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OUR CORE “Center Of Clusters”

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

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



令和2年度事業計画

・NEO TCS事業（技術連携交流会、リアルタイム交流会）

・地域企業イノベーション支援事業(SQOL)

・各種研究会（地域イノベ重点プロジェクト 綿貫WG、鎌倉WG、久
保田WG）

・NEO TCS事業（技術連携交流会、リアルタイム交流会）

・地域企業イノベーション支援事業(SQOL)

・各種研究会（地域イノベ重点プロジェクト 綿貫WG、鎌倉WG、久
保田WG）

イノベーション創出支援

・知的財産活動支援事業

・IoT導入支援

・経営課題解決支援事業

・知的財産活動支援事業

・IoT導入支援

・経営課題解決支援事業

付加価値向上支援

・地域企業イノベーション支援事業(IoT)
・研究開発支援事業（補助金獲得支援）
・個別企業支援事業
・戦略的基盤技術高度化支援（サポイン）事業管理

・地域企業イノベーション支援事業(IoT)
・研究開発支援事業（補助金獲得支援）
・個別企業支援事業
・戦略的基盤技術高度化支援（サポイン）事業管理

・新入社員研修 ・技術経営大学

・シニア個別マッチング事業

・新入社員研修 ・技術経営大学

・シニア個別マッチング事業

ものづくり現場の寄り添い支援

人 材 育 成

2020



令和2年度事業計画

・イベント・展示会への出展 ・交流会等の開催

・自治体地域産業政策勉強会の開催

・大学・金融機関とのネットワーク強化・拡大

・イベント・展示会への出展 ・交流会等の開催

・自治体地域産業政策勉強会の開催

・大学・金融機関とのネットワーク強化・拡大

ネ ッ ト ワ ー ク 強 化

・狭山市：中小企業経営支援相談

・羽村市：連携構築・強化支援

(JST受託事業)

(中小機構受託事業)

(経営課題解決支援事業)

・狭山市：中小企業経営支援相談

・羽村市：連携構築・強化支援

(JST受託事業)

(中小機構受託事業)

(経営課題解決支援事業)

受 託 事 業



NEO TCS（ TAMA Collaboration Square 技術連携スクエア）

①技術連携交流会・ソリューション提案交流会・リアルタイム交流会の開催
②中小企業基盤整備機構と連携 「J-GoodTech」特設サイトの活用

・大企業が面談したい中小企業を指定。
・研究開発ニーズを中小企業、
大学に提供。

大学が保有する研究開発シーズを
大手企業・中小企業に提供。

⚫大学技術工房：
⚫約600件

・ライフイノベーション
・グリーンイノベーション
・基盤技術分野

⚫技術ＰＲ
レポート
：約1,700社

技術連携交流会
ソリューション提案交流会

中小企業が保有する
技術により、
課題の解決を提案。

イノベーション創出支援

ものづくり補助金(ビジネスモデル構築型)に予算申請「JST新技術説明会」の運営(落札)

オンラインツールを組み合わ
せた交流会を企画



受託事業 JST「新技術説明会」

国立研究開発法人科学技術振興機構（以下、「JST」）が実施する「新技術説明会」の運営、事後フォローを
を通じて産学連携の案件創出に寄与。

5月以降 毎週火曜、木曜に実施 年60回

小計（税抜） 13,652,753 円
消費税等 1,365,275 円
総計（税込） 15,018,028 円

にて落札

⇒ 新型コロナの影響により、8月までの
開催分(22回)については中止が決定

受 託 事 業

収入1358千円 支出：300千円 （Cd謝金）

発表課題に係わる追跡調査 528,000円
成果事例に関するヒアリング調査 825,000円
については、先行実施することでJSTと合意



受託事業 JST「産から学へのプレゼンテーション」
「オープンイノベーション・チャレンジピッチ」 (R1 ご参考)

国立研究開発法人科学技術振興機構（以下、「JST」）が実施する企業から研究者に対してプレゼンテーション
を行なうイベントの運営を受託。また過去開催のフォローとして産学共同研究に関するヒアリング調査事業を受託。

大手・中堅企業が、研究開発に係わる企業のニーズや共同研究分野・課題を、大学や研究機関に伝え
る場を提供し、大学や研究機関から解決へ向けたシーズ・研究者情報を提案する事業。本事業を地方
において開催。また過去参加した大手・中堅企業のフォローヒアリング調査を実施。

①「産から学へのプレゼンテーション」地方開催に掛かる運営

実施内容：プレゼン企業の探索・調整、参加者募集および申込み受付管理、当日の運営等
<地方開催> 第1回 11月@岡山、 第2回 12月@札幌、

第3回 1月@大阪、第4回 2月@熊本

②産学共同研究に関するヒアリング調査

実施内容：過去プレゼン企業へのフォローヒアリング調査

③「オープンイノベーション・チャレンジピッチ(※)」の運営
【第1回】2019年 7月 8日（月）13:30～18:00
【第2回】2019年11月5日（火）13:30～18:00
【第3回】2020年 2月21日（金）13:30～18:00

開催場所 JST東京本部別館1Fホール（東京都千代田区五番町7 Ｋ’s五番町）
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

受 託 事 業

※ 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OI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、OI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す。



①地域イノベ重点プロジェクト 綿貫WG
（併催：埼玉大学先端産業国際ラボラトリー ヘルスケア・イノベーション・ワークショップ）
テーマ：ヘルスケア・イノベーション」をテーマにしたワーキンググループ
座長：埼玉大学先端産業国際ラボラトリー 所長 綿貫 啓一氏
開催回数：年間10回程度

②地域イノベ重点プロジェクト 鎌倉WG
テーマ：次世代超音波応用システムの開発
座長：電気通信大学産学官連携センター 客員教授 鎌倉 友男氏
開催回数 年間4回程度

➂地域イノベ重点プロジェクト 久保田WG
テーマ：ロボット、AI、ユーザーインターフェース
座長：東京都立大学 システムデザイン学部 機械システム工学科 システムデザイン研究科

機械システム工学域 教授 久保田 直行氏
開催回数：年間4回程度 (10月 システムデザインフォーラム開催)

各種研究会 イノベーション創出支援

収入：－ 支出：---



個別企業支援

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、専門支援機関等の紹介等により、個別支援を実施。

会員企業

個別課題の相談

企業・大学の紹介
マッチングコーディネート

施策等の情報提供・
活用支援

事務局

専門支援機関等の紹介

SDGsオープンイノベーションプラットフォームジェグテック
オープンイノベーションマッチングスクエア(OIMS)

ものづくり現場の寄り添い支援

付 加 価 値 向 上 支 援

経営デザインシート作成支援例

イノベーション創出支援

大手企業
開発部門



経営デザインシートの作成例(見本)

「中小企業知財レベルヒアリングシート」(見本)

令和2年度中小企業知財活動支援補助事業
付加価値向上支援

収入：3429千円（1/2 補助金申請） 支出：7359千円 （人件費、コーディネーター謝金等）

経営デザインシートの作成支援を行なうとともに、知的財産活動強化の展
開と拡充を図る。行政担当者とともに地域の企業を訪問し、「経営デザイン
シート」と「知財レベルチェックシート」を作成

採択



スマートQOLの実現に向けた有望企業群の新事業創出に資するオープンイノベーションを活用した一環支援
ネットワークの構築

本事業では、東京圏近郊地域を含む4社前後の地域有望企業群および成長余力企業を対象に、未病・ヘルスケア・スマートQOL
（SQOL）分野での新事業創出に向けた一貫支援のネットワークを構築する。具体的には、大学等との連携によるマーケットリサーチ、
事業戦略策定のハンズオン支援、研究開発支援、試作評価量産支援、オープンイノベーションを活用した施策展開、関係団体との連
携による販路開拓支援を実施。コーディネーターが各ステージを超えて一貫支援することで新事業創出の効率化を図るとともに、各ス
テージの支援ノウハウを複数プロジェクトで共有することで支援力の強化を図り、支援企業の売上向上と「稼ぐ地域づくり」を実現する。
オープンイノベーションでは、J-GoodTech(ジェグテック)・オープンイノベーションマッチングスクエア（OIMS）等のWEBツールの活用により
成長余力企業の参入機会を広げるとともに、リアルマッチングを融合させる。

地域企業イノベーション支援事業 ②

プロジェクトの必要性・アピールポイント

【狙い】有望企業群の未病・ヘルスケア・SQOL分野での新事業創出に係る一
貫支援

プロジェクト概要及び目標

支援計画
①有望企業群の未病・ヘルスケア・SQOL分野新事業にお

ける事業戦略作成および研究開発支援（ハンズオン支援、
大学研究連携）

②ジェグテック・OIMSを活用した新事業における体制整
備（オープンイノベーションによるマッチングコーディ
ネーター）

③新事業創出のための販路開拓
④ SQOLニーズの深堀および成長余力企業の参入機会創出

地域の支援体制の強化
支援ネットワーク開催(地域企業群の成長ステージ毎に見
合った支援を実施)

【支援機関】中小企業基盤整備機構

【有望企業群】ソーケンメディカル、山陽
精工、アドテックス、常光

【大学・研究機関】(地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)、東京
都立大、埼玉大学、さいたま市、(公財)さいたま市産業創造財団

大手医療機器・ヘル
スケア企業

技術連携交流会
リアルタイム交流会を
通じた体制整備

「ワザ自慢」PRレポート企業
Webマッチング

事業戦略 研究開発 体制整備 販路開拓

総合的なイノベーション支援（ノウハウ提供等）

ものづくり現場の寄り添い支援

イノベーション創出支援



首都圏西部地域のコネクテッドインダストリーズに取り組む地域企業群の生産性向上、付加価値向上に向けた
支援ネットワークの構築

本事業では、首都圏西部地域のものづくり有望企業群の生産性向上、付加価値向上の課題と、IoT・AI・5G等の先端技術を
保有しコネクテッドインダストリーズに取り組むスタートアップ有望企業群の事業基盤強化を目指し、IoT分野で実績のある先行企業、
業界団体、公設試、大学等と支援ネットワークを組成し、ものづくり企業群の実態調査を踏まえた最適支援策の構築、テクノロジー
有望企業の選定、試験導入、評価・検証を支援。ものづくり企業群の持続的利益体質強化、実時間生産性/スループット向上、
スタートアップ企業の新製品開発、売上向上、利益向上につなげることを目指す。

地域企業イノベーション支援事業 ①

プロジェクトの必要性・アピールポイント

【支援団体】産業オートメーションフォーラム(IAF )、Node-RED日本
ユーザ会、地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC) (、武州工業
(株)、東京都立大、青梅商工会議所、西武信用金庫

(株)池田製作所
(株)イチカワ
(株)クボプラ
(株) NISSYO

FAプロダクツ
中央電子

売上UP
事業基盤強化

生産性向上
付加価値UP

ものづくり
有望企業群

テクノロジー
有望企業群

複数専門家協議による
最適支援策の構築

デジタル化のよい流れをつくるための3つの活動
・デジタル化資源の充実（Node-RED準拠デバイスの拡大等）
・デジタル化PoCの推進（ハンズオントライアルによる検証支援）
・デジタル化導入後の支援（データアナリシスのリアル活用支援）

プロジェクト概要

支援計画
①中小製造業に特化したデジタル化ニーズとシーズの効果

的融合/導入5件
②支援ネットワークによるハンズオンでAI/IoT等デジタル

データ活用による生産性向上計画と実行/計画書作成5件
③コネクテッドものづくり企業へのPoC（概念実証）、デ

ジタル化情報/リテラシー高度化のための支援

地域の支援体制の強化
・エッジIoT普及導入支援による生産性向上、ネットワー
ク会議の開催等

ものづくり現場の寄り添い支援

イノベーション創出支援



中小ものづくり高度化法の計画認定または地域未来投資促進法の計画承認を受けた中小企業が、
大学・公設試等と連携して行う研究開発、試作品開発及び販路開拓等を支援。
計画策定・申請内容のブラッシュアップおよび事業管理を実施。

戦略的基盤技術高度化支援（サポイン）事業管理 ①

①テーマ：複合技術を活用した高性能で多様性に富む搬送ロールの開発

・研究等実施機関:株式会社ハイメックス（東京都東大和市）、国立大学法人東京大学

・研究開発期間：平成30年度～令和2年度 収入：22,500千円
（関東経済産業局）

支出：22,036千円
（実施機関設備購入費、人件費等）

申請中

ものづくり現場の寄り添い支援

②テーマ：脱着可能な小型基準電圧源を用いた校正（運用）コストを低減させる高精度電子計測器の研究開発

・研究等実施機関：株式会社エーディーシー（埼玉県比企郡）

・研究開発期間：平成31年度～令和3年度

➂テーマ：圧倒的な高品質・低価格を実現するプレス複合深絞り技術を具現化した汎用プレス機用金型の開発

・研究等実施機関：有限会社山内エンジニアリング（神奈川県相模原市）、国立大学法人電気通信大学

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

・研究開発期間：平成31年度～令和3年度

収入：37,557千円
（関東経済産業局）

支出：36,997千円
（実施機関設備購入費、人件費等）

収入：29,999千円
（関東経済産業局）

支出：29,667千円
（実施機関設備購入費、人件費等）

前
年
度
か
ら
の
継
続
案
件

令和2年度 新規案件 4件
収入1200千円(採択1件につき) 支出： - - -円



サポイン事業管理機関について協会の方針

• 原則として、協会会員であることが前提
• 申請前の無料相談は原則3回まで
• 現在採択されているハイメックス(H)、山内エンジニアリング(Y)、エーディーシー(A)については、

従来通り継続フォローをする
• 新規採択案件は、1件ないし2件を想定
• 中小機構、TAMA-TLOと連携を図り、サポイン申請までの支援を行なう
• 応募倍率から逆算して、協会としての申請件数は3件(多くても5件)に絞る
• 採択された案件については、事務委託費として15万円/月を申し受けることに合意いただく

正/松本、副/横山H

正/堺、副/古森Y

平成30年度 令和元年度 令和2年度

補助員は笠井がYとAのプロジェクトを担当

正/堺、副/古森A

令和3年度

新
1

令和2年度の新規申請案件4社については
合意済

正/堺、副/未定

R2以降の採択案件は
事務委託費として15万円/月を申し受ける

新
2

新
3

ハイメックス

山内エンジニアリング

エーディーシー

新
4



コロナウイルス
問題の収束時
期により検討

技術経営大学

令和2年度は、次世代トップリーダー経営スクール、新人研修の他に、生産
管理講座、専門講座等を、計5回(7月・9月・11月・12月・2月)実施。

収入：900千円（参加費） 支出：320千円 （会場費、講師謝礼等）

人 材 育 成

1～3月10～12月7～9月4～6月

新人研修
5/13～22
オンライン研修を開催

生産管理

専門講座

次世代
リーダー

賀
詞
交
歓
会

新人研修と次世代トップリーダー事業を除く

総
会
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■生産管理・専門講座スケジュール

開催時期 7月 9月 11月 12月 12月 2月

テーマ

工場レイアウト設
計の進め方

『生産性向上』と
『人材育成』を両
立する 「新モノづく
り時代の工場経
営」

モチベーションを上
げる部下育成の方
法

儲かるためのヒトづ
くり 『意欲的次世
代のモノづくり』

生産管理講座＆
工場視察
（野長瀬会長）

工場マネジメントで
進める ヒューマンエ
ラー撲滅

講座概要

将来投資としての
工場戦略をレイア
ウト設計から習得。
・講師の豊富な体
験にもとづく具体的
なノウハウを提供。

製造業を取り巻く
環境は激変し、こ
れまでの生産性向
上や人材育成の
方法では今後の難
局を乗り切るのは
難しい状況にある。
『今後求められる
工場経営のあり
方』について事例を
交えてご紹介。

パワハラのない職場
実現による生産性
の向上』。
2020年6月の法
制化に向けて取組
むべき課題を明確
にし、潜在リスクの
低減を図れます。

厳しい環境下でモ
ノづくりを変え、利
益を創出するため
には、主体的に活
動できるモチベー
ションの高いヒトづく
りが必要不可欠で
ある。

ものづくり現場の生
産管理全般に関す
る講座と企業視察
を2日間に分けて
実施。

なぜヒューマンエラー
が起こるか。製造
品質は作りこめ。す
ぐにできるヒューマン
エラー撲滅策などに
ついて解説。

講座時間
13:30～16:30 13:30～16:30 13:30～16:30 13:30～16:30 講座：9:30～16:30

視察：13:30～16:30
13:30～16:30

参加対象者
経営者・経営幹部
工場設備責任者

経営者・経営幹部

参加費
会員：¥10,000
非会員¥12,000

会員：¥10,000
非会員¥12,000

会員：¥10,000
非会員¥12,000

会員：¥10,000
非会員¥12,000

会員：¥20,000
非会員¥25,000

会員：¥10,000
非会員¥12,000

参加者数目標 20名 20名 20名 20名 30名 20名

※テーマはテクノ経営社の講座メニューより選定（テーマが決まれば講師はアサイン可能、謝金は協会規程に準拠で可能）
※中小企業大学校や他社との連携講座も検討し差替える可能性あり。



技術経営大学 合同新入社員研修

「仲間意識」「連携」「相互信頼」をテーマに、社会人としてのマナー・コミュニケー
ション力の育成と「地域の同期」関係を構築。

対象：2020年度(令和2年度) 新入社員～社会人3年目までの方
日時・会場：5/13(水)～22(金)にzoomオンラインで開催

カリキュラム
【１】社会人の心得・

プロフェツショナル人材への第一歩
【２】ビジネスマナー

（挨拶・電話対応・名刺交換・SNS他）
【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
【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）

【５】今後の目標設定

収入330千円（参加費） 支出：273千円 （講師謝礼、会場賃借料等）

人 材 育 成

講座テーマ 受講料/1名 開催日 時間 講師

①ビジネススタンス 4,500 円 5月13日(水) 13:00～16:00 ㈱KIBI

②ビジネスマナー 4,500 円 5月14日(木) 13:00～16:00 ㈱KIBI

③ビジネスコミュニケーション 1 4,500 円 5月15日(金) 9:30～12:30 ㈱KIBI

④ビジネスコミュニケーション 2 4,500 円 5月15日(金) 13:30～16:30 ㈱KIBI

（機微力検定受験推奨日） 6,050 円 5月18日(月) ー ー

⑤メンバーシップ：KIBI理論 1 4,500 円 5月19日(火) 13:00～16:00 ㈱KIBI

⑥メンバーシップ：KIBI理論 2 4,500 円 5月20日(水) 13:00～16:00 ㈱KIBI

⑦ロジカルthinking 4,500 円 5月21日(木) 13:00～16:00 ㈱KIBI

⑧ものづくり基礎講座 4,500 円 5月22日(金) 13:00～16:00 横山CD

⑨目標設定（通しで参加した方へ
のサービス講座）（リアル交流）

ー 後日検討 後日検討 ㈱KIBI

全講座パッケージ料金： 37,000 円（税込）



技術経営大学 次世代トップリーダー育成講座企画

目的と狙い ・今後、首都圏西部地域で中核を担う若手経営者や経営幹部・経営候補者を対象に、サステナ
ブルな経営を考え、トップリーダーとして必要な資質を得るためヒントや知識の取得、ネット
ワーク形成を目的とする。

・一般公募ではなく、自治体・金融機関や会員企業からの推薦などにより参加者を選定。「選ば
れた」メンバーの会とし、プライドと秘密保持関係を持って切磋琢磨できる関係とすることを狙う。

開催概要 ・原則2か月に1回定例会（年6回）

開催時間 17:00～21:00
先輩経営者等講演（1h）・参加企業プレゼン（3社/45m）・交流会（2h）

・海外視察（年1回）

※ニーズにより、隔月で知識習得のための勉強会等も合わせて開催。（任意参加）

・対象 若手経営者、経営幹部・経営候補者

・定員 初年度15人（翌年度以降は毎年度追加）

・年会費 30,000円

・参加費 参加の都度参加費（飲食費）を徴収

世話人

事務局

世話人：高橋一彰（副会長／株式会社industria代表取締役）

事務局：芳賀
参加者募集、世話人との調整、先輩経営者・講師調整、会場手配、開催リマインド等

収入720千円（参加費） 支出：654千円 （講師謝礼、会場賃借料等）

人 材 育 成



会員交流会を定期的に開催し、会員が気軽に集まり交流し、協会活動への期待と参画につな
げることを目的とする。

また新規入会会員や協会事業への参画が少ない企業には、プレゼン機会として場を提供し、
企業の広報周知を支援するとともに、積極的に会員と交流できるよう支援することで、協会活
動への期待を高めることを狙う。

会員が参加しやすいよう、埼玉・東京・神奈川の各エリアで、1か月～1か月半に1回程度、順
番に開催する。 今年度はコロナウイルス感染拡大防止の観点から、Zoomオンラインで開催

会員交流会の開催 ネ ッ ト ワ ー ク 強 化

コロナウイルス
問題による緊
急事態宣言の
ため、Zoomオ
ンラインで開催

収入：120千円（参加費） 支出：120千円 （会場費、講師謝礼等）

1～3月10～12月7～9月4～6月

つなぐWa
セッション

賀
詞
交
歓
会

総
会新都心

イブニングサロン

技術連携交流会

Zoomオンラインミーティング



自治体地域産業政策勉強会

埼玉県・東京都・神奈川県の自治体産業振興担当者を対象とした勉強
会を開催し、自治体および当協会とのネットワーク強化を図る。

収入：－ 支出：－

ネ ッ ト ワ ー ク 強 化

第1回 2019年2月21日 羽村市生涯センターゆとろぎ 参加自治体数：16

自治体産業振興施策とネットワーク、関東経済産業局施策 協力：関東経済産業局

第2回 2019年5月24日 （株）さがみはら産業創造センター(SIC1,2) 参加自治体数：17

・相模原市の産業政策、ロボット関連施策、SICの支援活動 ・ロボットセンター見学＆SIC内見学
協力：相模原市、株式会社さがみはら産業創造センター、関東経済産業局

第3回 2019年7月19日 新都心ビジネス交流プラザ 参加自治体数 11

経営をデザインする ～ 経営デザインシートと知財のビジネス価値評価 ～（内閣府 知的財産戦略推進事務局）
協力：相模原市・羽村市、関東経済産業局

第4回 2019年10月25日 SKIPシティ内 産業技術総合センター 参加自治体数 14

川口市の産業支援施策について、川口市市産品フェア2019見学（市内企業の紹介）
協力：川口市、関東経済産業局

第5回 2020年2月13日 綾瀬市保健福祉プラザ 参加自治体数

綾瀬市の産業振興施策『企業との関係づくり・聞き取りから事業化』、企業訪問 斎藤樹脂工業、地域産業振興を考えるデータ
活用ディスカッション
協力：綾瀬市、関東経済産業局



大学・金融機関とのネットワーク強化・拡大

①大学とのネットワーク強化・拡大

•産学連携セクションだけでなく、キャリアセンター等就職支援セ
クションとの関係を構築。各大学の就職支援状況についての情
報を整理し、会員企業とのマッチングを目指す。

•会員大学のみならず、非会員大学とのネットワークも強化し、
入会促進につなげる。

②金融機関とのネットワーク強化・拡大

• 政府系金融機関、地域金融機関とのネットワークを強化・拡大。

• 地域金融機関職員を対象とした勉強会の開催。 (6月、10月)

収入：160千円（参加費） 支出：136千円（出展料・通信運搬費等）

大学、金融機関とのネットワーク強化・拡大に向けて、訪問と情報収集、連
携事業の提案を行う。

ネ ッ ト ワ ー ク 強 化



収入：990千円（狭山市） 支出：721千円（人件費・交通費等）

受託事業 狭山市：中小企業経営支援相談

狭山市中小企業の市場競争力を高めるため、個別の相談・指導を実施。

実施内容：
（１）新製品開発、既存製品の改良に関する技術指導
（２）産学官連携の仲介
（３）公的助成金の紹介、手続きの指導
（４）特許出願の手続きの指導
（５）その他経営に関する総合的な指導

実施方法：協会事務局のコーディネーターが、狭山市役所とともに市内企業を訪問し、
相談・指導を実施。

受 託 事 業



受託事業 羽村市：連携構築・強化支援

収入：2,000千円（羽村市） 支出：1,818千円（講師謝礼、人件費、Cd謝金等）

技術にプライドを持つ企業家・大学教員がプレゼンを行い、プレゼンを聴いた
意欲的企業家達とのマッチングを目指した異業種交流会「はむらイブニング
サロン」、ならびに「マーケティングセミナー(3回シリーズ)」の企画運営。

実施内容：はむらイブニングサロンの企画運営(年7回)
マーケティングセミナー(3回シリーズ)

開催場所：羽村市産業福祉センター（予定）

参加者：羽村市内企業・羽村市外企業、
大学研究者、コーディネーター

テーマ案：SDGs実践事例、産学連携事例等

受 託 事 業



事務局体制について

事務局長

事業企画 企業支援 委託事業 総務管理

経営企画
事
務
局
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン

行政コミュニケーション

協会職員

自治体職員

協会・自治
体職員

補助金計画BU

羽村市委託

企業支援委託

連携マッチング

情報提供

サポイン事業管理

自主事業

委託事業

会員支援

補助金等活用

狭山市委託

JST委託

中小機構委託

人材マッチング

技術連携交流会

会員交流会

凡例 ※枠付きは収入あり。枠無は収入なし。

ものづくり補助金(BM構築型)

技術経営大学 知的財産活動支援事業


