
環境計量士 / 作業環境測定士士、
一般社団法人東京環境経営研究所 理事長

2019年11月1日施行 中国RoHS(II)管理規則 第２段階

TAMAコーディネーター 松浦 徹也

「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。

2．有害物質の使用制限の適合性評価

対象製品への部品供給者は、有害物質が非
含有であるという適合性評価を完了するには、国
家推進自発的企業認証（以下、国家推進自
発的認証）またはサプライヤー適合宣言 （以下、
自己宣言）を行う必要があります。

(1) 国家推進自発的認証

国家推進自発的認証は、「電器電子製品の有
害物質使用制限に関する自主的認証実施規
則」（付属文書1）で規定された要求に基づき
実施します。

この実施規則は、「国家統一推進電子情報製
品汚染制御自発認証実施規則（2011年8月
30日公示）が改定されたものです。

(2) 自己宣言

自己宣言は、供給者による製品の適合性評価
を完了した後、「電器電子製品有害化学物質使
用制限の供給者による適合宣言規則」（付属文
書2）に従って、「製品の適合性情報を報告す
る」ことが要求されています。

自己宣言は、製品の上市後30日以内に、公
共サービスプラットフォームに適合情報の報告を行
います。

個別・具体的な対応について、ご支援を希望す
る企業は協会事務局へご連絡ください。

本コラムの内容については、一般社団法人東京環境経営研究所サイトで詳細をご紹介しています。
https://www.tkk-lab.jp/post/rohs20190613
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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

経営デザインとは、「将来に向けて自社が持続的に成長するために、将来の経営の基幹となる価値創造メカニズムをデザ
インすること」。
経営デザインシートは、環境変化に耐え抜き持続的成長をするために、自社や事業の

●存在意義を明確に意識した上で、

●「これまで」を把握し、

●長期的な視点で「これから」の在りたい姿を構想する。

●それに向けて今から何をすべきか戦略を策定するための、思考補助・デザインツールです。

戦略議論、金融機関等への事業計画説明、事業承継、オープンイノベーションなど様々にシーンで活用・役立てることが
できます。
セミナーでは、経営デザインを学ぶとともに、内閣府知的財産戦略推進事務局が策定した「経営デザインシート」を活用す
るためのワークショップを行います。

内 容：

・中小企業知的財産支援事業に関して（関東経済産業局）
・本事業の紹介
・「デザイン経営」の取り組み（特許庁 デザイン経営プロジェクトチーム・意匠課 課長補佐 外山 雅暁 様）
・経営をデザインする～既存技術を活用した新事業開発～
（EY新日本有限責任監査法人 FAAS事業部 財務会計アドバイザリー 公認会計士 関 大地 様）

・ワークショップ 「経営デザインシート」を書いてみよう

定 員：各会場40人

参加対象：経営者・経営幹部・リーダー

参加費：無料

申込み・問合せ：事務局 芳賀・八木・平田 http://www.tamaweb.or.jp/archives/11705
Email:info@tamaweb.or.jp TEL:042-631-1140 FAX: 042-631-1124

経営デザインセミナー&ワークショップ
http://www.tamaweb.or.jp/archives/11705

◆相模原開催
[日 時] 2019年8月29日（木）14:00－17:00
[会 場] 杜のホールはしもと（神奈川県相模原市緑区橋本3-28-1）

◆羽村開催
[日 時] 2019年9月13日（金）14:00－17:00
[会 場] 羽村市産業福祉センター（東京都羽村市緑ヶ丘2-11-1）

◆自社の「経営デザイン」を専門家がハンズオン支援でサポート！（募集企業 7社）

自社のこれまでの発展・成長を紐解き、将来の価値に向かって内部・外部のリソースを活用して何をすべきか
を、専門家がハンズオン支援でサポートします。

経営者と従業員が一緒に考え、企業の存在意義の理解を深めることに役立ちます。

セミナー参加企業から、サポートを希望する企業の募集を行います。ぜひご参加ください。

わが社の“これまで”と“これから”と“すべきこと”が見えてくる

経済産業省 令和元年度中小企業知財活動支援補助事業
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[日 時] 2019年8月28日（水）、11月20日（水）10:00－16:00
[会 場] 武州庵（東京都青梅市末広町1-2-3 武州工業㈱内）

※武州庵は武州工業㈱内にあるものづくり人材のオープンな教育活動施設です。

IoTワークショップセミナー 東京セミナー
http://www.tamaweb.or.jp/archives/11783

ものづくりのデジタル化技術やノウハウの普及・実証・高機能化を推進し、企業のデジタル変革を牽引する人財を育成す
るとともに、新たなビジネス機会の創出を目指し、IoTワークショップセミナーを東京、神奈川、埼玉の3地域で開催します。
また、ワークショップ参加企業を対象に、専門家によるハンズオントライアルを希望する企業を募集します。

◆ワークショップ東京セミナー

グラフィカルなノンプログラムツールNode-Redを用い、現場技術者がプログラムを書かずにIoTのプロトタイピングを行うこ
とができることを小型コンピュータ、汎用センサ、PLCなどを使って体験します。

内 容： 第1回（8月28日）
・ラズベリーパイの立ち上げとNode-RED環寛の基礎実習 ・IoTゲートウエイ（エッジ）アプリの作成演習
・エッジシステムによるデータ格納の確認 ・エッジシステムによるダッシュボードの作成演習
・講演 「中小製造業におけるIoTデータ活用による課題への取り組み」

第2回目（11月20日）
・クラウドサービスへのデータ格納の確認 ・ダッシュボードによるデータ見える化アプリの作成演習
・PLCなど工業用計測機器とNode-Redによる接続 ・自社におけるIoTトライアルの検討演習

募集企業：東京都内、広域多摩地域の中小製造企業

定 員：10社（1社2名まで参加可）

使用機器：事務局でラズベリーパイとセンサボードを1セット用意します。
1社1台以上、下記のWindows PCまたはMac PCをご持参ください。
・会場のWi-FiまたはLANに接続が可能（両方が望ましい） ・原則としてChrome ブラウザをインストール済
・アプリケーションのインストールが可能（当日、必要なアプリケーションのインストールを行います）

申込み・問合せ：事務局 佐井・山本 http://www.tamaweb.or.jp/archives/11705
Email: tama-digitalhub@tamaweb.or.jp TEL:042-631-1140 FAX: 042-631-1124

同日午後に開催する経営デザインセミナー＆ワークショップに続き、経営デザインシートを活用した事例をお話します。

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

第11回はむらイブニングサロン 「経営デザインによる自社の展開（仮）」

[日 時] 2019年9月13日（月）13:30－16:00 
[会 場] 羽村市産業福祉センター

（東京都羽村市緑ヶ丘2-11-1）

経済産業省 地域中核企業ローカルイノベーション支援事業

◆ハンズオントライアル 東京エリア（募集企業 6社）

以下のステップで1～2ヶ月間程度のIoTトライアルを行い、専門家支援（最大3回）を通じて、IoT活用に
よるデジタル化の可能性についてプロトタイプによる評価を行うとともにデジタル変革の人材育成を行います。

①STEP1：現場課題確認とトライアル適用モデル検討および機材の選定
②STEP2：トライアルモデルを提案し、IoT機材によるデータ収集を開始
③STEP3：一定期間蓄積したデータの評価とデジタル化への提言

「はじめてのディープラーニング」 産業応用を事例として、人工知能を体感してみませんか！

申込み・問合せ：事務局 八木
Email:info@tamaweb.or.jp TEL:042-631-1140 FAX: 042-631-1124

第2７回ヘルスケア・イノベーション・ワークショップ 「AI実習 人工知能を体験」
（併催：文部科学省地域イノベーション戦略支援プログラム重点プロジェクト第4７回綿貫WG研究会・（一社）首都圏産業活性化協会）

[日 時] 2019年8月28日（水）13:00 － 17:30
[会 場] 埼玉大学 研究機構棟

（埼玉県さいたま市桜区下大久保255）
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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。

製品の付加価値を高める事を目的とし、相模原市の本社工場ではハンカチ・スカーフ、
ランジェリーの刺繍加工をメインに大小ロットの製品刺繍加工（ユニフォーム・ワッペンな
ど）を行っています。また、インクジェットプリントによるプリント加工も行っています。

秋田県の横手営業所では、スポーツ、婦人、子ども、靴、雑貨と幅広いアイテムの各種
刺繍、プリント、二次加工を行っており、企業から個人まで幅広いニーズに応えるで、地域、
社会に貢献することを目的としています。

ユニホーム・繊維製品等のご相談がありましたらお気軽に！

飯田服飾工業有限会社

所在地 神奈川県相模原市緑区鳥屋2661

TEL 042-787-1231 URL http://www.iida-emb.co.jp/

株式会社エーディーシー

所在地 埼玉県比企郡滑川町大字都77-1

TEL 0493-56-4433 URL https://www.adcmt.com/

飯田服飾工業

『7481  8½桁高精度/高確度システム校正用
デジタル・マルチメータ』
7481は8 1/2桁表示で0.01ppmの高分解能を
持つデジタル・マルチメータで直流電圧、電流、
抵抗測定機能を備えています。

プライムテックエンジニアリング株式会社

所在地 東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ﾋﾞﾙ3F

TEL 03-5805-6766 URL http://www.pte.jp

主にCMOS・CCD素子を使用した産業用カメラの開発設計、製造、
販売やFPGAを使用した回路設計やファームウェアの設計開発をしています。

また、画像処理やその周辺機器の開発設計、製造、販売や通信デバイスを
使用した回路や基板設計、製造、販売も手掛けていります。

医療・金融・公共交通機関・ゲーム・FA分野と多岐に使用されており、
常に探求し続ける精神の下、日々新しい技術革新に努めています。

2003年4月にMBO方式により会社独立し、新たに光パワーメーター事業を加え、
会社の使命として「蓄積したアナログ技術を駆使し、更なる発展を目指し、新たなる
世界トップレベルの基本測定技術の開発を行い、汎用測定器の本質を極め社会に
貢献する」を掲げ、お客様に、より信頼され、愛される企業を目指してまいります。

旧タケダ理研工業（現アドバンテスト）で培ったアナログ計測技術を継承発展させ、測定器の開発・製造を事業とし、
試験と計測の分野で社会に貢献してまいりました。

プライムテックエンジニアリング株式会社
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有限会社山内エンジニアリング

所在地 神奈川県相模原市中央区田名2327-2

TEL 042-713-1980 URL https://yama-eng.com/

野村証券立川支店

所在地 東京都立川市曙町2-5-1

TEL 042-524-1111 URL
https://www.nomura.co.jp/branch/branch/
tachikawa.html

当社は従業員6名の小世帯ですが、一人一人の技術スキルが高く金型設計から顧客受渡しまでの全工程を
一人でこなせる「プロ集団」で、お客様からは製品開発目標に対して最短距離のルートを提案できる会社として評
価をいただいています。

野村證券立川支店は皆様のご愛顧のおかげで今年60周年を迎えました。誠に
ありがとうございます。

弊社は全国の上場企業、未上場中堅企業のネットワーク、ならびに70近い大学
や研究機関とのネットワークを通じて、企業の皆様の本業支援に役立つ様々な情
報を提供したり、良きイノベーション創出のパートナーとなることを目指しています。

国内企業のデータ活用を活性化させ、データの経営資源化を実現することで国内産業の競争力を引き上げる
ことを目的とし、以下の活動を行っています。

● データ活用のための基礎研究活動

● データ活用活性化のためのコンサルティング活動

● データサイエンティスト育成のための教育活動 など

金型設計・製作・コンサルタント

有限会社 山内エンジニアリング
YAMAUCHI ENGINEERING CO.,LTD.

一般社団法人日本データビジネス協会

所在地 東京都千代田区一番町9-7 一番町村上ビル3F ＤＡＴＡビジネス株式会社内

TEL 03-6268-9768 URL http://www.databusiness.jp/

発想と技術の融合でプレス加工の新境地へ！

また、3次元測定機や輪郭形状測定機等の量産メーカーと同等の最先端
測定機を導入しており、常にお客様と連動したデータを金型にフィードバックで
きるシステムを構築しています。

一般社団法人日本データビジネス協会



つなぐWa 2019. July. No118

■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）

〒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

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、6月26日(水)、7月11日(木)の2日間、
「採用」「育成」にスポットライトを当て、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？どういう育成をす
れば、社員のレベルが向上するか？などについて学ぶ講座を開催しました。

社員の能力構造を「バリュー・ビジョン・ストラテジー」の自立の三要素から紐解き、人材の潜在能力や
ポテンシャル、ストレス性を測定する「統合型市場価値測定テスト」を実体験。テスト結果の効果的な
活用について学び、経営者と従業員の相互理解ツールとしての可能性を得ることができました。

また参加企業同士で人材採用・育成現場の課題を共有し、相互に参考情報を得ました。

＜参加者の声＞ アンケートより抜粋

・パーソナリティについての考え方が参考になった。

・社員の人材能力開発に向けて、能力構造の理解に努めたい。

・若い人への仕事の考え方について、納得性や意味づけを与えることを実施していきたい。

Event
Report

会報「つなぐWa」は、奇数月に発行し、全会員へ配
布しています。

事業紹介や商品、サービス、取組内容などのPRに有
料広告をご活用ください。

申込み

・発行月の5日までに掲載サイズを指定して、事務局へ
お申し込みください。

・原稿の提出は、発行月の15日までにデータ（jpg、
PDF）でご提供ください。

6月26日（水）・7月11日（水）開催

「つなぐWa」有料広告掲載企業の募集
会員企業の製品・サービスのPRにご活用ください

掲載枠 広告サイズ 料金／回(税別）

①中 1/6 縦9cm×横9㎝ 15,000円

②中 1/3 縦9cm×横19㎝ 25,000円

②中 1/2 縦14cm×横19cm 40,000円

④折り込み広告（A4サイズ）
A4サイズ以上の場合は、40,000円（A4サイズに折って封入）

25,000円

発行部数 約470部

発行時期 原則として奇数月の月末

※発行後、協会公式サイトにpdfとして掲載。


