
一般社団法人首都圏産業活性化協会
事業のご紹介
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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
「経営デザインセミナー&ワークショップ」

一般社団法人首都圏産業活性化協会
(TAMA協会) 事務局長 芳賀 啓一



Greater Tokyo Area

ＴＡＭＡ協会 本部

Greater Tokyo TAMA

■ ＴＡＭＡとは、技術先進首都圏地域(Technology Advanced 

Metropolitan Area)の略で、埼玉県南西部、東京都多摩地区、神奈川県

中央部にまたがる国道１６号線・圏央道の沿線を中心とする地域。

全国有数の産業集積地域であり、製造品出荷額は約10.6兆円（平成28年経済センサス)。

首都圏

首都圏産業活性化協会概要
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1998年関東通商産業局（現・関東経済産業局）

の呼びかけにより任意団体「TAMA産業活性化協議

会」設立⇒地域内のポテンシャルを活かした産業活性

化の道を探るため、企業や大学などの連携を促進する

会員組織 会員数470

多摩地区422万人。神奈川県中央部・埼玉県南西部を
合わせ、約700万の人口規模(2015年国勢調査)

法人
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個人事業主8

大学等
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支援機関・団体
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自治体
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個人会員
コーディネータ
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製造業82%
地域未来牽引企業

23社登録
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企業支援メニュー Support4

産学連携・産産連携支援コーディネート
大学と企業、大手企業と中小企業の連携コーディネート、個別のマッチング、課題・ニーズ提案によるマッチングなど、技術PRレポートを基に実施。

技術探索 技術連携を希望する企業の探索・紹介。

研究会 大学教員を中心とした研究会、医工連携に関する研究会などを行っています。（年間4・5回予定）

ヘルスケア・イノベーションワークショップ（埼玉大学先端産業国際ラボラトリ―／文科省地域イノベーション戦略支援プログラム綿貫WG研究会）

スマートエーイー研究会（次世代超音波応用システムの開発）（電気通信大学連携・会員制） 医療イノベーションフォーラム 分科会（会員制）

産学連携・産産連携支援コーディネート
大学と企業、大手企業と中小企業の連携コーディネート、個別のマッチング、課題・ニーズ提案によるマッチングなど、技術PRレポートを基に実施。

技術探索 技術連携を希望する企業の探索・紹介。

研究会 大学教員を中心とした研究会、医工連携に関する研究会などを行っています。（年間4・5回予定）

ヘルスケア・イノベーションワークショップ（埼玉大学先端産業国際ラボラトリ―／文科省地域イノベーション戦略支援プログラム綿貫WG研究会）

スマートエーイー研究会（次世代超音波応用システムの開発）（電気通信大学連携・会員制） 医療イノベーションフォーラム 分科会（会員制）

イ ノ ベ ー シ ョ ン創出支援

IoT導入支援 IoT導入事例やIoTアプリケーション等を紹介します。

知的財産活動支援 知財権利だけでなく、ノウハウ・ブランド・ネットワークな

ど無形の資産も含めた知的財産を活用した支援を行います。

技術プレゼンによる異業種交流

様々な技術をテーマにしたプレゼンと異業種交流会を行います。

IoT導入支援 IoT導入事例やIoTアプリケーション等を紹介します。

知的財産活動支援 知財権利だけでなく、ノウハウ・ブランド・ネットワークな

ど無形の資産も含めた知的財産を活用した支援を行います。

技術プレゼンによる異業種交流

様々な技術をテーマにしたプレゼンと異業種交流会を行います。

付 加 価 値 向 上 支 援

大手企業と中小企業のマッチング
「技術連携交流会」

課題解決支援 会員企業の個別課題について、解決提案を行います。

補助金等獲得支援 国・都県・自治体の研究開発・設備投資補助
金等の獲得に向けて計画のブラッシュアップを行います。

プロジェクト事業管理 研究開発プロジェクトの事業管理を行います。

ワザ自慢 製品・技術PRレポート作成・情報発信

課題解決支援 会員企業の個別課題について、解決提案を行います。

補助金等獲得支援 国・都県・自治体の研究開発・設備投資補助
金等の獲得に向けて計画のブラッシュアップを行います。

プロジェクト事業管理 研究開発プロジェクトの事業管理を行います。

ワザ自慢 製品・技術PRレポート作成・情報発信

人材育成研修・交流事業 技術経営大学(経営者、実務担当者、新人・中堅社員研修)、その他

人材確保事業 他機関と連携した、学生との交流会・合同企業説明会、インターンシップ受入れ事業などを実施します。

人材育成研修・交流事業 技術経営大学(経営者、実務担当者、新人・中堅社員研修)、その他

人材確保事業 他機関と連携した、学生との交流会・合同企業説明会、インターンシップ受入れ事業などを実施します。

ものづくり現場の寄り添い支援

人 材 育 成
2020

経済産業省 令和2年度
中小企業知財活動支援事業に申請



経産省 令和2年度事業の内容・目的

【事業名】首都圏西部地域における経営デザインシート等の
知的財産活動強化の展開と拡充

• 支援機関が連携し、知財意識の普及啓発と企業内における
知財人材スキルアップをはかる。
• 定量的に評価できる “ものさし” を定め、支援実施前後
のスキルアップ度合いを可視化できるようにする。

• 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を支援する。
• 経営デザインシートを用いる

• 支援活動を通じた「『価値デザイン社会』の実現
～ 夢×技術×デザイン=未来 ～」の啓蒙。
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• 【定義】 本事業における「知的財産活動」とは、「人間の創作的活動により生み出されるもの、商標、
商号その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するものおよび営業機密その他の事業活動に
有用な技術上または営業上の情報。知的財産。」とする。また本事業において、人間の創作的活動に
より生み出されるものや事業活動に有用な技術上または営業上の情報には、企業理念、ビジネスモデル、
組織文化・組織風土等を含むものとする。



自治体、専門機関と連携し、支援体制を構築

事務局、専門家、行政担当者によるチームを構成し、企業を複数回訪問。
「経営デザインシート」と「知財レベルチェックシート」の作成を支援します。

支援事務局

先行企業
(先行事例)

◆首都圏産業活性化協会

支援企業

先行例

東京・埼玉・神奈川
3～5社

Output

●各社の経営デザインシート
●各社の知財レベルチェックシート

地域行政・
商工会議所担当者

地域行政・
商工会議所担当者

◆東京都中小企業診断士
協会三多摩支部

先行例

◆所沢市、八王子市、
羽村市、相模原市

企業への専門コーディネータの派遣、ハンズオン支援に
よる各企業の知財人材育成計画の立案・実施・フォロー

知財活用型中小企業、および知財活用途上型
中小企業候補の紹介・推薦

事業取り纏め、連携機関との調整・企画、知財活用先
行企業および移行企業の選出および支援計画作成・
実施支援、セミナー実施企画（会場手配含む）等

<後援・協力>
◆公益財団法人埼玉県産業振興公社
◆青梅線沿線地域産業クラスター協議会
◆首都圏南西地域産業活性化フォーラム
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経営デザインとは

当協会の
ホームページより
ダウンロード可能

作成企業へのインタビュー動画を
YouTubeにてご紹介

これまでの価値を生み出す仕組みを把握し、ニーズやウォンツに訴求できるこれからの価値
を生み出す仕組みを構築すること。
「経営デザインシート」は、内閣府知的財産戦略推進事務局が推奨する思考補助ツール。



経営デザインシートの普及に向けた取組み
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• 2019年7月 コーディネーター向け勉強会

• 2019年7月 自治体向け勉強会

• 2019年8月 企業向けセミナー&ワークショップ(相模原)

• 2019年9月 企業向けセミナー&ワークショップ(羽村)

• 2019年9月 事例発表 はむらイブニングサロン(羽村)

• 2020年1月 成果事例発表 彩の国ビジネスアリーナ

• 2020年2月 成果事例発表 たま工業交流展

• 2020年3月 成果事例発表会(八王子) ⇒ WEB開催

• 2020年8月4日企業向けセミナー&ワークショップ(所沢)

• 2020年8月27日企業向けセミナー&ワークショップ(羽村)

• 2020年9月18日企業向けセミナー&ワークショップ(相模原)

• 2020年11月 金融機関勉強会(八王子)

• 2021年3月令和2年度・成果事例発表会(八王子)



このあとの流れ
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• 本日 企業向けセミナー&ワークショップ(羽村)
– 講演 経営をデザインする 新日本監査法人 関大地先生より (～16:30頃まで)
– 事例発表 池田製作所池田社長、電子制御国際中村社長より (～17:00頃まで)
– アンケート ※重要

• Zoomでご参加の方 ブレイクアウトセッション機能を活用した「個別面談」をご希望の方
は、お申し付けくださいませ。 コーディネーターとの面談ルームへご案内します。

第一部 第二部 第三部

アウトプット

講演「経営をデザインする」 事例発表 ワークショップ

• アンケート結果を元に、事務局・自治体・専門家にて支援先企業を選定。
• 埼玉・東京・神奈川から各1社以上、計15～20社程度を対象に専門家を派遣。
• 2021年3月 成果発表会(八王子で開催を予定)

インプット

集合研修は第二部まで

以降は流れ解散
といたします。
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本日は、よろしくお願い申し上げます。


