
事業のあらまし
一般社団法人首都圏産業活性化協会
TAMA協会 Technology Advanced Metropolitan Area

令和 2 年度



1 ■ 第五期3ヵ年計画の振り返り

5

5

8

9

10

11

14

■ イノベーション創出支援

産学連携・産産連携支援

展示会マッチング促進支援

科学技術振興機構と連携した産学連携支援

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業

地域イノベーション戦略推進事業（首都圏西部スマートＱＯＬ技術開発地域）

連携促進の取組（異能vationプログラムネットワーク拠点、J-GoodTechヒアリング調査）

15

15

18

19

■ 付加価値向上支援

知的財産活動支援事業（経営デザインシート）

ジャッキー柴田のマーケティング講座

個別支援事例（東京都IoT共同研究プロジェクト採択、CEマーキング取得支援）

20

20

23

■ ものづくり現場の寄り添い支援

研究開発支援事業（競争的資金獲得支援）

補助金・助成金説明会、個別相談会の開催

24

24

25

25

26

27

27

28

■ 人材確保・育成支援

技術経営大学 「２０年、３０年先を見据えた工場レイアウト設計技術」講座

生産技術研修講座

特別企画 野村証券様共催企画「M＆A思考のススメ」

合同新人研修（オンライン研修）

2021年入社対象者の為の内定者フォロー研修（オンライン開催）

経営デザインシートを活用した中堅社員研修

次世代トップリーダー育成講座

29

29

29

29

■ 他機関との連携

コニカミノルタ株式会社

独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

30

30

30

30

■ 情報ネットワーク事業

会報「つなぐWa」

ホームページによる情報提供

情報別メーリングリストの運用による効果的な情報提供

31

31

32

32

33

■ 交流会の開催

つなぐWa Session Online meeting

新都心イブニングサロン

はむらイブニングサロン

南西フォーラム（首都圏南西地域産業活性化フォーラム）

34 ■ ＴＡＭＡコーディネータ制度

35

35

36

37

37

■ 地域との交流

自治体地域産業政策勉強会

金融機関勉強会

自治体等との連携

国内支援機関等との交流

38 ■ データでみるＴＡＭＡの推移と現状

40 ■ 年表

41 ■ 沿革

目 次



第五期3ヵ年計画の振り返り

Ⅰ 第五期3ヵ年 ビジョン／ミッション／数値目標

第五期中期計画では、時代の急速な変動と共に当協会を取り巻く事業環境が大きく変化するな
か、これまでの5ヵ年計画から3ヵ年計画とし、以下のとおり「ビジョン」「ミッション」「数値
目標」を掲げ、「アクションプラン」に関しては毎年見直すこととし、協会関係者が共有し、実
践に努めました。

これまでに培ってきた産学官金のネットワーク、そしてビジョンとミッションを基に、より多
くの人びとを巻き込むインフルエンサーとして、また、様々な人や情報をつなぎあわせるゲート
キーパーとして、協会の会員や地域の皆様に新たな感動を生み出し成長を支援しました。

このようなつながりや支援によって、ビジネス機会と人財が集まり、結果として成果の伴った
連携、企業売上高の増加に貢献し、さらにはこの貢献によって協会の会員を増やし、将来にわた
って安定して会員や地域の期待に応えていきます。

【 第五期 ビジョン 】

【 ミッション 】

■コネクテッド・インダストリーズ

産学官金でひと・もの・ことのつながりを推進し、ビジネス機会と人財が
集まる場を形成する。

■産学官金が協働して、超スマート社会（Ｓociety5.0）が生み出す
新たなビジネスに参入して飛躍する企業が絶えず生まれる地域とする。

【 数値目標】

■2018年度～2020年度の3年間で次の件数を達成する。

技術連携・受発注連携に至った件数……100件

■2018年度～2020年度の3年間で

2017年度対比20％増加を目指す。

■2018年度～2020年度の3年間で

2018年3月対比、60会員増やす。

■ものづくり現場に寄り添い、AI、IoT、ビックデータなどを駆使して製品を
つくり出し、人とのつながりによる多くの知恵で、ビジネス機会に結びつける。

①連 携 数

②売 上 高

③会 員 数
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掲げた 「ビジョン」「ミッション」を実現するために、4つの施策（Support4）を
「アクションプラン」として実施しました。
また、この4つの施策を実施することで、3年後の「数値目標」の達成を目指しました。
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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開催。
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

産学官金で、ひと・もの・ことのつながりを推進し

ビジネス機会と人財が集まる場を形成する

コネクテッド・インダストリーズ

IoT導入支援 IoT導入のためのワークショップ、データ活用セミナーを開催。
各社課題に寄り添ったIoT導入のためのハンズオン支援を実施。

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するため、経営デザインシートを活用する支援を実施。

技術プレゼンによる異業種交流
様々な技術やビジネステーマにしたプレゼンと異業種交流会を開催

付 加 価 値 向 上 支 援
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技術経営大学
技術・経営・生産管理などの講座や階層別社員研修
などをコンテンツとしたものづくり人材の育成プログラムを
開催。

人材確保事業 シニア人材と中小企業の個別マッチングを
実施。

課題解決支援 会員企業の個別課題について、解決提案。
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書・申請書のブラッシュアップを実施。

プロジェクト事業管理 研究開発プロジェクト等の事業管理を実施。
ワザ自慢 製品・技術PRレポート作成・情報発信

・地域自治体産業政策勉強会

・地域産業振興支援事業（各地域の課題解決に向けての事業受託）

・広報事業

・会員増強

産
金

学 官

産

ものづくり現場の寄り添い支援

人 材 育 成

大 学 技 術 工 房

連携

大学が保有する技術・研究開発状況を紹介

連携

「ワザ自慢100」製品・技術PRレポート

技術的に優れている企業の技を紹介
これまでに1,700社の技術をレポート

ネ ッ ト ワ ー ク 強 化

2020
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21%

15%

12%

8%
8%

7%

6%

6%

5%

3% 計測・制御

情報・通信

医療・福祉
エネルギー

環境

資源・材料

ナノ・マイクロ

バイオ

安全安心

デザイン

（1） 「 ワザ自慢 」・「 大学技術工房」

中小企業のコア技術をまとめた「ワザ自慢Vol.1～Vol.13」、大学研究者の技術をまとめた
「大学技術工房Vol.1～Vol.8」を協会ホームページに掲載し、マッチングを推進しています。
これらは随時新規追加やブラッシュアップを行い、産産連携・産学連携のマッチング活動の基
盤となっています。

東北クラスター93社
北海道24社

中部・北陸クラスター86社

関東クラスター1,312社

近畿クラスター47社

中国クラスター23社

四国クラスター80社九州・沖縄クラスター35社

31%

24%18%

16%

7%
4%

金属加工

電気・電子機器製造
その他

機械器具製造

プラスティック
ゴム製品

IT・ソフトウェア

● 大学技術工房：612件

・ライフイノベーション ：272件（44％）

・グリーンイノベーション：133件（22％）

・基盤技術分野 ：207件（34%）

● ワザ自慢：1,700社

産産連携・産学連携支援

（2） 地域版PRレポート 日野市版「企業の魅力PRレポート＆大学技術工房」

企業・大学（97 件）
冊子化＆HP掲載

「日野市工業振興基本構想」に基づく事業として、市内企業および大学研
究室の特徴的な製品や技術力をレポートにまとめ、冊子やデータ等に整理し
ています。

また冊子化・HP掲載することにより、市内中小企業および大学研究室と
大手企業のマッチング、また市内外での産産連携および産学連携の一助とし
て活用しました。

Ⅰ 産産連携・産学連携のマッチング基盤
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当協会では企業・大学の事業拡大・新事業・新技術・新製品などの創出につながる連携の実現を
目的として、下記3つのスキームを活用したマッチングを行ないました。また、本年度は新型コロ
ナウイルスが猛威を奮う中でしたが、非対面形式でもマッチングが出来る環境を整備し、Withコロ
ナ時代に向けて新たな取組をスタートしました。

技術連携交流会
大手、大学複数社Ｘ中小複数社
・大手・大学が中小を指名

ソリューション提案交流会
大手・大学複数社Ｘ中小複数社
・課題を解決出来る中小と面談

リアルタイム交流会
・企業、大学のニーズに合った

相手と随時面談

（1）技術連携交流会・ソリューション提案交流会 @KISTEC

昨年度に引き続き、県内の産業界に精通している（地独）神奈川県立産業技術総合研究所
（KISTEC）および（公財）神奈川県産業振興センター（KIP）と協力し、より活発なビジネス
マッチング会を開催いたしました。また、前年はKISTEC及びKIPの取組紹介・施設見学も行っ
ておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を鑑み、Web上で取組のご紹介を実施しました。

（ https://www.tamaweb.or.jp/archives/8089 ）

・開 催 日 ： 2021年 1月 21日
・形 式 ： ZOOMを利用したオンライン面談
・大手企業： アズワン株式会社 鹿島建設株式会社 日本精工株式会社
・参加社数： 11 社
・面 談 数 ： 9 件

中小企業のコア技術をまとめた
「ワザ自慢」および大学研究者の
技術をまとめた「大学技術工房」
から指名し面談します。

大手企業・大学・中小企業が抱
えている課題を事前に提示し、
その課題を解決できる中小企業
や大学と面談します。

タイムリーに企業ニーズに
応えるマッチングを年間を
通じて実施しています。

（2）技術連携交流会・ソリューション提案交流会 @八王子

本会は当協会の賀詞交歓会と同日開催とすることで、より活発な交流会を開催しました。
また参加企業様の状況に合わせ、オフライン／オンラインの面談を実施しました。

・開 催 日 ： 2021年 1月 29日
・形 式 ： ZOOMを利用したオンライン面談
・参加社数： 25 社 ※コニカミノルタほか大手企業4社含む
・面 談 数 ： 21 件

Ⅱ 産産連携・産学連携の活動スキームと実績

Ⅲ 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実績

6



（5） 中小機構「J-Good Tech」との連携

会員企業をはじめとした「ワザ自慢」掲載企業がより多くのマッチング機会に触れられるよう、
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営するビジネスマッチングプラットフォーム「J-Good 
Tech」と連携しています。また、協会コーディネーターがジェグテックマイスターを取得し、円
滑なマッチングを進められるようサポートしていきます。（https://jgoodtech.smrj.go.jp）

（4）リアルタイム交流会

大手企業が探している技術をキャッチし、マッチする中小企業をリアルタイムに紹介するため、
連携確度が高い交流会です。

面談件数 52面談

（3）技術連携交流会・ソリューション提案交流会 @新都心イブニングサロン

本サロンは地域貢献意欲のあるボランタリーな個人主導のもと、技術にプライドを持つ

企業家・大学教員にプレゼンを行う事で、そのプレゼンを聴いた意欲的企業家達との

「商談」をマッチングすることを目指しています。例年はさいたま新都心を拠点として集

合型で開催しておりましたが、本年度は新型コロナウイルスの感染拡大を考慮し、

Youtubeを使ったオンライン形式にて開催し、Webを利用したマッチングを行ないました。

（過去に開催した様子 → https://www.tamaweb.or.jp/archives/5239）

・主 催 ： 特定非営利活動法人 新都心イノベーションパートナーズ

（企画・運営・動画制作 一般社団法人首都圏産業活性化協会）

・面談数 ： 14 件

・開 催 日 ： 第60回 2020年 7月 3日

・みちのく奥州イブニングサロン

・株式会社メトラン

・有限会社野火止製作所

・株式会社朝日ラバー

第61回 2020年 11月 6日

・もがみイブニングサロン

・泉工医科工業株式会社

・株式会社東京ウエルズ

・株式会社industria

第62回 2021年 2月 5日

・こまちイブニングサロン

・（一財）光科学イノベーションセンター

・東京農工大学

・株式会社バンガードシステムズ

登 録 企 業 数： 173 社

法 人 情 報 閲 覧 数： 18,727 件

問い合わせ受信件数： 625 件

ニ ー ズ 提 案 数 ： 127 件

中小機構「J-Good Tech」との連携Topic
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展示会マッチング促進支援

Ⅰ 新ものづくり・サービス展

全国中小企業団体中央会が主催する「中小企業 新ものづくり・新サービス展」の現地対応事務
局業務を株式会社リンカーズ社より受託し対応しました。
＊本展示会は「ものづくり補助事業」の活用で開発した新製品・サービス・技術等、全国の中小
企業が挑戦を繰り返し、工夫を凝らした様々な分野の成果が一堂に会する展示商談会です。

1．展示会開催概要

・開催日：2020年１２月７日〜１２月９日

・会 場：東京ビッグサイト 青海展示棟

・主催者：全国中小企業団体中央会

２．担当業務

・出展企業巡回フォロー業務（4名/日）

ブース出展者の商談促進に資することを目的に出展者ブースへの巡回し、状況確認とフォロー
を実施。コーディネーター１名あたり20件〜30件／日を対応した。

・マッチング相談窓口業務（2名/日）
マッチング相談コーナーにおいて、専門コーディネーターがよろず
相談事に対応する業務。来場者および出展者のニーズをヒアリングし、
合致する出展者、販路開拓先、協業・技術連携先などの紹介を実施した。
必要に応じ該当ブースまでご案内を行なった。

・バイヤー向け出展企業提案業務（1名/日）
バイヤー企業のマッチングニーズに対して、適切な出展企業を
抽出し提案する。バイヤー企業がニーズに合致する出展企業だ
と判断した場合、出展企業ブースに直接伺うよう促す。

＊会場風景＊
出展者数は650社、
Web出典は350社。

＊会場展示物＊

はやぶさ２の実物台模型が展示。

Ⅱ Web展示会への出展

今年度はコロナ禍により参加予定であった展示会やイベントが中止やWebでの開催とな
りましたのでWeb展示会に参加し、PRやマッチングを行ないました。

[イベント期間] 11月6日（金）～3月31日（水）
[開催方法] オンライン
[主催]  西武信用金庫
［イベント概要］
本ビジネスフェアは地域を越えた中小企業の皆さまの
ビジネスチャンス拡大を目的とする多業種企業による企
業展示・マッチング会。

21th Business FAIR Online

[イベント期間] 1月8日(金)～2月8日(月)15:00迄
[開催方法] オンライン
[主催]埼玉県/(公財)埼玉県産業振興公社/(公社)  

埼玉県情報サービス産業協会/(株)埼玉りそ
な銀行/(株)武蔵野銀行/埼玉縣信用金庫/
飯能信用金庫/川口信用金庫/青木信用金庫

[イベント概要]
中小企業の皆様の販路開拓や情報収集のための

ビジネスマッチングイベント。

オンライン彩の国ビジネスアリーナ
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科学技術振興機構と連携した産学連携支援

Ⅰ 『 産から学へのプレゼンテーション 』 オンライン会議

科学技術振興機構では、2008年以来70回に渡って、産学連携マッチングセミナー「産から学へ
のプレゼンテーション」（略称：産プレ）を開催し、これまでに、延べ281社の企業からのご発表
を、12,458人の研究者・産学連携コーディネーターにご聴講いただいております。

開催日 プレゼン企業 参加者数 連携数

2021年1月15日（金） 大手素材メーカー 様 14 名 4 件

2021年1月18日（月） 大手ものづくり企業様 13 名 4 件

2021年1月25日（月） 大手非鉄メーカー 様 9 名 3 件

＜開催実績＞

しかしながら、今般の新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの
参加者が一堂に会する従来のようなセミナー形式のイベント開催は、大
きな制約を受けることとなりました。

この状況を踏まえ、「新しい生活様式」に適応した新たな形の産プレ
として、「『産から学へのプレゼンテーション』オンライン会議」をト
ライアル開催し、当協会が登壇企業の選定・開催運営を行ないました。

Ⅱ 新技術説明会の発表課題に係る追跡調査・ヒアリング調査

新技術説明会は、大学、高等専門学校、国立研究開発
法人等の公的研究機関から生まれた研究成果（特許）の
実用化（技術移転）を目的に、新技術や産学連携に関心
のある企業関係者に向けて、研究者（=発明者）自らが
直接プレゼンする特許の説明会です。JSTが産と学の
出会いの場をセッティングし、各研究機関はこの場で出
会った産と学をマッチングへと導きます。

今回、当協会ではJSTから委託を受け、過去4年間に
本説明会にて発表した研究者の進展状況の状況調査を行
いました。

追跡時期 ： 2020年5月7日（木） ～ 2021年3月3日（水）

追跡対象 ： 過去4年間で「新技術説明会」にて発表した全国の研究者

追跡件数 ： 2,007件 （うち5名の研究者にヒアリング調査を実施）

9



女性研究者のライフイベントおよびワーク・ライフ・バランスに配慮した研究環境の整備や研究力向
上のための取組及び上位職への積極登用に向けた取組を支援するため、文部科学省・JSTの「ダイバー
シティ研究環境実現イニシアティブ 女性研究者研究活動支援事業」を行いました。

1．プロジェクト概要

「女性研究者の活躍推進を実現する”関東プラットフォーム”
の創生と全国展開」をテーマに事業を実施しました。

共同実施機関：東京農工大学、一般社団法人首都圏産業活性化協会
東京外国語大学、国際農林水産業研究センター

2．取組 連携体制・ダイバーシティ研究環境整備

女性研究者の研究成果をPRレポートにまとめた内容を、当協会 ホームページ、
独立行政法人 中小企業基盤整備機構の運営するビジネスマッチングサイト
「J –GoodTech」への掲載、Web展示会でのポスター展示など周知活動等を
実施しました。

● 女性研究者PRレポートを独立行政法人 中小企業基盤整備機構の運営するビジネスマッチン
グサイト「J –GoodTech」トピック機能にて掲載（22件）し、産学連携による共同研究の
促進を実施した。
（２０２０年７月２８日）

● 西武信用金庫が主催する「ビジネスフェアOnline」（Web開催）にて、ダイバーシティに関
するポスター展示を行い本事業の取り組みを紹介した。
（２０２０年１１月６日〜２０２１年３月３１日）

●「オンライン彩の国ビジネスアリーナ※1」（Web開催）にて、ダイバーシティに関するポス
ター展示を行い本事業の取り組みを紹介した。
（２０２1年１月８日〜２０２１年２月８日）

●「第５回 ダイバーシティ・セミナー＆国際共同研究交流会」を東京
農工大学、東京外国語大学、国際農林水産業研究センター、首都圏
産業活性化協会で主催し開催した。当協会コーディネーターで、
特定社会保険労務士／TEAM biz-consultanat 代表／社会保険士
法人 阿部事務所所長 阿部真弓氏に「DX時代を迎えて加速する
ダイバーシティー＆インクルージョン 〜仕事とライフイベントの
両立〜」と言うテーマでご講演頂いた。
（２０２１年２月８日）

※1主催…埼玉県/公益財団法人埼玉県産業振興公社/公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会/

株式会社埼玉りそな銀行/株式会社武蔵野銀行/埼玉縣信用金庫/飯能信用金庫/川口信用金庫/

青木信用金庫

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（牽引型）
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Ⅰ地域イノベーション戦略推進事業

文部科学省、経済産業省、農林水産省及び総務省は、平成23年度から、地域イノベーションの創
出に向けた主体的かつ優れた構想を持つ地域に対し、関係省庁の施策を有機的に組み合わせて総合
的・集中的に支援するため「地域イノベーション戦略推進地域」として共同で選定しました。

この取り組みは、「産学官金の参画機関が連携して、地域の強みや特性を活かした取り組みを通じ
て、持続的・発展的にイノベーションを創出する仕組みの構築を図ることで、地域イノベーションシ
ステムの構築や活力ある地域づくり、ひいては我が国の科学技術の高度化・多様化や我が国の産業競
争力強化につなげる」ことを目指しています。

１．事業の概要

地域イノベーション戦略推進地域（文部科学省・経済産業省・農林水産省・総務省）及び
地域イノベーション戦略支援プログラムの推進（文部科学省）

首都圏西部地域においては、産学官金連携拠点形成事業の中核機関である東京都立大学・電気通信
大学・東京農工大学・埼玉大学・青山学院大学・芝浦工業大学・東洋大学・東京都・埼玉県・さいた
ま市・相模原市・西武信用金庫・東京都立産業技術研究センター・当協会の14機関で、首都圏西部
イノベーション推進協議会を組成して、首都圏西部地域イノベーション戦略を策定しました。

この戦略を実現するため、本地域は「首都圏西部ＳＱＯＬ（Smart Quality Of Life）技術開発地
域」として地域イノベーション戦略推進地域／研究機能・産業集積高度化地域に選定されました。

本地域では高齢化社会を踏まえた「ＳＱＯＬ技術」を戦略技術分野とし、「各種ＳＱＯＬ技術の創
出とそれらを有機的にネットワーク化したサービスグリッド化」を図り、「首都圏特有の都市課題を
解決し、持続的に発展可能な活力ある地域づくり」に貢献することを目標に取り組んでおり、８年間
の事業期間を経て、一昨年度から２年間は自主事業期間として実施いたしました。

【首都圏西部地域 イノベーション事業推進】

地域イノベーション戦略推進事業

２０２０

東京都立大学
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地域課題、多様な個別ニーズに適合した暮らしの質を向上させる技術（SQOL）の創出

２．地域イノベ・重点プロジェクトＷＧ（ワーキンググループ）の組成・実施

構築した
スキーム
継続と発展

企業参加による
試作開発
販路開拓
開始

5年目

【テーマ1】
人にやさしい医療・介護システ
ムの形成

【テーマ2】
安心してくらせる生活システム
の形成

【テーマ3】
エネルギーの高効率化と
省資源システムの形成

10年目

1．シナリオに基づき産学連携、企業間連携によるSQOL案件創出
2．競争的資金獲得による試作開発、製品化を推進
3．国内外販路開拓支援

綿貫WG （埼玉大学）

【首都圏西部地域の
高齢化社会に対応
した高度医療・
福祉機器の開発】

鎌倉WG（電気通信大学）
【次世代超音波応用
（診断・治療）
システムの開発】

久保田WG （東京都立大学）

【地域コミュニティの質の安
心を高める情報・通信・ロ
ボット技術の体系化とシス
テム構築】

プロジェクト形成

構想

・創出したSQOL技術の事業化・世界への発信
・SQOL技術の継続的創出による地域課題の解決

地域課題の解決

3年目

①次世代超音波応用システムの開発

①最先端超音波診断技術の開発
②非接触超音波検査技術研究・開発、超音波
反応

③環境適合型音響システムの開発
④ワイヤレス超音波信号伝送システム
⑤新圧電材料を用いた高性能トランスデュー
サの開発

②首都圏西部地域の高齢化社会に対応
した高度医療・福祉機器の開発

①センサーネットワーク技術
②ヒューマンインターフェイス技術
③医療・福祉・ヘルスケア機器の開発
先進的医療・福祉機器およびシステム開発
④リカバリー関連技術、地域密着クリニック

④首都圏西部地域で省エネを実現する
総合的な技術体系とシステムの確立

①再生エネルギーの高度利用技術開発
②省エネルギー技術の向上
③エネルギーマネジメントシステム開発

①地域コミュニティ活性化システム
②見守りロボット開発
③生活支援ロボット開発
④生体情報計測システム開発

【重点プロジェクト】
本地域において特に優先的に取組むべき
課題の解決のため、複数大学・複数企業・
複数地域が連携して取組むプロジェクト

重点PJ②
（綿貫ＷＧ）
快適環境
安全・安心

重点PJ③
（久保田ＷＧ）
安全・安心

重点PJ①
（鎌倉ＷＧ）
快適環境

重点PJ④
（秋澤ＷＧ）
省エネ・省資源
（低炭素）

省エネ・省資源
安全・安心

快適環境／安全・安心快適環境

複数の企業・大学・地域が統一テーマで連携して取り組めるような研究開発プロジェクト（重点プ
ロジェクト）の創出を目指し、そのシナリオ作りを進めるWGを立ち上げました。WGでは、地域課
題の解決につながるよう、ライフイノベーション、グリーンイノベーション分野を軸に、産学官金の
連携によってＳＱＯＬ技術案件を創出していくための協力体制の構築を進めました。

秋澤WG （東京農工大学）

【首都圏西部地域で
省エネを実現する総合
的な技術体系とシステム
の確立】

③地域コミュニティの質と安心を高める
ＳＱＯL技術の体系化とシステム構築

２回
開催

４回
開催

７回
開催

未
開催
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（１）分科会の経緯

平成２３年度から平成３０年度の８年間に渡って、文部科学省の地域イノベーション戦略支援プロ
グラムに採択された「首都圏西部スマートQOL(Quality of Life)技術開発地域」の事業の中で「医療
イノベーションフォーラム」を開催し、産学連携、産産連携による多くの案件を創出してきました。

本事業の終了に伴い、令和元年度は医療イノベーションフォーラムを組成し、ケイ・アンド・ケイ
ジャパン株式会社の代表取締役の久保田 博南氏を座長として限定メンバーで最新医療情報の収集と
紹介、公的助成金事業への対応などに取り組んできました。

３．医療イノベーションフォーラム分科会

（２）分科会活動

ケイアンドケイジャパン株式会社 代表取締役 久保田博南氏を講師として、限定メンバーで「参加
型実戦セミナー」を９回開催しました。

開 催 出 席 内 容

４月２７日
（月）

10人
① 海外(カナダ）のスタートアップ企業とのマッチング実施状況報告

②「パルスオキシメーター」とコロナの関係について意見交換

６月２日
（火）

９人
①「みなおされるパルスオキシメータ」講演

② 新型コロナ対策意見交換

７月１日
（水）

10人
①「医療機器認証」講演

② 医療機器外国製造業者認定の登録等について意見交換

７月２８日
（火）

８人
①「治療アプリという新分野登場」に関する話題提供

②「薬でなく、医療機器でもなく、ソフトで治療」に関する意見交換

８月２６日
（水）

９人
①「最近の業界紙・雑誌」情報提供

② 医療関連の最新情報について意見交換

１０月２日
（金）

10人
①「家庭用心電計、血中酸素ウェルネス」講演

② パルスオキシメーターとの関連性等について意見交換

11月12日
（木）

９人
①「国際標準化の動向等」講演
② 日本での医療機器外国製造業者認定等について意見交換

１月１２日
（火）

９人
①「生体情報モニター50年」講演

② 生体情報モニターの進展に関する情報および意見交換

３月９日
（火）

10人
①「医療機器ソフトの行方」講演

② 医薬品医療機器法改正（2021年8月予定）に関する意見交換
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連携促進の取組
Ⅰ 異能vationプログラム ネットワーク拠点

総務省 異能vationプログラムのネットワーク拠点として参加しました。
当協会では異能vationプログラムと連携し、地域経済、会員組織の発展を目的とし会員企業、大
学、行政機関、金融機関など広くからアイディアを募集し、イノベーションの創出を行い、国内
外に情報発信します。２０２１年度より実稼働となります。

1． 「異能(inno)vationプログラム」概要

総務省が平成26年より実施している、ICT分野において、破壊的な地球規模の価値創造を
生み出すために、大いなる可能性がある奇想天外でアンビシャスなICT技術開発課題に失敗
をおそれず挑戦する人を支援するプログラムです。

２．異能vationネットワーク拠点について
海外2拠点を含む53箇所の運営協力機関が異能vationネットワーク拠点として活動してい

ます。
企業、地方公共団体、教育機関、個人事業主、塾、コワーキングスペース運営者、プログラ
ミング教室等、普段から異能な人材やアイデアに触れ、応援している方を持つ団体がネット
ワーク拠点として活動を行います。

当協会では異能vationプログラムと連携し、地域経済の発展を目的とし会員企業、大学、
行政機関、金融機関など広くからアイディアを募集し、イノベーションの創出を行い国内
外に情報発信します。

３．今季活動報告

□異能vationネットワーク拠点登録
拠点登録のための現地監査とヒヤリング
（２０２０年９月２８日）

□イベント参加：OPEN異能vation 開催概要

・開催日：2020年11月25日（水）
・時 間：13時〜16時予定
・場 所：東京ミッドタウン日比谷 BASEQ

Ⅱ J-Good Techマッチングニーズ調査

● 内容

「カーボンニュートラル」を含む環境分野のマーケット拡大が予想され、中小
企業のビジネスチャンスにタイムリーに対応すべく、環境分野における大手企
業等のマッチングニーズを把握するための調査を中小企業基盤整備機構より受
託し、TAMAコーディネータ協力のもと実施しました。

環境問題の解決に関する企業活動の現状分析、技術開発や共同研究等のマッチングニーズを把握
するためのヒアリング調査。

①環境問題の解決に関する課題やビジネスチャンスについて（分野・テーマ・技術課題等）

②環境問題の解決に関する課題やビジネスチャンスに対しての自社の取り組みの現状

③自社における共同開発や共同研究パートナー、業務委託先、調達先等のマッチングニーズ

● 調査結果

ヒアリング対象企業 ： 大手企業 8 社 （業界：自動車・物流・生活／通販・スポーツ用品・アパレル・住宅設備）

調 査 件 数 ： ニーズ 25 件

実 施 期 間 ： 2021年1月8日 ～ 2021年2月28日
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➢ 首都圏西部地域の地域未来牽引企業及び地域中核企業が先行して取り組み成功している「経営デザイ
ンシート」のブラッシュアップを行う。

➢ 先行事例を当該地域の複数の中小企業へ展開し、複数の企業を「デザイン経営」へ移行させるため自
社における「経営デザインシート」を作成させる。

➢ 上記の「経営デザインシート」作成に地域行政（市町村)および商工会議所・商工会等が参画し、地域
が一体となり「デザイン経営」を広めていくことで、中小企業への知財意識の普及啓発及び地域への
展開を図る。

【定義】
「デザイン経営」… 市場と対話をしている。ニーズ起点の経営をしている経営の発想にデザインを取り入

れている
「経営デザイン」…「知財」の果たす役割を評価しつつ、価値を生み出す仕組みを把握し、将来に向けて

構想する「経営をデザインする」

事業概要・目的

成 果

➢ 埼玉県1社、東京都3社、神奈川県2社の「経営デザイン」先行企業へ「経営デザインシート」のブ
ラッシュアップを実施した。

➢ 8月〜9月に自治体、支援機関、企業等の合計97名を対象に3回(所沢市、羽村市、相模原市)の経営デ
ザインセミナーを開催し、埼玉県2社、東京都8社、神奈川県3社、山梨県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、「経営デザインシート」作成事例を協
会HPに掲載しPRした。(https://www.tamaweb.or.jp/project/r2-intellectualproperty）

➢ 作成にあたり、支援企業の立地自治体、支援機関等が企業訪問に同行する等により、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。

＜他地域・他機関への展開状況＞
・青梅線沿線クラスター協議会・首都圏南西地域産業活性化フォーラム・(公財）埼玉県産業振興公社
・上野原市商工会・山梨県商工会連合会・町田商工会議所・(一社）IAbM総研
・日本政策金融公庫・商工組合中央金庫・青梅信用金庫・西武信用金庫・多摩信用金庫・飯能信用金庫
・山梨中央銀行・横浜銀行

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、八王子市、羽村市、相模原市

知財活動支援事業（経営デザインシート）

経営デザインシートが活用される場面 経営デザインシートの作成例(見本)

事業課題（弱み）
これまでの外部環境

資源 ビジネスモデル 価値 資源 価値

こ
れ
か
ら

「これから」の姿への移行のための戦略
解決策これからの外部環境 必要な資源

移行のための課題

経営デザインシート（事業が１つの企業用）
自社の目的・特徴・事業概要 経営方針

こ
れ
ま
で

ビジネスモデル

【自社の目的・特徴】３つの満足（お客様の満足、従業員の満足、会社の満足）を達成する

【事業概要】ゴム紐の製造販売、ヘアゴムや装粧品を小売店で販売できるまで商品の加工・卸。
手芸用組紐、産業資材、衣料・雑貨に用いられる組紐、ゴム紐の製造販売

「イノウエ」という名をブランド化するために自社の名前で多くの商品をリリースします。

そのためには自社のインフラだけにこだわらず、皆様に便利で心に残る物創りを取り組みます。

先ほど自社のインフラには拘らずと言いましたが、もちろん弊社での物作りは続け、安全・安心のクオリティーも維持していきます。
しかし、それだけでは、弊社会社理念にある「お客様の満足」は達成出来ない時代となったと私は考えています。弊社にこれから必要なのは、お客様に満足して頂ける商品

の企画力であり、企画した商品を作り上げる力だと思います。コラボレーション商品を含めた多くの商品作りを行い、多くの人の心に残る商品を作り上げ世界中の人々に愛さ
れ続ける商品作りを行っていきます。

【内部資源】

外部調達資源（誰から）
・用いた素材の提供
・数百名の内職者による生
産能力

知財
・イノウエ商標
・内職者でも作業可能な作業マ
ニュアル
・おしゃれ関連用品の仕入れネッ
トワーク
・数百名の内職者の管理体制
・おしゃれ関連用品の品質管理体
制
・従業員がやる気を出すしくみ
・売れる商品の目利き力

提供先から得るもの
・ヘアリングおよびその関
連用品の販売実績データ

○ヘアゴム販売の依存度が高い。
○リアル店舗での販売以外なく、依存度が高い。
○商品企画力が弱く、特徴のある自社企画商品が少ない。
○ＥＣサイトを立ち上げていない。経験がない。
○ジャガード機が商品の販売に至っていなく活かせてな
い

内部資源

○ＥＣサイト経験者を含む
ＥＣサイト運営チーム
○ジャガード機のオペレー
ター
○ジャガード機、組紐機械
○商品企画チーム
○３００名いる内職者からの商
品提案
○商品加工する内職者

外部調達資源（誰から）
○デザイナーとのコラボレーション
○部品（金属部品、樹脂パーツ、パッ
ケージ）の供給元
○口コミから広がった販売代理店

知財

○ＥＣサイト運営マニュアル
○商品企画マニュアル
○ブランド
○商品開発の仕組み

知財
出来上がった商品案

提供先から得るもの
○口コミなどで商品に対する改
善点など含めた意見
○ＳＮＳなどでのイノウエ商品
の拡散
○定期購入、リピータの増加
○売上の上昇

＋要素 生活の中で「結
ぶ」作業が減少

－要素 ターゲット顧客
の人口減

市場状況 安い海外製品の流入

＋要素 ○日本の物が海外から買える。
○ＳＮＳを介して日本から海外に安くＣＭを発信できるよ
うになった

－要素 ○コロナウイルス感染症でテレ
ワーク・外出者が減り小売店の売上が減る。
○ＥＣサイトの乱立

市場予測 ○テレビの視聴時間がへり、インターネットの時間が増えた
○インターネットの利用は、パソコンよりもスマートフォンが上回る。
○個人がＥＣサイトを使って海外から商品を購入できるようになった。

○ＥＣサイトの製作・運営経験がない
○ＥＣサイトを行うための商品在庫のスペース確保
○SNS、HPからうまくＥＣサイトに誘導できていない
○ジャガードの機械を使った商品作りが出来ていない
○デザイナーを選定できていない
○商品開発の体制が整っていない

○ブランド
○ＥＣサイト運営体制（海外
を含む）
○倉庫などのスペース
○ジャガード機のオペレー
ター
○デザイナー
○商品企画体制（商品提案制
度を含む）

○販売可能性のある国で商標登録する
○海外も対象としたＥＣサイトの構築先の選定
○ＥＣサイト運営経験者採用
○ ECサイトの構築・運営
○ＥＣサイト用商品の在庫スペースの確保
○ジャガード機のオペレーターの複数人の育成
○デザイナーなどのコラボレーション先の選定・契約
○商品企画チームの編成

提供してきた価値

【提供先（どんな相手に）】
コンビニ、雑貨店など小売
【何を】
売り場の一角を占めるヘアゴムを
含む高品質の商品ラインナップ提
供により管理の簡素化

↓
【提供先（どんな相手に）】
中学生～５０代の女性
【何を】
どこでも、手軽で安価に、高品質
のおしゃれを楽しむ

ヘアゴムの製造販売
・自社ブランドを活用して、
ヘアゴムを主軸とした
おしゃれ関連用品の販売
【どんな相手と組んで】
・ヘビアフィル・ジャパン
（仕入れ先）
・低コストで高品質な製品の
製造可能な海外企業
・コンビニ、雑貨チェーン
【提供先へのアクセス法】
・小売店を介してターゲット
顧客へ提供

資源をどのように用いて価
値を生み出すか

下記の特徴のある「おしゃ
れギフト」を自社製造し、
ECサイトを活用して国内・
海外へ販売
（商品の特徴）
・デザインナーによる秀逸
なデザイン
・ジャガード織による色褪
せない耐久性
・開封時にサプライズ感を
演出する洗練されたパッ
ケージデザイン

○ＳＮＳ・口コミを活用し
て、商品を国内・海外でPR

提供する価値
【 提供先（どんな相手に）】
おしゃれを楽しむ方に感謝の気
持ちと驚きを届けたいと思って
いる世界中の女性

【何を】
箱を開けたときの驚きを永遠に
メモリーするおしゃれギフト
○感謝の気持ちを表すことがで
きる
○他人とは違う商品を持てるス
テイタスを贈ることができる
○贈答品としてサプライズ感を
提供することができる
○ギフトとして色褪せない高い
品質を担保
○世界対応のＥＣサイトから簡
単に入手できる
○選べる楽しさ

知財の果たしてきた役割
・つなぎ目が目だたないヘ
アゴムを提供

知財の果たす役割
○イノウエのブランド価値の
向上
○商品開発のスピードアップ

知財
津久井の組紐の地域ブランド

株式会社イノウエ

出典:経営をデザインする(内閣府知的財産推進事務局)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keiei_design/
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＜所沢開催＞
日時・場所：2020/8/4（火） 15:30～17:30 ＠所沢市役所 ８階大会議室
開催方法：オンライン会議システム Zoom(コロナウイルス感染拡大防止のため)
後援：埼玉県産業振興公社
参加者数： 43名（内訳：受講者 30名、講師 2名、関係機関 3名、事務局 8名）
実施内容
第一部 経営をデザインする～既存技術を活用した新事業開発～
講師 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
第二部 地元企業の事例紹介
講師 株式会社バンガードシステムズ (埼玉県所沢市) ME事業部 事業部長 高木 英一 様
第三部 コーディネーターとの個別相談会

＜羽村開催＞
日時・場所：2020/8/27(火) 14:30-17:00 @羽村市産業福祉センター2階 Iホール
開催方法：オンライン会議システム Zoomを併用(コロナウイルス感染拡大防止のため)
協力：青梅線沿線地域産業クラスター協議会
参加者数：54名(会場17名)（内訳：受講者 36名、講師 3名、関係機関 5名、事務局 10
名）
実施内容
第一部 経営をデザインする～既存技術を活用した新事業開発～
講師 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
第二部 地元企業の事例紹介
講師 株式会社池田製作所 (東京都青梅市) 代表取締役社長 池田 和弘 様
株式会社電子制御国際 (東京都羽村市) 代表取締役 中村 謙二 様
第三部 コーディネーターとの個別相談会 (来場者のみ)

●中小企業向けセミナー

＜相模原開催＞
日時：2020/9/18(金) 15:30～17:30 杜のホールはしもと 7F多目的室
開催方法：オンライン会議システム Zoomを併用(コロナウイルス感染拡大防止のため)
協力：首都圏南西地域産業活性化フォーラム
参加者数：44名(会場31名) (内訳：受講者 31名、講師 2名、関係機関 1名、事務局 10名)
実施内容
第一部 経営をデザインする～既存技術を活用した新事業開発～
講師 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
第二部 地元企業の事例紹介
講師 株式会社イノウエ 代表取締役社長 井上 毅 様
第三部 コーディネーターとの個別相談会 (来場者のみ)
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●経営デザインシート作成支援企業(計２１社)

●金融機関・自治体向け勉強会

日時：2020/11/19(木) 16:00-17:00 八王子市新産業開発・交流センター
開催方法：オンライン会議システム Zoomを併用(コロナウイルス感染拡大防止のため)
参加者数：28名 (金融機関受講者12名、自治体・支援機関等受講者10名、講師1名、事務局5名)
実施内容
事例研究 「経営デザインシート」を活用したTAMA地域における支援事例
講師 一般社団法人首都圏産業活性化協会コーディネーター 中小企業診断士(東京都中小企業診断

士協会三多摩支部所属) 久保行幸 様
参加者による意見交換

先行企業(6社)

No 企業名 所在地 形態
1 株式会社バンガードシステムズ 所沢市 1事業

2 株式会社池田製作所 青梅市 1事業

3 株式会社塩 八王子市 1事業

4 株式会社電子制御国際 羽村市 1事業

5 株式会社イノウエ 相模原市 全社／事業

6 株式会社MEMOテクノス 相模原市 1事業

支援企業(15社)

No 企業名 所在地 形態
1 株式会社狭山金型製作所 入間市 1事業

2 有限会社野火止製作所 新座市 全社／事業

3 株式会社モノファクトリー 昭島市 全社／事業

4 株式会社オータマ 稲城市 全社

5 株式会社e・オータマ 稲城市 全社

6 株式会社やましたグリーン 八王子市 1事業

7 磯沼ミルクファーム 八王子市 1事業

8 三鎮工業株式会社 羽村市 1事業

9 株式会社ローザ特殊化粧料 東久留米市 1事業

10 株式会社米山製作所 瑞穂町 1事業

11 ペンニットー株式会社 相模原市 1事業

12 リアムス株式会社 相模原市 1事業

13 株式会社リガルジョイント 相模原市 全社／事業

14 菓子処植松 上野原市 1事業

15 有限会社相模鉄工所 上野原市 1事業

17



「大局を養う」と
いう言葉が心に残
りました。今後の
活動の指標にでき
たらと思いました。

羽村市からの委託を受け、新型コロナウイルス感染症の拡大による社会経済の変革の中での
事業継続を支援するため、マーケティングセミナーを開催しました。流行性の視点よりも
「長期的視点・汎用的視点」 を重視し、「時代に対応しながらも目先の動きに惑わされな
い」経営戦略を立てられるように、事例を交えたマーケティングセミナーを開催しました。

開催日 テーマ 内容 参加人数

2月3日
（水）

Company／
デジタル化の中での自社固有価
値構築の注意点
―ロングテールとメガヒットの
狭間／二極化する市場の中での
立ち位置 －

デジタル化が進み、各ユーザーが自分だけのニーズ
にあったニッチな商品を探し購入が出来るようにな
るため、そんな商品を扱う企業が強いと予想されて
いたが、実際はSNS等の影響もあり、他の人が購入
したものを買う事によって1つの商品がバカ売れす
る“メガヒット”事例が増えている。そんな潮流下
で固有価値の構築をする際の注意点等をお話頂きま
した。

35人

2月24日
（水）

Competitor／
競争環境の枠組みを捉え直した
強者と弱者の戦略
― 鶏口となるか牛後となるか

／次々に登場する新市場 －

以前は業界自体がタテ割りで、競合他社もすぐに名前
が浮かぶような競争環境にあったが、現在は1企業・1

事業が複数の業界に被っている事が多く、業界のカテ
ゴリが分かりづらくなってきている。そこで強者・弱
者が取る戦略の違いに焦点を当てお話頂きました。

43人

3月11日
（木）

Customer／
顧客が主導権を持つ市場でのベ
ネフィット探索
― 企業発信型と顧客発信型の情
報共有／主体化と帰属化の併存
―

SNS等で顧客同士が繋がることによって、顧客が主導
権を握る事が珍しくなくなってきた。顧客に売る商品
を作るのではなく、“顧客が買いたくなる商品”はど
うしたら作れるのか、どのような戦略を立てれば顧客
を惹かせられるかについてお話頂きました。

43人

Jacky柴田のマーケティング道場

エレクトロニクス関係の取材記者の後、コンサルティング会社勤務。

コンシューマ・マーケティング部門の責任者として食品、家電、自動車、住宅、化粧品などの
分野でリサーチ、商品開発、コミュニケーション戦略などマーケティング全般にわたって経験。

1994年、独立してJacky Marketing Office 代表。

SBI（スタンフォード研究所よりスピンオフ）でJapan-VALSのプロジェクト・マネージャー
兼務。東京理科大学大学院 MOT 講師。

講 師 Jacky 柴田 正幸 氏

全体テーマ：「アフターコロナ （特にデジタル化）」と「企業のマーケティングの変化」

＜アンケート抜粋＞

Jackyさんセミナーから、何か心に強
いエネルギーを頂くことができました。
また、ぜひ、このような貴重な機会を

頂きたく思っています。

とても参考になりました。今後
の世の中の変化、また自社でも
様々な取り組みを進めていきた

いと思っております。
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Ⅰ中小企業へのIoT化支援事業 2020年度 公募型共同研究（分野協業型研究）

公募型共同研究は、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターが中小企業者に研究開発を委託
し、その研究開発の一部を都産技研が分担（都産技研が保有するシーズの活用や施設・設備の利用等）
して実施する共同研究です。IoT共同開発研究では新製品、新サービスの創出を目的に研究開発を進め、
IoTソリューション研究ではそれに加えて実証実験を実施することとしております。これらの研究を通
して得られた知見について、展示会やIoTテストベッドを通して広く提供できることを目指しています。

2．研究概要

1．プロジェクト概要

・システム開発 ：㈱イチカワ
・HMI評価 ：共同研究者 ティアックオンキヨーソリューションズ㈱
・機能・性能の実証評価：実証先企業 ㈱M-PAL

・データの有効性評価 ：㈱イチカワ
・市場調査 ：共同研究者 一般社団法人 首都圏産業活性化協会

・研究種類：分野協業型研究（1年間）

・研究概要：「業界団体等の会員の共通課題を解決すること」を目的としたIoTを活用した新製品・
サービスの実証研究を行うもの。

・研究テーマ：画像による組立現場のデジタル化と企業間共有技術の開発

・課題
産業用機器の組立現場では、前提教育や作業指導において、文章や図による手順書類ではノウハウ
が伝わりにくいこと、実際に手順書類を見て作業しているか管理が難しいこと、といった課題があ
り、技術継承や外部委託もままならない。

3．研究体制

・解決方法
(株)イチカワが社内組立プロセスを対象に、現場の
デジタル化、生産性改善、技能継承、クラスタ(取引
協力企業群)内サプライチェーン強化を目的に開発し
た工程の見える化ツール「 iM-Manager」で動画を
使ったビジュアルでわかりやすい「組立ガイダンス」
を作業者へデジタル配信し、IoTを利用して、進捗や
結果データを蓄積する。データを分析することで、作
業改善や作業者間のバラツキ解消を目指す。

4．取組み内容
クラウド化するにあたり、現場操作性、クラスタ企業内開示レベル、工程情報可視化方法など

見える化の仕様に係わる事項について関連企業への調査を実施。

・会員企業４社、非会員企業１社へのヒヤリング完了。

個社支援事例

Ⅱ CEマーキングの取得支援

CEマーキングは、EUで販売（上市）される指定の製品がEUの基準に適合して
いることを表示するマークです。CEマーキングによってその製品が分野別の
EU指令や規則に定められる必須要求事項（Essential Requirements）に適合
したことを示します。

①当該製品に適用される指令・規則の確認
②必須要求事項の確認と適合性評価基準の選択
③第三者認証機関による適合性評価が必要かどうかの判断
④製品試験・適合性評価支援
⑤技術文書の作成支援
⑥適合宣言書の作成支援 など、１社のCEマーキング取得に係る支援を行いました。

19



研究開発支援事業（競争的資金獲得支援）

Ⅰ ２０２０年度 競争的研究資金事業・提案への支援状況

1．各種公的助成金事業での支援

国や自治体の公的助成事業（競争的研究資金）を多くの会員企業に有効活用していただくため、迅速な情報提供
・周知→個別相談会→計画書／提案書作成支援→採択後の事業遂行の支援を行いました。

（1）支援した助成事業

①東京都／東京都中小企業団体中央会：明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業

②経済産業省：戦略的基盤技術高度化支援事業、地域企業イノベーション支援事業

③全国中小企業団体中央会：令和元年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金事業」

第1次、第2次、第3次、第4次、第5次

⓸地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター：中小企業のIoT化支援事業・20２０年度公募型共同研究

IoT共同開発研究／分野協業型研究

⑤日本商工会議所：令和元年度補正・小規模事業者持続化補助金（一般型）

⑥独立行政法人科学技術振興機構（JST）：A-STEP「トライアウト」

⑦東京都中小企業振興公社：第7回・革新的転回設備投資支援事業

令和2年度新型コロナウィルス感染症緊急対策設備投資支援事業

⑧国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

中小・ベンチャー企業を対象とした「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」緊急追加公募

2020年度研究開発型スタートアップ支援事業＜NEDO EnterpreheurasProgram(NEP)＞

⑨神奈川県：神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金

（2）採択された助成事業

①東京都／東京都中小企業団体中央会：明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業（２件）

②経済産業省：戦略的基盤技術高度化支援事業（3件）、地域企業イノベーション支援事業

③全国中小企業団体中央会：令和元年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金事業」

第1次（2件）、第2次（１件）、第3次（１件）、第4次（2件）

⓸地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

：中小企業のIoT化支援事業・20２０年度公募型共同研究（分野協業型研究／2件）

⑤日本商工会議所：令和元年度補正・小規模事業者持続化補助金（一般型）（１件）

⑥独立行政法人科学技術振興機構（JST）：A-STEP「トライアウト」（１件）

⑦東京都中小企業振興公社：第7回・革新的事業転用設備投資支援事業（１件）

⑧神奈川県：神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金（１件）

会員企業の研究開発、技術及び生産の革新を支援し企業が目的とした技術の開発もしくは製品を商品化し、
企業経営の安定化・成長を図り、それらの波及による地域振興を目的として、従前から様々な研究開発支援
事業を展開しています。

さらに、TAMA-TLO㈱と協力して、企業のニーズを的確にヒアリングし、各テーマに関連した技術シー
ズを持つ大学研究者を選定し、産学連携での研究開発活動も推進しました。
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サポイン（戦略的基盤技術高度化支援事業）は「Supporting Industry」の略で、中小企業・小規模
事業者が大学や公設試験研究機関、他の企業などと共同で、裾野産業の技術向上につながり、我が国産
業を支えるものづくり基盤技術の高度化に向けた研究開発や試作品開発、販路開拓などの取組を支援す
るものです。最大3年間、合計で9,750万円の補助金を受けることができます。

サポイン Supporting Industry
| |

中小企業の研究開発・試作品開発などを支援する事業

■基本情報①■

補助事業期間：2年度又は3年度

補 助 金 額 ：補助事業あたり、単年度4,500万円以下
2年度の合計で、7,500万円以下
3年度の合計で、9,750万円以下

（定額補助率となる者については補助金総額の1/3以下であること）

補 助 率 ：2/3以内
※大学・公設試等の場合は定額
（ただし大学・公設試等が事業管理機関として共同体に参加している場合に限る）

※同一機関が複数の補助率を適応することはできない

※上記は、令和2年度での公募要領記載の内容

■基本情報②■

サポインを申請するには、取り組もうとする研究開発が「中小ものづくり高度化法」で定められた
「特定ものづくり基盤技術」にあてはまる事が必要。

※中小ものづくり高度化法とは※
中小企業ものづくり基盤技術の高度化を図り、我が国の製造業の国際競争力及び新たな事業の創出を通じて、国際経済の健全な
発展に寄与することを目的とするもの

中小ものづくり高度化法で定められた「特定ものづくり基盤技術」について、各分野ごとに高度化に関する
「高度化指針」が定められています。
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（3）事業管理機関として支援した事業（新規３件、継続３件）

＜継続案件＞

平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業

テーマ名：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

共同研究体構成：中核企業…株式会社ハイメックス（東京都）

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

令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業

テーマ名：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

共同研究体構成：中核企業…有限会社山内エンジニアリング（神奈川県）

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 ：令和元年度～令和3年度

テーマ名：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

共同研究体構成：中核企業…株式会社エーディーシー（埼玉県）

国立研究開発法人産業技術総合研究所

研究開発期間 ：令和元年度～令和3年度

＜新規案件＞

令和２年度戦略的基盤技術高度化支援事業

テーマ名：革新的粉砕法を用いたカーボンナノマテリアルによる、高性能複合材（CFRP）の開発

共同研究体構成：中核企業…株式会社アルメディオ（東京都）

国立大学法人東京大学

研究開発期間（予定）：令和２年度～令和４年度

テーマ名：SiCおよびGaNウェーハおよび薄膜中の極微量金属不純物定量分析装置の開発

共同研究体構成：中核企業…株式会社イアス（東京都）

国立研究開発法人産業技術総合研究所

研究開発期間（予定）：令和２年度～令和４年度

テーマ名：次世代光学製品のための特殊なダイヤモンド切削技術を利用した超高精度専用機の開発

共同研究体構成：中核企業…池上金型工業株式会社（埼玉県）

パレス化学株式会社、国立大学法人茨城大学

研究開発期間（予定）：令和２年度～令和４年度

※令和２年度は、全国326件の応募に対採択105件（倍率約3.1倍）

＜直近の全国、関東局圏内採択実績＞
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補助金・助成金説明会、個別相談会の開催

<主催イベント>

● 第21回はむらイブニングサロン

日 時 ： 2021年 1月 14日（木）16:00～17:30

開催方法： オンライン会議システムZoom

テ ー マ ： 成長発展のヒント
「企業支援の取組と活用事例（令和3年度予算最新情報）」

内 容 ： 経済産業省 関東経済産業局 産業部 部長 勝本 光久 氏
「中小企業・小規模事業者支援の取組 ～事例とともに～」

● 経済産業省 令和3年度 地域新成長産業創出促進事業費補助金
(地域産業デジタル化支援事業)公募説明会

日 時 ： 令和3年3月1日(月)14:00より開催

開催方法： オンライン会議システムzoomにて開催

対 象 ： 上記参画を検討中の法人会員、上記事業計画の実行にあたり実証企業に対する支援
ビジネスモデル実証予備群の発掘、事例の整理・普及展開に協力いただける協会員
（法人、金融機関、支援機関、団体、個人会員等）

※ 説明会に先立ち、2月22日より協会理事の第一合成(株) 河野 良子 社長と、
芳賀事務局長による対談形式による事業説明の動画を配信しました。
https://www.tamaweb.or.jp/archives/8517

● 経済産業省 令和3年度 戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）
TAMA協会会員向け 申請における留意点 説明会・個別相談会

日 時 ： 令和3年3月24日（水） 10:00～12:00 （説明会 13:00～ 個別相談会）

開催方法： オンライン会議システムzoomにて開催

<協力イベント>

● 東京都立大学 技術懇親会

共 催 ： 東京都立大学・東京きらぼしフィナンシャルグループ・きらぼし銀行

後 援 ： （地独）東京都立産業技術研究センター、（公財）東京都中小企業振興公社、
東京商工会議所、（地独）神奈川県立産業技術総合研究所、株式会社さがみはら産
業創造センター、（一社）首都圏産業活性化協会

日 時 ： 2020年 11月 27日（金）13：30 ～ 16：30

開催方法： ZOOMを利用したオンライン形式

内 容 ： 産学連携に係る補助金・助成金のご案内、サポイン事業のご案内、研究紹介

● 東京都中小企業振興公社 令和2年度 多摩支社 第4回 産業セミナー
「町工場から ものづくりベンチャーへ ～ 中小製造業の新たな事業再構築へのヒント ～」

日 時 ： 令和3年 3月 17日（水）14：00 ～ 16：00

開催方法： ZoomウェビナーによるLive配信

内 容 ： 当協会事務局長の芳賀より、「経済産業省 令和2年度補正 事業再構築補助金」の
概要について、説明を行ないました。
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技術を経営資源とする企業のテクノロジーとマネジメントに精
通した人材育成を行っていくため、各種団体や大学等と連携して
「ものづくり人材育成プログラム“技術経営大学”」を開講しま
した。
会員ネットワークを生かし、技術・経営・生産管理などの講座

や階層別社員研修などを実施いたしました。

Ⅰ 概要

技術経営大学

バブル経済崩壊後、大型投資を凍結してきた国内工場の見直しが始まり、事業環境がハイスピー
ドで変わっていく中で、これからの工場はどうあるべきか？コロナ環境下で、生産性向上や既存工
場リニューアル、新天地への移転・法的課題などあらゆるケースに当てはまる 「１０のステップ
（進め方のポイント）」 を基本に、数多くの工場を立ち上げてきた実践コンサルタントによる講義
を実施しました。

開 催 日 時： 2020年 7月 29日 13:30～16:30

開 催 方 法：オンライン会議システム（Zoom)

参加対象者：経営者、工場企画、工場責任者、生産技術責任者、
工場・設備全般でお困りの方等

参 加 人 数：１１人

講 師 ：株式会社テクノ経営ウェブソリューションズ
マネジメントコンサルタント 清水 英男 氏

＜プログラム＞

１．製造業に共通した悩み～工場レイアウトの悩み～

２．工場レイアウト設計の１０ステップ～法的課題から業務ステップまで～

３．工場レイアウト設計業務の全容～工場レイアウト設計は“生産技術の総合力”～

４．レイアウト設計手法～既存工場に学ぶポイント、ムダを生ませないレイアウト～

５．効果的な工事業者の動かし方～見違える、効果的な業者の動かし方～

６．20年・30年先を見据えた工場とは～ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ4.0 IoT を考える～

Ⅱ ２０年、３０年先を見据えた工場レイアウト設計技術
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「生産技術者」に必要な基礎知識を学んで頂き、各自が日常業務の中で自社生産技術部門の業務を
見つめ直し、生産技術力強化に繋げることを目的として全6回のパッケージ講座を実施しました。
また、講座を受講して頂いた方には特典として、希望者に対して対面式の講師への無料相談を実施
しました。

開 催 日 時：第1回：2020年 10月 19日 ～ 10月 26日

第2回：2020年 11月 16日 ～ 11月 23日

第3回：2020年 12月 14日 ～ 12月 21日

第4回：2021年 1月 18日 ～ 2月 15日

第5回：2021年 2月 15日 ～ 3月 15日

第6回：2021年 3月 15日 ～ 4月 19日

開 催 方 法：オンデマンド動画配信

参加対象者：生産部門責任者、工場責任者、中間管理職の方等

参 加 人 数：（6回講座合計）48人

講 師 ：株式会社テクノ経営ウェブソリューションズ
マネジメントコンサルタント 清水 英男 氏

プログラム：

Ⅲ 生産技術研修講座（オンデマンド動画配信全6回）

No 時間 講座テーマ

① 3 h
製品の生産設計手法＋個別相談
製品を作りやすくする生産設計を学び、生産工程をシンプルに

② 3 h
モノづくり工程設計＋個別相談
管理工程図の目的、生産技術者に主務である工程設計

③ 3 h
製造原価の仕組み＋個別相談
生産技術者が知っておく原価計算の基礎知識・経理用語

④ 3 h
現場改善（IE手法）の実践＋個別相談
IE手法を用いてムダを発掘、停滞を無くすことで設備稼働率向上

⑤ 3 h
設備設計、自動化・IoT・ロボット導入＋個別相談
既存設備の課題を解決するD/Rシート活用法、自動化して良いもの・ムリなもの

⑥ 3 h
工程レイアウト設計手法（実践レベル）＋個別相談
ムダを発生させない工程レイアウト

Ⅳ 特別企画 野村証券様共催企画「M＆A思考のススメ」

新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済の影響が全世界に広がる中、首都圏産業活性化
協会では、協会のネットワークを生かし、「国内外の今」をリアルタイムにお伝えするため本セ
ミナーを開催いたしました。

本セミナーでは「Ｍ＆Ａ思考」のススメ ～ 日本経済復興のヒントがここにある ～」と題し
従来型モノづくりから脱却し、自社の「決定力」を磨き抜く力について株式会社日本M&Aセン
ターの渡部恒郎取締役に解説して頂きました。

・日 時 ： 令和2年7月10日（金）16:00～17:30

・方 法 ： オンライン会議Zoom

・主 催 ： 一般社団法人 首都圏産業活性化協会

・協 賛 ： 野村證券株式会社

・講 師 ： 渡部 恒郎 氏 株式会社日本M&Aセンター

取締役 業種特化事業部長講師 渡部恒郎氏 著書
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「仲間意識」「連携」「相互信頼」をテーマにしたオンライン
での新入社員研修を開催しました。社会人、プロフェッショナル
人材への第一歩として必要なマナーやコミュニケーション、もの
づくり企業で働くための基礎を地域の同期と共に学習しました。

開催日 ： 2020年 5月13日 ～ 22日（金）

形 式 ： オンライン会議システムZOOM

対 象 ： 2020年度 新入社員 ～ 社会人3年目までの方

参加者数： 7 社 13 名

講 師 ： 株式会社KIBI 上級研究員 見附 誠子 氏
株式会社KIBI 取締役 船田 和宏 氏
首都圏産業活性化協会コーディネータ 横山 勝治 氏

カリキュラム：

●フォローアップ研修

研修受講生間の交流を促進し、「地域の同期」の関係を強化するため、研修での学びと気付
きを振り返り、日々の業務に活かすため、対面形式でフォローアップ研修を行いました。

開 催 日： 2020年 10月 29日（木）
14:00 ～ 17:00

会 場 ： 八王子市新産業開発・交流センター

内 容 ： ・新人研修の振り返り
・目標設定（計画）
・機微力の定着化
・同期としての関係性構築

Ⅴ 合同新人研修 （オンライン研修）

開催日 講座テーマ

5月13日(水)

ビジネススタンス
「自発的に考え、判断・行動する」ことが出来るように、仕事に向き合う姿勢や、組織における役割意識を中心に学びます。

5月14日(木)

ビジネスマナー
挨拶・電話対応・名刺交換・SNS他コンプライアンス・報告等、社内外の人と気持ちよく円滑に仕事を進めるための礼儀作法を
学びます。

5月15日(金)

ビジネスコミュニケーション 1 （基礎編）
自己プレゼンテーションを通して、自分を理解し、強みを活かし弱みをコントロールするスキルを磨きます。

5月15日(金)

ビジネスコミュニケーション 2 （応用編）
各参加者が自社をプレゼンテーションすることによって、求められる知識や技術を捉え、自社理解を一層深化します。

5月18日(月)

（機微力検定試験受験推奨日）
今後のビジネス社会において必要とされる国籍や文化、世代、価値観、慣習など様々な違いを受け止め関係性を築いていく
情緒的コミュニケーション力＝機微力を総合的に測定する実務検定です。

5月19日(火)

メンバーシップ：KIBI理論 1 （基礎編）
機微力検定の結果を基に、他者と自分の異を「認識」し「リスペクト」した上で、組織やチームを共に作っていくメンバーシップ
を理解していきます。

5月20日(水)

メンバーシップ：KIBI理論 2 （応用編）
KIBI理論「5つの機微力：①状況想像力②リアクション力③気持ち察し力④共感性⑤柔軟性」を基に、組織力を発揮させるた
めのメンバーシップスタンスを醸成します。

5月21日(木)

ロジカルthinking

分析力、問題解決力、提案力、コミュニケーション力、生産力を向上させ、物事を矛盾なく論理立てて解決できるようにするス
キルを磨きます。

5月22日(金)

ものづくり基礎講座
長年ものづくりに携わっているTAMAコーディネーターを講師に迎え、ものづくり企業で働くための基本的な意識、スタンスを形
成します。
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例年の新卒採用活動とは異なり、オンラインを活用した採用を行なっている企業様のお声を反映し
て、来年3月まで伴走する内定者フォロー研修を開催し、内定辞退を防止すると共に入社後すぐにス
タートダッシュを決められる人材づくりのサポートを行いました。

講 師： 株式会社KIBI 上級研究員 見附 誠子 氏

内 容： ① 大人と社会人の違いを理解する

② 自分のキャリアを考える

③ 想定と現実のギャップを乗り越えるヒント

④ 関係性構築とコミュニケーション土台作り

⑤ ストレスの構造を知り環境変化に対応する準備を行う

Ⅵ 2021年入社対象者の為の内定者フォロー研修 （オンライン開催）

開 催 日 ： 1課目2時間 計6課目の研修
下記日時で都合の良い日時を選択し受講
講座① 10/27（火）または 11/25（水）または 12/16（水）
講座② 11/26（木）または 12/17（木）
講座③ 12/18（金）または 1/12（火）
講座④ 1/15（金）
講座⑤ 2/18（木）
講座⑥ 3/10（水）

形 式 ： オンライン会議システムZOOM

対 象 ： 2021年入社予定の採用内定者

参加者数： 3社 5人

テ ー マ：学生から社会人への準備
環境や状況の変化に対応できるタフさを身につける

Ⅶ 経営デザインシートを活用した中堅社員研修 ※2021年度も引き続き継続

目 的 ： 経営デザインシート(KDS)【全社用】をもとに、KDS【事業用】を作成する取り組
みを通じて、会社全体で行なうこと、その中で事業部が果たす役割、マネージャー
の役割・ミッションを、自分なりの言葉に落とし込む。グループ作業を通じて、他
者、相手との価値観や考え方、立場など、様々な違いを受け入れ、関係性を築き、
多様性対応コミュニケーション能力を身につける。

実施方法： KDS【全社用】は経営者が作成する。グループ分けを行ない、キックオフミーティ
ングを開催し、経営者よりKDS【全社用】とクラス分けの発表。グループディスカ
ッションと伴走支援によるKDS【事業用】の作成を支援し、最後に全体発表会を行
なう(下図参照)。

経営デザインシートの【全社用】に基づき、経営
者(社長)が描いた将来構想テーマ、将来構想に応
じた各グループ分けを発表

各グループ毎に
個別セッション

キックオフミーティング

経営陣との対話
のセッション

社長・取締役

事業用KDS 事業用KDS
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首都圏地域で中核を担っていく若手経営者や経営幹部
・経営者候補を対象に、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したスクールを開講
しました。

１．プロジェクト概要

２．開催概要

・開講日・期間：2020年9月25日（金）〜 1年間
2ヶ月に1回定例会を開催（年6回／17:00～21:00）

・内 容：自己・会社紹介、先輩経営者等による講演、参加企業プレゼン、交流会
視察（年1回）、他知識習得のための勉強会等を予定。

・対 象：若手経営者、経営幹部・経営者候補

・参加者：11名

・世話人：高橋 一彰 氏（首都圏産業活性化協会 副会長、株式会社industria 代表取締役）

３．開催報告

・第１回 開催日 ：2020年 9月 25日（金）17:00 〜 21:00

テーマ ：「歴史観」を持つ経営者に!

講 師 ：野長瀬 裕二（首都圏産業活性化協会 会長、摂南大学 経済学部 教授）

・第２回 開催日 ：２０２０年１１月２７日（金）17:00〜21:00

テーマ①：基調講演：「サステナブルな経済のかたち」
講 師 ：石田秀輝様（一般社団法人サステナブル経営推進機構 理事長、東北大学名誉教授）
テーマ②：「サステナブル経営」で次の時代を拓く
講 師 ：壁谷武久様（一般社団法人サステナブル経営推進機構 専務理事）

・第３回目以降の開催について

＊2021年2月に開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止により延期しております。

次世代トップリーダー育成講座 ー サステナビリティ経営スクール ー
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（1）コニカミノルタ株式会社（協定締結年月：平成31年2月）

【連携協定の狙い】

会員企業の生産性向上等に向けた産業振興の加速、
アプリケーションの共創やワークフロー変革を期待し、
コニカミノルタ（株）が全社を挙げて取り組むIoTによる
業務プロセス変革で培ったノウハウを活用した支援

【活動報告】

◎ 技術連携交流会 ＠八王子
・開 催 日 ：2021年 1月 29日（金）1３:30～16:30
・開催方法：オンライン開催
・参加企業数：25 社 ※コニカミノルタ他大手企業4社含む

・面 談 数 ：21 件

（2）独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部（協定締結年月：令和元年6月）

【連携協定の狙い】

ジェグテック活用などによる中小企業の販路拡大、その他
中小企業に役立つ情報交換などの分野に係る連携

【活動報告】

◎ジェグテック（J-GoodTech）での首都圏産業活性化協
会特設サイトのトピック機能を利用し「女性研究者の
シーズ情報」を掲載しダイバーシティー事業との連携を
行なった。

・開 設 日 ：2020年 6月 17日
・掲載件数：22 件

◎カーボンニュートラルを中心に、環境問題を解決し得る
技術の開発等に取り組む大企業へのヒアリング調査を行
なった。
ヒアリング企業数：8 社
調査実施期間：2021年1月8日～2月28日

（3）地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（KISTEC）（協定締結年月：令和元年8月7日）

【連携協定の狙い】

地域の中堅・中小企業等の製品開発力強化や市場拡大、
新規創業環境整備等によるイノベーション創出

【活動報告】

◎技術連携交流会 ＠KISTECの共催
・開 催 日 ：2021年1月 21日 13:00 ～ 16:30
・開催方法：オンライン開催
・参加企業数：11 社
・面 談 数 ：9 件

他機関との連携

連携協定締結機関と、下記の連携事業を実施しました。
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トップページ
（https://www.tamaweb.or.jp）

会員情報クロス検索

ＴＡＭＡ会員企業、大学のホー
ムページに掲載されている製
品情報、研究情報等をクロス
検索可能。

情報ネットワーク事業

協会支援メニューや主催事業だけでなく、国・都県や支援機関等の補助金情報や支援施策・セ
ミナー情報、官公庁などが発表する統計情報やニュース、また会員からの情報をタイムリーに発
信しています。

※情報発信をご希望の場合は、事務局（info@tamaweb.or.jp）へご連絡ください。

Ⅲ 情報別メーリングリストの運用による効果的な情報提供

会員の取り組みや協会事業の紹介、関東経済産業局からの情報提供など、会員間の情報共有とお
役立ち情報をまとめた会報です。

発刊した会報はこちらから閲覧可能です。（https://www.tamaweb.or.jp/about/tunaguwa）

発行時期：原則偶数月 配布対象：会員

Ⅰ 会報「つなぐWa」

Ⅱ ホームページによる情報提供

協会会員の企業・大学・支援機関のホームページを横断的に検索可能なカスタム検索エンジン、
協会が発行する冊子の電子ブック版などを掲載しています。

製品・技術PRレポートページ
（https://www.tamaweb.or.jp/report-2）

電子ブック・資料

事業のあらまし、企業のコア製品・技術がひとめでわ
かる「製品・技術ＰＲレポート」、大学のシーズや企業と
の連携希望内容をまとめた「大学技術工房」などを閲
覧できます。
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交流会の開催

Ⅰ つなぐWaSession Online Meeting

会員が定期的に集まることで仲間を増やし相互研鑽できるような場となり、協会活動への積極
的な参加や期待を高めることを目的として、基本的に毎月1回（主に第4金曜日16:00～）定期的
に開催しました。

企業経営や地域経済、時事問題等に関するテーマを設定し、企業、大学関係者、支援機関、行政
関係者、コーディネーター等にスピーチして頂き、参加者同士での情報共有や意見交換などを通
じた「交流の場」として開催しました。

今年度はコロナウイルス感染症拡大防止の観点からオンライン開催にて実施しました。

後援：株式会社 さがみはら産業創造センター

開催回 開催日 テーマ プレゼン 参加数

第7回
2020年

4月24日（金）

コロナに負けるな！
緊急企画 国内外の経
済動向と会員企業へ
の支援策

1）Landing Pad Tokyo 加藤 聖隆 氏
2）愛知産業株式会社 井上 博貴 氏

29人

第8回
2020年

5月29日（金）
ポストコロナを考え
る

1）株式会社KAZコンサルティング 鈴木 和男 氏 35人

第9回
2020年

6月26日（金）
ものづくり企業のた
めの情報通信技術

1）総務省 関東総合通信局 望月 俊晴 氏
2）株式会社ビット・トレード・ワン 阿部 行成 氏
3）株式会社テクノ経営ウェブソリューションズ 清水 英男 氏

26人

第10回
2020年

7月31日（金）
企業の成長のための
人材戦略

1）株式会社アドヴァンテージ 中野 尚範 氏
2）RUFT株式会社 古屋 光俊 氏
3）アデコ株式会社 横山 雄一 氏

15人

第11回
2020年

8月28日（金）
企業の勝ち抜くチカ
ラ

1）京西テクノス株式会社 臼井 努 氏
2）日本分析工業株式会社 大栗 直毅 氏
3）株式会社電子制御国際 中村 謙二 氏
4）関東経済産業局 渡邉 亨 氏

41人

第12回
2020年

10月23日（金）

昨今の企業事情ー経
済動向とアフターコ
ロナにおける円滑な
商取引のポイントー

1）株式会社東京商工リサーチ立川支店 内山 裕次 氏 15人

第13回
2020年

11月27日（金）

研究開発プロジェク
トを有利に進める外
部資金の獲得

1）株式会社エーディーシー 田中 功 氏
2）池上金型工業株式会社 松澤 隆 氏
3）有限会社山内エンジニアリング 郡司 章 氏

24人

第14回
2020年

12月16日（水）
ものづくり企業にお
ける営業戦略

1）株式会社イノウエ 井上 毅 氏
2）株式会社トコウ 斗光 健一 氏
3）株式会社テクノ経営ウェブソリューションズ 川名 輝久生 氏

13人

第15回
2021年

1月29日（金）
外部資源の活用

1）NPO法人産業技術活用センター 北山 忠善 氏
2）一般社団法人アジア経営戦略研究所 池島 政廣 氏
3）一般社団法人NAP 代表理事 田口 芳弘 氏

68人

第16回
2021年

2月26日（金）
事例に学ぶ医工連携

1）産業技術総合研究所 美濃輪智朗 氏 、花井修次 氏
2）株式会社アイ・メデックス 市田 誠 氏
3）入江工研株式会社 加藤 良浩 氏

21人

第17回
2021年

3月19日（金）
企業経営の持続力

1）株式会社ダイワ・エム・ティ 和久田 惠子 氏
2）株式会社セラテックエンジニアリング 岡本 正昭 氏
3）有限会社野火止製作所 川上 博史 氏

23人
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Ⅱ 新都心イブニングサロン

技術にプライドを持つ企業家・大学教員にプレゼンを行っていただき、そのプレゼンを聴い
た意欲的企業家達との「商談」をマッチングすることを目指しています。プレゼンする人も聴
く側も“Japan-tech Pride”を理解し、参加者が力を合わせて場の価値を高めていくことを
コンセプトとしています。

コロナ禍においてオンライン開催となり、Web特設会場の設置、オンデマンド配信様動画撮
影及び編集、配信環境の提供など実施しました。

開催回 開催日 プレゼン 視聴数

第60回
2020年
7月3日
（金）

1）みちのくイブニングサロンからの企業紹介
2）野火止製作所 川上 博史 氏
3）株式会社メトラン 新田 一福 氏
4）株式会社朝日ラバー 渡邉 陽一郎 氏

150回

第61回
2020年
11月6日
（金）

1）もがみイブニングサロンからの企業紹介
2）泉工医科工業株式会社 桑名 克之様
3）株式会社東京ウエルズ様 遊佐 正行 様
4）株式会社industria 代表取締役 高橋一彰様

176回

第62回
2021年
2月5日
（金）

1）こまちイブニングサロンからの企業紹介
2）光科学イノベーションセンター 理事長 高田 昌樹 氏
3）東京農工大学 中川 正樹 氏
4）株式会社バンガードシステムズ 池野 成雄 氏

148回

羽村市からの委託を受け、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な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」を実施しました。

新型コロナウイルスの影響を鑑み、ZOOMを使ったオンライン形式にて開催しました。今
後、各地のイブニングサロンと連携を図り、埼玉県や首都圏北部（群馬県・栃木県・茨城県）
や東北各県など地域を超えた連携交流が期待されます。

開催回 開催日 テーマ プレゼン 参加

第16回
2020年
6月30日
（木）

SDGs を自分ごと化して実践
する～ニューノーマルの時代に
取組む意義～

1）武州工業株式会社 林 英夫 氏
2）ホットマン株式会社 坂本 将之 氏

37社
49人

第17回
2020年
8月6日
（木）

こんな時に活用したい支援サー
ビス

1）関東経済産業局 近藤 裕貴 氏
2）東京都中小企業振興公社 石川 一郎 氏
3）アクサ生命保険 伊奈 正城 氏
4）東京都環境局 松川 英郎 氏

22社
28人

第18回
2020年
9月25日
（木）

稼ぐ力を鍛えるデジタル技術・
データ活用

1）関東経済産業局 小川 拓真 氏
2）DATAビジネス株式会社 嶋田 圭吾 氏

37社
40人

Ⅲ はむらイブニングサロン

※次頁へ続く
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Ⅳ 南西フォーラム（首都圏南西地域産業活性化フォーラム）

地域における企業・大学・支援機関・行政機関などが一堂に集い、中小企業の皆様の新技
術・新製品開発や新分野への進出などにつながる新たな連携を生み出すための交流の場です。

（1）南西フォーラムアフターコロナ分科会オンラインミニセミナー

開催回 開催日 テーマ プレゼン 参加

第19回
2020年

10月15日
（木）

アフターコロナにおけるリード
獲得「オンライン展示会」

1）中小企業基盤整備機構 関東本部
田中 宏樹 氏、若松 誠一 氏

2）リンカーズ株式会社 長友 理恵 氏

25社
34人

第20回
2020年

11月12日
（木）

地域中小企業のための5G技術
と今後の展望

1）東洋大学 理工学部 篠永 英之 教授
2）都立産業技術研究センター 金田 泰昌 氏

29社
40人

第21回
2021年
1月14日
（木）

成長発展のヒント「企業支援の
取組と活用事例」（令和3年度
予算最新情報）

1）関東経済産業局 勝本 光久 氏
2）株式会社ハイメックス 中島 俊英 氏
3）株式会社エーディーシー 田中 功 氏

25社
34人

第22回
2021年
3月4日
（木）

経営戦略を実現させる為の人材
戦略

1）株式会社KIBI 見附 誠子 氏
2）株式会社イノウエ 井上 毅 氏

17社
22人

開催回 開催日 テーマ プレゼン

第1回
2020年

10月28日

アフターコロナ概論
新型コロナウイルスによる中小企業への
影響と、今後の展望

関東経済産業局
近藤 裕貴 氏・浅井 克仁 氏

第2回
2020年

11月11日
アフターコロナ取組み事例①
リモートワークの導入と、運用上の課題

株式会社テクニカルエンジニアリングサ
ポート 奥岡 彰 氏

第3回
2020年
12月3日

アフターコロナ取組み事例②
リモート型社会での顧客動向の変化と、
非常時こそ振り返る自社の価値

株式会社みやじ豚 宮治 勇輔 氏

（2）第43回南西フォーラム
「ポストコロナ社会でチャンスをつかめ！

～コロナ禍により明らかになった“これからのビジネス”とは～」

講 師 ：1）株式会社日本総合研究所 リサーチ＆コンサルティング部門 理事 山田 英司 氏
2）HILLTOP株式会社 代表取締役副社長 山本 昌作 氏
3）株式会社生活の木 代表取締役C.E.O 重永 忠 氏

開 催 日 ：2021年 2月 10日

開催方法：オンライン開催（ZOOMウェビナー機能を使用）
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TAMAコーディネータ制度

資 格

中小企業診断士

技術士

弁理士

公認会計士・税理士

ＩＴコーディネータ

社労士、経営士、その他

コーディネーター保有資格

登録希望者

首都圏産業活性化協会

④
登
録
手
続
き

②
登
録
申
請
書
提
出

①

応

募

③
面
談
・
審
査

ＴＡＭＡコーディネータ登録の概略

当協会では、中小企業診断士、技術士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士ほか、
大手企業OBなど多様なスキルをもつ約120人の専門家を「ＴＡＭＡコーディネータ」として
登録しています。

TAMAコーディネータは、企業の課題解決や競争力向上のため、様々な個別支援を行うほ
か、協会のスタッフとして、事業プログラムの企画や進行管理、協会主催のセミナー講師など、
会員へのサービス提供のため、事務局とともに幅広く活躍しています。

産学連携

研究開発

販路開拓

海外展開

人材育成

人材紹介

会 員

企 業

活動分野・活動事業

＜活動例＞

○IoT導入ハンズオン支援 ○経営デザインシート作成支援

○シニア人材個別マッチング ○展示会マッチングサポート

○共同研究プロジェクト等のプロジェクトマネージメント・コーディネーター

○協会主催セミナー等の講師紹介 ○会報への支援コラム寄稿
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地域との交流

自治体が産業振興・企業支援を行うにあたり、地域中小企業の実態と行政や地域に求める
ニーズを把握するため、施策や事例を学び、自治体間のネットワークを構築・強化する目的で
自治体産業振興担当者を対象に自治体地域産業政策勉強会を開催しました。昨年度は関東経済
産業局、特別区長会との共催として、特別区（東京23区）の実務担当者を対象とした「産業
振興セミナー」と合同開催し、より広域的な自治体間の交流やネットワークの形成に資する会
として実施しました。

Ⅰ 自治体地域産業政策勉強会

開催回
開催日 会 場 参加自治体数

内 容

第６回

令和２年１０月８日（木） 杜のホールはしもと ２０

第6回自治体地域産業政策勉強会・令和2年度第１回産業振興セミナー
テーマ：「コロナウイルス感染症拡大禍における支援策」
・経済産業省によるコロナウイルス関連支援策のご案内
関東経済産業局 地域経済部 地域振興課 係長 近藤 裕貴 様

・各自治体におけるコロナウイルス対策の支援策ご紹介・情報共有
・名刺交換会
共催：関東経済産業局・特別区長会

第７回

令和３年２月２２日（木） オンライン開催（Ｚｏｏｍ） ２６

令和２年度第２回産業振興セミナー・第７回自治体地域産業政策勉強会
テーマ：「新たな日常」下での中小企業支援～地域・中小企業のデジタル化～
・経済産業省予算概要説明
関東経済産業局 地域経済部 地域振興課 係長 近藤 裕貴 様

・「製造業のためのクラウド見積ソフトTerminalQ」
株式会社TERMINALQ 代表取締役 名取磨一 様

・「産業課題を解決するビジネスコミュニティ」
株式会社テイラーワークス 代表取締役社長 難波弘匡 様

・グループワーク
各自治体におけるポストコロナへの支援策・自治体におけるデジタル化について等

共催：関東経済産業局・特別区長会
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金融機関が地域企業の支援を行うにあたり、社会経済・技術革新の動向やベンチャー企業の
活躍状況等を理解し、地域中小企業の実態とニーズの把握が一層重要となります。また、当協
会は、埼玉県南西部・東京都多摩地域・神奈川県県央部において、産学官金連携にわたり地域
ものづくり中小企業を支援してまいりました。そこで、今後の地域中小企業支援を強化、地域
金融機関との連携強化を図るべく金融機関勉強会を開催しました。

Ⅱ 金融機関勉強会

開催
回

開催日 会 場 参加金融機関数、人数

内 容

第１
回

令和2年8月20日（木） 八王子市産業開発・交流センター及びzoom会議 9機関、15名

・参加メンバー自己紹介

・金融機関勉強会のコンセプト、製造業・開発系企業の目利き
「ポストコロナ・アフターコロナ」を見据え、地域の金融機関に期待するメッセージ

講師：一般社団法人首都圏産業活性化協会 野長瀬会長

・コロナ禍における地域金融機関の取り組み

第２
回

令和2年11月19日（木） Zoom会議システム 10機関、13名

・参加メンバー紹介

・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～
講師：一般社団法人首都圏産業活性化協会 コーディネーター 久保 行幸 様

中小企業診断士（東京都中小企業診断士協会三多摩支部所属）

・事例研究 「経営デザインシート」を活用したTAMA地域における支援事例

36



Ⅳ 国内支援機関等との交流

地域 ・ 団体 交流内容

一般社団法人日本自動車部品工業会 特別会員として参画

八王子商工会議所 一般会員として参画

一般財団法人浅間リサーチエクステンション
センター（AREC）

賛助会員として参画

地方創生SDGs官民連携プラットフォーム 三号会員（民間企業等）として参画

東京都 多摩イノベーションエコシステム 実行委員

神奈川県 さがみロボット産業特区
重点支援プロジェクト支援委員会委員

所沢市 都市型産業等育成補助金審査員

八王子市 産業振興会議委員

羽村市 羽村市産業振興計画懇談会委員

東京農工大学 先端産学連携研究推進センターアドバイザリーボード委員

芝浦工業大学 COC事業外部評価委員会

狭山商工会議所IMT会議 狭山市中小企業経営支援相談員

公益社団法人八王子観光コンベンション協会 MICE委員会委員

TAMA－TLO会議 研究開発成果評価委員会委員

首都圏南西地域産業活性化フォーラム
首都圏南西地域産業活性化フォーラム運営委員会委員・
企画部会委員

全国イノベーション推進機関ネットワーク 全国イノベーション推進機関ネットワーク運営委員

青梅線沿線地域産業クラスター協議会 青梅線沿線地域産業クラスター協議会オブザーバー

地域 事業名 事業内容

羽村市 羽村市連携構築・強化支援事業

羽村市内外の企業交流を図るために、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」を実施しました。
また、新型コロナウイルス感染症の拡大による社会経済
の変革の中での事業継続を支援するため、「Jacky柴田
のマーケティング道場」を実施しました。「アフターコ
ロナ （特にデジタル化）」と「企業のマーケティング
の変化」と題し、全3回シリーズにて開催しました。

狭山市 狭山市中小企業経営支援相談業務
インキュベーション施設入居企業をはじめ、市内企業の
産学連携、特許情報の活用に関する情報提供、効果的な
アドバイスを実施するため、専門家を派遣しました。

＜地域内事業＞

首都圏西部地域をはじめ、全国の地域・団体、また海外クラスター団体等との連携事業や各
種委員への就任・視察や講演依頼をお受けしています。今後も、国内外における産業支援機関
との交流を図り、地域を超えた産業支援ネットワーク形成を目指していきます。

Ⅲ 自治体等との連携
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個人

８

大学等

２９

団体

６２

自治体

19

コーディネータ

１３０

今年度は、総体として昨年度末より会員数は増加しました。企業会員数は昨年度の226社から社228社
へ増加しています。今後も会員様への支援を尽力して参ります。引き続き、地域活性化、発展のため、会員
の皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。

令和３年3月末現在（総数＝４７６）

１．会員数の推移 （平成１０年度～令和２年度）

２．会員の構成 （令和２年度末）

データで見る会員の推移と現状

営利法人、

個人事業主、

金融機関等

228
東京都

１５７社

70％

埼玉県

２１社

10％

その他１２社
5%

神奈川県

３８社

15％

３．都道府県別企業会員数

平成10年4月のＴＡＭＡ産業活性化協議会設立時総会員数328
（うち企業会員193社）でスタートし令和２年度末には総会員数476
（うち企業会員228社）となっています。

ＴＡＭＡ産業活性化協議会設立

会員数

平成１０年４月 328

平成１３年３月 440

平成１４年３月 447

平成１５年３月 517

平成１６年３月 599

平成１７年３月 629

平成１８年３月 672

平成１９年３月 656

平成２０年３月 658

平成２１年３月 578

平成２２年３月 597

平成２３年３月 576

平成２４年３月 565

平成２５年３月 560

平成２６年３月 595

平成２７年３月 576

平成２８年３月 574

平成２９年３月 543

平成３０年３月 490

平成３１年３月 463

令和２年３月 470

令和3 年３月 476
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企業会員を見ると、資本金3億円未満の中小企業が全体の約95％を占めています。

業種は製造業が全体の78.1％を占め、情報通信業(IT)が8.3％、次いで専門技術サービス業が

6.6％、金融業が3.5％となっています。

今後も、更なる充実したネットワーク構築を目指します。

（令和２年度末 企業会員総数＝２２８）

※日本標準産業分類にもとづく

企業会員所在分布図
（都道府県別）

１億～３億円以下

１．９％

４．資本金別企業会員分類

６．業種別企業会員分類

５．市区町村別企業会員数 （トップテン）

東京
神奈川

埼玉山梨

青森

茨城

石川 栃木
群馬

新潟
福島

※上位１０市区町村での企業会員合計１２４
（企業会員全体の５４％）

千葉

静岡

大阪

３億～50億円以下

４．２％

50億～100億円以下

０．５％
100億円超

０．５％

～１億円以下

93％

情報通信業

8.3％

金融業 3.5％

卸売・小売業0.4％

建設業 1.3％

製造業

78.1％

No. 市区町村別 会員数

1 八王子市 24

2 相模原市 21

3 青梅市 19

4 羽村市 13

5 立川市 10

5 昭島市 9

7 西多摩郡瑞穂町 8

8 横浜市 8

9 千代田区 7

10 福生市 5

愛知

専門・技術サービス業

6.6％ サービス業1.8％
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全体事業 イノベーション創出 付加価値向上支援 人材育成 ネットワーク強化

4

月

20、 27 経営資源プロジェクト
委員会

27 医療イノベ分科会久保田
博南塾

24 つなぐWaセッションオンラ
インミーティング⑦

5

月

11 経営資源プロジェクト委
員会
22  第1回理事会

13-22  合同新人研修 25  会報「つなぐWa 」第 16号発
行
29 つなぐWaセッションオンラ
インミーティング⑧

6

月

8 経営資源プロジェクト委員
会
12  通常総会

2 医療イノベ分科会久保田
博南塾

8 ダイバーシティ東京ブロック
会議
26 つなぐWaセッションオンラ
インミーティング⑨
30  はむらイブニングサロン⑯

7

月

1、 28 医療イノベ分科会・久
保田博南塾
3  技術連携交流会（さいたま
新都心）

2 知財事業第1回連携協議
会（八王子）

10 技術経営大学特別講座
29 技術経営大学専門講座

3 新都心イブニングサロン
10 つなぐWaセッション特別企
画
22  青梅線沿線地域産業C L協
議会
25  会報「つなぐWa 」第 17号発
行
31 つなぐWaセッションオンラ
インミーティング⑩

8

月

26 医療イノベ分科会久保田
博南塾

4 知財事業セミナー&ワー
クショップ（所沢）
27  知財事業セミナー&ワー
クショップ（羽村）

3 さがみロボット特区重点P J

委員会
6 羽村イブニングサロン⑰
20 金融機関勉強会①
25 羽村地域産業振興懇親会
28 つなぐWaセッションオンラ
インミーティング⑪

9

月

25  第2回理事会 (羽村 )

1 7 外部評価委員会①
18  知財事業セミナー&ワー
クショップ（相模原）

25 次世代トップリーダー育
成講座 (昭島 )

4 イノベーションネットワーク
運営委員会
25  はむらイブニングサロン⑱
25  会報「つなぐWa 」第 18号発
行

10

月

30 外部評価委員会② 2 医療イノベ分科会久保田
博南塾
14 綿貫ＷＧ研究会（埼玉
大）

21 知財事業第2回連携協議
会（八王子）

19 生産技術管理シリーズ
講座①
27  内定者フォロー研修①

8 自治体勉強会⑥
5  ダイバーシティ運営協議会
15  はむらイブニングサロン⑲
23 つなぐWaセッションオンラ
インミーティング⑫
28  青梅線沿線地域産業C L協

議会

11

月

13 外部評価委員会③
20中期計画策定委員会①

4-6  新価値創造展 2020出展
6  技術連携交流会（さいたま
新都心）
10 鎌倉WG分科会・研究会
(オンライン )

1 9 綿貫ＷＧ研究会（オンライ
ン）

19  知財事業セミナー（金融
機関勉強会）

16 生産技術管理シリーズ
講座②
26 内定者フォロー研修②
27 次世代トップリーダー育
成講座 (八王子 )

6 新都心イブニングサロン
12  はむらイブニングサロン⑳
19 金融機関勉強会②
27 つなぐWaセッションオンラ
インミーティング⑬

12

月

17 中期計画策定委員会② 3 綿貫ＷＧ研究会
7-9 新ものづくり・新サービ
ス展

14  技術経営大学生産管理
講座③
18  内定者フォロー研修③

1  会報「つなぐWa 」第 1 9号発
行
8 イノベーションネットワーク
電磁的運営委員会
16つなぐWaセッションオンライ
ンミーティング⑭
21 ダイバシティ牽引型シンポ
ジウム (オンライン )

1

月

27 中期計画策定委員会③
29  第3回理事会・賀詞交歓
会

12 医療イノベ分科会久保田
博南塾
15 , 1 8 , 2 5  産から学へのプレ
ゼンテーションオンライン
20  綿貫WG研究会
21  技術連携交流会 ( K I S T E C )

29  技術連携交流会 (八王子 )

2 5、 27  中堅社員研修
29 技術連携交流会

15 内定者フォロー研修④
18 技術経営大学生産管理
講座④

8  青梅線沿線地域産業CL協
議会
14  はむらイブニングサロン㉑
29  つなぐWaセッションオンラ
インミーティング⑮

2

月

5  技術連携交流会（さいたま
新都心）
8 ダイバーシティセミナー
16  鎌倉WG研究会分科会
(電通大 )

1 9 オープンイノベーション
チャレンジピッチ

3、 24 羽村市マーケティング
講座①②

15 技術経営大学生産管理
講座⑤
18  内定者フォロー研修⑤
24 中堅社員研修

1  会報「つなぐWa 」第 2 0号発
行
5 新都心イブニングサロン
10 南西フォーラム
15 多摩交流拠点開設に向け
た意見交換会
22  自治体勉強会⑦
26 つなぐWaセッションオンラ

インミーティング⑯

3

月

19 第4回理事会 4  綿貫WG研究会
9 医療イノベ分科会久保田
博南塾
17 久保田WG研究会（首都
大）

3 中堅社員研修
11 羽村市マーケティング講
座③
12 知財事業第3回連携協議
会・成果発表会

15 技術経営大学生産管理
講座⑥
24、 29 中堅社員研修

4  はむらイブニングサロン㉒
5 八王子観光コンベンション
協会委員会
18 神奈川県重点プロジェクト
委員会
19 つなぐWaセッションオンラ
インミーティング⑰
29 南西フォーラム運営委員
会

◎ 年 表 ◎
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沿革

1998年（平成10年）設立

4月 関東経済産業局の協力を得て、地域の企
業、大学、自治体、商工団体により、任意団体
「TAMA産業活性化協議会」が設立。

当初の事務所は、八王子商工会議所の一角を借
用してのスタートであった。

2000年（平成12年） 事務所移転

事務所を三鷹産業プラザへ移転。

2001年（平成13年）社団法人化、事務所移転
4月 TAMA産業活性化協議会解散。経済産業省の許可を
受け、社団法人首都圏産業活性化協会を設立。

事務所を八王子スクエアビルへ移転。

2002年（平成14年） コーディネーター制度やネットワーク
によるプラットフォームを構築

2008年（平成20年） 設立10周年、環境ものづくり支援事業・
産学官金サミット開始

2009年（平成21年） 環境ものづくり大賞創設・海外展開支援の強化

2010年（平成22年） 一般社団法人化、首都圏西部地域広域基本計画策定

1都2県35市4町1村による広域協議会を設置し、地域での産業集積活性化を支援。

2011年（平成23年） 地域イノベーション戦略推進地域に選定

「首都圏西部ＳＱＯＬ（Ｓｍａｒｔ Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｌｉｆｅ）技術開発地域」として選定される。

2013年（平成25年） TAMAブランド化推進事業、TAMAブランド企業認定開始

2015年（平成27年） 人材確保・定着事業強化、中核企業創出支援事業の推進

2017年（平成29年） 先端ものづくり・IoT普及による中核企業創出支援

2003年（平成15年） ベンチャー基金設立

2004年・2005年（平成16年・17年） 海外クラスターとの交流開始

2006年（平成18年） 次世代経営者育成・若者ネットワークを構築

2007年（平成19年） 大手企業と中小企業の技術連携交流会開始

第一期 1998年（平成10年）～2002年（平成14年）

ネットワーク形成 インフラの整備を辻田産学官金ネットワークの構築

第二期 2003年（平成15年）～2007年（平成19年）

研究開発・新事業創出
産学・産産連携の促進と連携による新技術・新製品の開発新事業の創出

第三期 2008年（平成20年）～2012年（平成24年）

環境ものづくり 環境と調和し環境と共生する

「ものづくりクラスター」として世界ブランド化をめざす

第四期 2013年（平成25年）～2017年（平成29年）

TAMAエコクラスター 環境配慮ものづくりエコクラスター（環境調和・ビジネス調和）の実現をめざす

第五期 2018年（平成30年）～2020年（令和2年）

コネクテッド・インダストリーズ
産学官金で、ひと・もの・ことのつながりを推進しビジネス機会と人財が集まる場を形成する

第六期 2021年（令和3年）～2023年 (令和5年)

脱平均！ワンランクアップ
産学官金民のネットワーク形成を基本スタンスとし、3つのエリア(圏央道と交差する関越・中央・東名道)と
新たな分野の切り口により、イノベーションの創出をはかる

2018年（平成30年） 設立20周年、異業種交流会(つなぐWaセッション)開始

知的財産人材育成支援事業開始、自治体政策勉強会の開始

2019年（平成31・令和元年）技術経営大学(合同新入社員研修、専門講座)の開始

(独)中小企業基盤整備機構 、(地独)神奈川県立産業技術総合研究所との連携協定を締結

ビジネスマッチングWEBサイト「ジェグテック」内に特設ページ開設、技術連携交流会@KISTECの開催

2020年（令和2年） 次世代トップリーダー育成講座の開始、金融機関勉強会の開始
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■ 役 員 ※令和3年3月末現在

■ 理 事： 18人（会長 1人 ・ 副会長 2人）

■ 監 事： 2人 ■ 参 与：2人

■ 組 織 ※令和3年3月末現在 総会

事務局

理事会 監事

■ 形態区分と入会金・年会費

会員種別 区 分 資 本 金 等 入 会 金 会 費

正会員

営利法人等

100億円超 210,000 円 490,000 円

50億円超100億円以下 150,000 円 350,000 円

3億円超50億円以下 60,000 円 140,000 円

1億円超3億円以下 45,000 円 105,000 円

1億円以下 30,000 円 70,000 円

個人事業主等 起業準備中の個人・創業5年以内の営利法人 15,000 円 35,000 円

教育機関 教育機関・在日公館・通商機関 10,000 円 10,000 円

個人 大学教官・学生・官公庁職員、コーディネータ 10,000 円 10,000 円

商工団体 － 10,000 円 10,000 円

金融機関 － 60,000 円 140,000 円

公益法人等 社団法人・財団法人・特殊法人 10,000 円 10,000 円

中小団体 － 10,000 円 20,000 円

地方公共団体
製造品出荷額等5,000億円以上 15,000 円 30,000 円

製造品出荷額等5,000億円未満 10,000 円 10,000 円

賛助会員 営利法人等

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、
群馬県、山梨県、静岡県に拠点を持たない営利法人 ー 35,000 円

中小企業以外

ー 100,000 円

■ご入会お申込みは ホームページから可能です。

https://www.tamaweb.or.jp/

協会ホームページで「協会概要」

中の入会のご案内をクリックしてく

ださい！

※中小企業基本法第二条の範囲外
※その他大企業相当の企業も含む

会長 特定非営利活動法人新都心イノベーションパートナーズ 代表理事、摂南大学経済学部 教授 野長瀨 裕二

副会長 株式会社リガルジョイント 代表取締役 稲場 純 株式会社industria 代表取締役社長 髙橋 一彰

理事 株式会社ソーケンメディカル 代表取締役社長 石渡 弘美 株式会社イチカワ 専務取締役 市川 敦士

理事 株式会社イノウエ 代表取締役社長 井上 毅 電気通信大学 理事（研究・産学官連携戦略担当） 小花 貞夫

理事 アイフォーコム株式会社 代表取締役社長 加川 広志 八王子商工会議所 会頭 樫﨑 博

理事 久保井塗装株式会社 代表取締役 窪井 要 第一合成株式会社 代表取締役 河野 良子

理事 DATAビジネス株式会社 会長 昆 凡子 相模原商工会議所 会頭 杉岡 芳樹

理事 羽村市長 並木 心 八王子市産業振興部長 廣瀬 勉

理事 東京都中小企業振興公社 理事長 保坂 政彦 株式会社ミラック光学 代表取締役 村松 洋明

理事 相模原市 環境経済局 経済部 部長 若林 和彦

監事 株式会社バンガードシステムズ 代表取締役 池野 成雄 株式会社コスモ計器 代表取締役 古瀨 智之

参与 株式会社井口一世 代表取締役 井口 一世 武州工業株式会社 代表取締役会長 林 英夫
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TEL：042-631-1140 FAX：042-631-1124
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