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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

沿線を中心とする地域のことです。

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、「TAMA産業

活性化協議会」（任意団体）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
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ビジョン・ミッション

金

官

産

学

民 支援機関

1998～2002 第一期 ネットワーク形成

2003～2007 第二期 研究開発・新事業創出

2008～2012 第三期 環境ものづくり

2013～2017 第四期 TAMAエコクラスター

2018～2020 第五期 コネクテッド・インダストリーズ

2021～2025 第六期 中期計画アクションプラン

協会のビジョン



金融機関様との連携事例（産学官金連携の具体的実践）

①
地域の政府系金融機関ならびに地域金融機関行員を対象した勉強会を
年2回程度開催する。横断的に学べるテーマや、持ち回り企画等で運営し、
工場見学等の企画も盛り込む。

②
取引先企業へ専門家派遣をし、企業のPRレポートを作成。
技術ネットワーク、オープンイノベーションプラットフォームに参画。
ビジネスマッチングイベントの共同開催

③
取引先企業へ専門家派遣をし、事業評価および個別・専門的支援
130人の専門家集団（TAMAコーディネーター）から的確な専門人材を
派遣することで、個別具体的な課題解決につなげる。

④
共催によるセミナー、ワークショップの開催、継続してハンズオン支援を行なう
ことにより、上記②の価値評価にもつなげることが可能

⑤
企業交流や公的資金説明を目的とした交流イベントやシンポジウム等の共
同開催

⑥ ビジネスプランコンテスト・表彰事業への協賛

⑦ 人材交流による企業支援実践人材の育成

ビジネスプランコンテスト、表彰制度への協賛

交流会の共同立ち上げ、シンポジウム等の共催・後援

事業評価制度事業

研修人材の受け入れ

取引先への支援強化、共同イベント等によるネットワーク拡大を目的に事業連携
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技術ネットワークへの参画（技術PRレポート作成）

経営デザインセミナーワークショップ

ビジネスマッチングイベントの共同開催

金融機関行員を対象とした勉強会の開催



①金融機関行員を対象とした勉強会の開催
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• 受講対象者・・・金融機関行員

• 実施内容 「経営デザインシート」を活用した中小企業支援の事例紹介 (約2時間)

<流れ>

2020年度 2021年度

8月22日(木) 11月 7月 10月

テーマ案 コロナ禍における地域金融機関
の取り組み
※コアメンバーの会

ポストコロナを見据えた
価値デザイン社会の実現

募集中 募集中

会場 八王子市新産業開発・交流センター
※感染拡大防止のため、リモート参加を併用し会場は定員15名まで

商工中金 八王子支店
(予定) ※新型ウイルスの状況により検討

日本政策金融公庫 立川支店
(予定) ※新型ウイルスの状況により検討

内容 参加メンバー自己紹介
(15～20分)

野長瀬会長より講演
(60分)

2021年度のテーマを持ちまわり

で企画する、または横断チームを
構成して事務局がサポートする

参加メンバー自己紹介
(初参加の方を中心に)

前半 (75分)

中小企業において知財を如何に
経営に活かすか
～金融機関の役割～

後半 「経営デザインシートを活
用した」TAMA地域における支援
の事例について (60分)

対象 会員金融機関において、産業振
興、産学官連携等をミッションに
活動している方

左記メンバーに加え、各金融機
関の支店において、地域振興に
取り組んでおられる方

参加費 5,000円/人 ※懇親会なし
定員15名＋zoomは何人でも可

5,000円/人 ※懇親会なし
アンケート結果を元に判断

定員15名＋zoomは何人でも可

5,000円/人
定員20名

5,000円/人
定員20名

首都圏地域の政府系金融機関ならびに地域金融機関行員を対象した勉強会を年2回程度開催す
る。横断的に学べるテーマや、持ち回り企画等で運営し、工場見学等の企画も盛り込む。

ネ ッ ト ワ ー ク 強 化



➢ 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

事業概要・目的 昨年度の成果

➢ 埼玉県1社、東京都4社、神奈川県1社の「経営デザイン」先行
例をヒアリングし、「経営デザインシート」に表現した。

➢ これを参考に、7月〜9月に自治体・Cd41人、企業43人を対
象に経営デザインセミナーを開催し、埼玉県2社、東京都6社、
神奈川県2社を対象に「経営デザインシート」と「知財レベルスキ
ルチェックシート」を作成した。

➢ 作成にあたり、支援企業の立地自治体(狭山市、所沢市、八王
子市、青梅市、羽村市、日野市、相模原市) が企業訪問に同
行し、経営デザインシートによる企業支援のスキル向上を図り、
地域と一体となり経営デザインシートを広める活動に取り組んだ。

＜メディア掲載状況＞
・2019年8月7日付 日刊工業新聞
「ＴＡＭＡ協会、29日と来月13日に経営デザインセミナー」
・2019年8月13日付 日本経済新聞
「ＴＡＭＡ協会、中小企業の無形資産活用支援」

事業者：一般社団法人首都圏産業活性化協会
連携機関：一般社団法人東京都中小企業診断士協会三多摩支部、

所沢市、羽村市、八王子市、相模原市

経営デザインセミナーの開催 経営デザインシートの作成例(見本)

【事業イメージ（図)】

④経営デザインセミナー、ワークショップの共同開催
(令和2年度 経済産業省 中小企業知的財産活動支援事業に採択)

「中小企業知財レベルヒアリングシート」(見本)



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 企業向けセミナー&ワークショップ(所沢)

• 2020年8月 企業向けセミナー&ワークショップ(羽村)

• 2020年9月 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) ※本日

• 2021年3月 成果事例発表会(八王子)
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SDGs（Sustainable Development Goals／持続可能な開発目標）の取り組み

首都圏産業活性化協会は、持続可能な社会実現のためSDGsの
取り組みを推進していきます。

女性研究者や女性技術者、外国人材の
社会活躍を支援します。

DXを推進し、IoT、AIを活用して生産性向上と新事業創出を促進します。

研究会や交流会、オープンイノベーションによるビジネスマッチングなどを通じて、産学連携、産産
連携を促進し、技術革新を促進します。

産学官金ネットワーク、産業支援機関や専門家によるエコシステムにより、中小企業の活性化に
向けて地域に根付いた活動を行います。



一般社団法人 首都圏産業活性化協会
（ＴＡＭＡ協会）

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

Tel： 042-570-3481 Fax： 042-570-3482
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E-mail    info@tamaweb.or.jp

Technology Advanced Metropolitan Area
http://tamaweb.or.jp

協会からのお知らせ、事業開催状況報告 協会イベント事業のお知らせ 企業インタビュー等


