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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



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

協会の目的、OUR CORE “Center Of Clusters”

協会の目的
本会は、埼玉県南西部、東京都多摩地域、神奈川県中央部等を一体とした地域の産学

官の強固な連携の下で、環境調和の観点にも配慮しつつ、同地域の中堅・中小企業の製
品開発力の強化と市場の拡大並びに新規創業環境の整備を図ることなどを通じて、当該
地域を世界有数の新規産業創造の基盤として発展させ、もって21世紀の我が国経済の健

全な発展に寄与することを目的とする。 一般社団法人首都圏産業活性化協会 定款 (目的) 第3条より
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会員の構成
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（令和３年３月末）企業会員総数＝228社）

東京

神奈川

埼玉

山梨

青森

茨城
石川

福島

栃木
群馬

新潟

静岡

福島

大阪

千葉

企業会員所在分布図
（都道府県別）

愛知

３．都道府県別企業会員数 （令和３年３月末）

東京都
1５７社
70％

神奈川県
3８社
1５％

埼玉県
２１社
10％

その他１２社
5％

４．企業会員分類 （業種別）

※日本標準産業分類に
もとづく

製造業
78.1％

専門・技術サービス業
6.6％

情報通信業
8.3％

金融業 3.5％

卸売・小売業
0.4％

建設業
1.3％

１．会員数の推移 （平成１０年度～令和２年度）

営利法人、
個人事業主、
金融機関等
2２８

コーディネータ
1３０

２．会員の構成 （令和３年３月末）

個人
８

大学等
２９

団体
６２

自治体
19

（総数＝４７６）

246

令和4年1月21日現在

497



理事・役員
会 長 野長瀬 裕二 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

副会長 高橋 一彰 株式会社industria 代表取締役社長

稲場 純 株式会社リガルジョイント 代表取締役

理 事 石渡 弘美 株式会社ソーケンメディカル 代表取締役社長

市川 敦士 株式会社イチカワ 専務取締役

井上 毅 株式会社イノウエ 代表取締役社長

小花 貞夫 電気通信大学 理事（研究・産学官連携戦略担当）

加川 広志 アイフォーコム株式会社 代表取締役社長

樫﨑 博 八王子商工会議所 会頭

窪井 要 久保井塗装株式会社 代表取締役

河野 良子 第一合成株式会社 代表取締役

昆 凡子 DATAビジネス株式会社 会長

杉岡 芳樹 相模原商工会議所 会頭

瀬尾 和子 八王子市 産業振興部長

橋本 弘山 羽村市 市長

保坂 政彦 東京都中小企業振興公社 理事長

村松 洋明 株式会社ミラック光学 代表取締役

若林 和彦 相模原市 環境経済局経済部長

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

参 与 井口 一世 株式会社井口一世 代表取締役 林 英夫 武州工業株式会社 代表取締役会長

令和3年6月25日現在 5



2020年版 経済産業省「グローバルニッチトップ企業100選」

●GNTに選定されたTAMA会員企業・社長名「GNT製品・サービスの名称など」

１．株式会社industria 高橋 一彰 様（埼玉県）
「FILSTAR(エレメントレスフィルター)自動車生産プロセス等に貢献する水の再利
用装置システム」

２．日本分析工業株式会社 大栗 直毅 様（東京都）
「分離精製装置（リサイクル分取液体クロマトグラフ）」

３．株式会社環境経営総合研究所 松下 敬通 様（東京都）
「NECRES（高水分の有機性廃棄物と廃プラを混錬・熱分解によりカーボン化）」
連続受賞

４．株式会社昭和真空 小俣邦正 様（神奈川県）
「水晶振動子製造工程用（周波数調整装置）」

５．株式会社電子制御国際 中村 謙二 様（東京都）
「インパルス巻線試験機」

６．京西テクノス株式会社 臼井 務 様（東京都）
「グローバルリペアサービス（GRS）」
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国の産業政策（中小企業支援政策）地域未来牽引企業

首都圏産業活性化協会会員の地域未来牽引企業

<北海道> (株)常光 <青森県> (株)サン・コンピュータ (青森県八戸市) <茨城県> (株)西野精器製作所 (茨城県ひたちなか市)
<栃木県> (有)本郷精巧 (栃木県佐野市) <群馬県> (株)アドテックス (群馬県高崎市)

<埼玉県> (株)industria（埼玉県入間市） (株)トコウ（埼玉県入間市）
池上金型工業(株) (埼玉県加須市) (株)協同商事（埼玉県川越市）(株)金子製作所（埼玉県さいたま市）

<東京都> スタック電子(株)（東京都昭島市）(株)吉増製作所（東京都あきる野市）(株)サーテック（東京都青梅市）武州工業(株)（東京都青梅市）
(株)三ツ矢（東京都品川区） (株)コスモテック （東京都立川市） 京西テクノス(株) （東京都多摩市） (株)井口一世 （東京都千代田区）
(株)ソーケンメディカル （東京都豊島区）東成エレクトロビーム(株) （東京都西多摩郡瑞穂町） 日本分析工業(株) (東京都西多摩郡瑞穂町)
(株)エリオニクス （東京都八王子市）(株)菊池製作所（東京都八王子市）(株)ミラック光学（東京都八王子市）
(株)イチカワ（東京都羽村市） 立川精密工業(株)（東京都羽村市） 電子制御国際（東京都羽村市）(株)NISSYO（東京都羽村市）
(株)FAプロダクツ （東京都港区） 多摩冶金(株)（東京都武蔵村山市）(株)東洋ボデー （東京都武蔵村山市）

<神奈川県> (株)ミズキ （神奈川県綾瀬市） (株)昭和真空（神奈川県相模原市）(株)リガルジョイント（神奈川県相模原市）
アイフォーコム株式会社（神奈川県横浜市） コダマコーポレーション(株)（神奈川県横浜市）

<山梨県> 山陽精工(株)（山梨県大月市） <大阪府> 日光化成(株) (大阪府大阪市)

経済産業省では、2017年度から全国3,683者の企業や団体を、「地域未来牽引企業」として選定しており、

当協会からは38社の企業が選定をされております。

【選定方法・基準】 地域における多様な事業活動を適切に選考するため、以下2つの方法を採用し、外部有識者の検討結果を踏まえ、選定しています。
• 定量的な基準：営業利益、従業員数、域外での販売額、域内の仕入額等の経営状況に関する企業情報データベースに基づき選定するもの。
• 定性的な基準：自治体や商工団体、金融機関等から推薦された事業者を、地域経済への貢献期待や成長性の観点から選定するもの。
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首都圏産業活性化協会の沿革

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。

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

第一期 1998年（平成10年）～2002年（平成14年）

ネットワーク形成 インフラの整備を通じた産学官金ネットワークの構築

2003年（平成15年） ベンチャー基金設立

2004年（平成16年） 海外クラスターとの交流開始

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

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。

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

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

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。
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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

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

首都圏産業活性化協会の沿革

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

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



第五期・令和2年度事業(ご参考) 4つのサポート

令和2年度
協会説明資料より
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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



第六期中期計画基本方針 脱平均！ワンランクアップ

11

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

2021～2023 第六期 脱平均！ワンランクアップ

ネットワーク形成

関
越

中
央

東
名

圏
央

エリアの切り口 基本スタンス

官

金

支援
機関

産

民

学

第六期の注力分野

分野の切り口

食
品

サー
ビス

ものづくりとつながる

基本方針

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。

交流

連携

創造

Layer3

Layer2

Layer1

高頻度

低頻度

つなぐWaセッション
イブニングサロン

企業訪問

先導者

中間層

挑戦者

上記とは別のLayer
大学でいうゼミのイメージ

3つのLayerに分け、
ゆるやかな交流から個別支援
の頻度を高め、ステージアッ
プをはかる。
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製品開発力の強化 新規創業環境の整備

コロナに負けるな！

ニュー・ノーマル

第六期中期計画 2021～2023年度
重点テーマ、注力分野、ネットワーク形成について

緊
急
度
高

階層別支援

自治体
NW

金融機関NW大学NW

地域住民NW

企業変革力(ダイナミックケイパビリ

ティ)

サービス
DX

ものづくりDX

プロダクトイノベーション

人材強化

バリューチェーン

サプライチェーンカーボンニュートラル

2021

2022

2023

スタートアップNW

関
越

中
央

東
名

圏
央

食
品

サー
ビス

食
品

サー
ビス

注力分野 重点テーマ

ネットワーク形成

市場の拡大
【定款 (目的) 第3条】より

協会の目的

圏
央

圏
央

方法
①先導者 ②挑戦者 ③その中間層

受託事業

国の政策の一歩先
先導的事業
将来への布石

サーキュラエコノミー

決め打ちプロジェクト
イノベーションHUB



各省庁
(経産省・文科省・総務省他)
政府系機関

自治体大学ネットワーク
自治体ネットワーク
金融機関ネットワーク
個人会員ネットワーク

次世代トップリーダー育成講座
技術経営大学の企画・運営
新卒採用・インターンシップ
副業支援

ものづくりイノベーション
産学連携・研究開発
食品部会
サービス部会

黒・現在実施中
灰・準備中・検討中

エリアネットワーク
北むさし
中むさし
南むさし
さがみ

令和3年度の実施事業および事務局体制

事務局

イノベー

ション創

出支援

人材育成

支援

地域連携

推進

政策推進

企業支援

理事会

総会
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価値デザイン経営
ハンズオン支援
DX推進
認定支援機関

製品技術PRレポート
全国1700社

大学技術工房
754研究室

産 学

約50社

経営デザインシート(2018年公開/内閣府)

関
越

中
央

東
名

圏
央

エリアの切り口

経営資源プロジェクト委員会
ネットワーク委員会

IoT委員会
コンテンツ委員会



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。

人材育成支援

企 業 支 援イノベーション創出支援

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

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)
※中小企業基盤整備機構と連携協定

経営デザインシート

大手企業
開発部門

Tech Messe (テックメッセ)
運営企業:リンカーズ(株)※会員

大学
研究機関

catalyst (カタリスト)
運営企業:野村證券(株) ※会員

製品技術PRレポート

技術連携交流会

埼玉、東京、神奈川で開催 毎月第4金曜日に開催

マッチングプ
ラットフォーム
パートナー機関

人材育成
パートナー
機関

異業種交流会
つなぐWaSession

全国1,655社
東京・埼玉・神奈川
約1,000社

約50社

14

612研究室

企業個別支援



• 内閣府が推奨している将来を構想するための思考補助ツール (フレームワーク)

• 経営デザインシート(KDS)を選定する理由

• １枚で全体を俯瞰できる

• 「これまで」と「これから」の時間軸を意識できる

• 「自社の目的・特徴」、「事業概要」、「価値」などの 想い を記載できる

• 欄が限られているので、大切なことしか書けない 大切な部分の明確化

• 「資源」と「ビジネスモデル」と「価値」の関係性を意識しやすい

15

経営者にとって、
将来を構想する
ことが重要

首都圏産業活性化協会(TAMA)の企業支援ツール①
「経営デザインシート」

TAMA協会の取り組み
・コーディネーターが経営者をヒアリング・ディスカッショ
ンし、経営デザインシートを作成支援。
・自治体と連携し、セミナーを開催するなど取り組み
を地域へ普及展開。

フォーマット(ダウンロード可)、活用事例等は「首相官邸ホームページ」に掲載
(問い合わせ先は 内閣府 知的財産戦略推進事務局)

2019～2020年度の経営デ
ザインシート(KDS)作成
事例をホームページにて
公開中 ※26社分を掲載
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首都圏産業活性化協会(TAMA)の企業支援ツール②
製品技術PRレポート「ワザ自慢」

会員のみなさまのお手元に、
1/26(火)～27(水)頃にお届け予定。

企業のコア製品・コア技術を

A4 1枚にまとめたレポート。

強みを引き出し、差別化を図るため、

技術コーディネーターが内容を

ブラッシュアップ。

一般社団法人首都圏産業活性化協会

産・学・官・金・民
約500のネットワークを一挙掲載

2022新春特別号

協会の動画チャンネルも開設しております。 ※「ワザ自慢」の動画を絶賛大募集中！
また、動画制作のご支援も行なっておりますので、お気軽にご相談くださいませ。(担当/笠井)
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■四国 ８０社

・香川23社 ・愛媛25社
・徳島23社 ・高知9社

■九州・沖縄 ３５社

・福岡 22社 ・佐賀5社 ・熊本2社 ・長崎2社・鹿児島2社 ・大分1社、・宮崎１社

■近畿 ４７社

・大阪府27社、
・兵庫4社、京都府9社、
・滋賀5社、奈良1社、
・和歌山1社

■中部・北陸 ８６社

・富山16社 ・石川20社
・愛知24社 ・岐阜13社
・福井6社 ・三重7社

■北海道 ２４社

■関東 １３１２社

・埼玉 159
・東京 597
・神奈川 240

・山梨84社 ・長野48社
・栃木15社 ・静岡57社
・千葉33社 ・群馬36社
・茨城27社 ・新潟16社

■東北 ９３社

・青森56社
・岩手4社・宮城9社
・山形4社・福島20社

■中国 ２３社

・広島12社、・岡山6社、
・山口 2社、・鳥取2社、
・島根 １社

【技術シーズ内訳】

31%

24%18%

16%

7%

4%

金属加工

電気・電子機器製

その他

機械器具製造

プラスティック・ゴム

IT・ソフトウェア

TAMAエリア
約1,000社

産 学

首都圏産業活性化協会(TAMA)の企業支援ツール②
製品技術PRレポート「ワザ自慢」 1700社ネットワーク
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産学

【大学コンソーシアム八王子】帝京大学、帝京大学短期大学、東京純心大学、杏林大学、
多摩美術大学、創価女子短期大学、日本文化大學、法政大学、山野美容芸術短期大学
ヤマザキ動物看護大学、東京家政学院大学、デジタルハリウッド大学、桜美林大学

【ネットワーク多摩】桜美林大学、大妻女子大学、恵泉女学園大学、白梅学園大学、嘉悦大学、
白梅学園短期大学、創価女子短期大学、玉川大学、帝京大学、帝京大学短期大学、法政大学、
デジタルハリウッド大学、東京女子体育大学、東京女子体育短期大学、亜細亜大学、和光大学

新技術説明会

産 学
産から学への

プレゼンテーション

首都圏産業活性化協会・正会員
地 域 連 携 推 進

<埼玉県> 埼玉大学、芝浦工業大学、東洋大学、ものつくり大学

<東京都> 青山学院大学、学校法人北里研究所、工学院大学、サレジオ工業高等専門学校、
実践女子大学・実践女子大学短期大学部、芝浦工業大学、創価大学、拓殖大学、多摩大学、
中央大学、電気通信大学、東京学芸大学、東京工科大学、東京工業高等専門学校、
東京造形大学、東京電機大学、東京都立大学、東京農工大学、東京薬科大学、東洋大学、
日本工学院八王子専門学校、明星大学

<神奈川県> 青山学院大学理工学部、神奈川工科大学、東海大学、東京工芸大学

<新潟県> 長岡技術科学大学

政策推進(文科省・政府系機関)

ネットワーク委員会

【かながわ産学公連携推進協議会（CUP-K）】麻布大学、神奈川大学、関東学院大学、鶴見大学
聖マリアンナ医科大学、東京都市大学、日本大学、明治大学、横浜国立大学、横浜市立大学

※下線の7大学は、2011(H23)～2018(H30)年度まで
文科省「地域イノベ」採択事業としてシーズ集作成

【埼玉東上地域大学教育プラットフォーム(TJUP)】跡見学園女子大学、埼玉女子短期大学、
十文字学園女子大学、城西大学、城西短期大学、女子栄養大学、駿河台大学、西武文理大学、
大東文化大学、東京家政大学、東京電機大学、東邦音楽大学、日本医療科学大学、日本工業大学、
文京学院大学、武蔵丘短期大学、明海大学、山村学園短期大学、立正大学、埼玉県立大学
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計測・制御

21%

情報・通信

15%

医療・福祉

12%
エネルギー

8%

環境

8%

資源・材料

7%

ナノ・マイクロ

6%

バイオ

6%

安全安心

5%

デザイン

3%

電子デバイス

2%
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

電子デバイス

超音波

その他

生産加工

微細加工

農業

生活科学

大学技術工房 612 + 女性研究者シーズ集 142 = 754研究室大学技術工房 612 + 女性研究者シーズ集 142 = 754研究室

● 大学技術工房：612件 ● 研究分野別内訳
・ライフイノベーション ：272件（44％） ・計測・制御 ： 126件（21％）
・グリーンイノベーション：133件（22％） ・情報・通信 ： 93件（15％）
・基 盤 技 術 分 野：207件（34%） ・医療・福祉 ： 73件（1２%）

・その他 ： 320件（ 52%）

●広域に、 『大手企業＆ハイレベルの中小企業』と産学連携可能

首都圏産業活性化協会(TAMA)の大学ネットワーク

※女性研究者 34.8%
(H23～27年度： 6.8 %)

東京農工大、東京外語大、国際農研
と連携し。48機関による関東プラッ
トフォームを構築



令和4年度 注力事業

カーボンニュートラル(CN)研究会

・経産省 R4年度事業申請中 「首都圏西部地域におけるカーボンニュートラ
ルを事業機会とする中小企業の知財戦略支援体制の構築」

DX研究会

・経産省 R4年度事業採択 「首都圏ものづくりDX推進コミュニティ」



カーボンニュートラル研究会実施計画(案) 背景・目的

2050年までに地球規模で温室効果ガスを実質ゼロにする必要があり、わが
国においても2020年の首相所信表明演説において「2050年カーボンニュー
トラル(CN)」を宣言したところ。

一方、協会員産学官の状況を見渡すと、個々の努力に依存している状況に
あり、各者の取組みに温度差も見受けられる。

また、現場からは「協会全体としてのCN目標」を掲げ、積極的に推進すべき
という声も寄せられている。

そこで協会では会員を対象に、CNに対して何らかの問題意識を持ち、課題
解決に向けて主体的に取り組む意欲のある産学官金民で構成される「カー
ボンニュートラル研究会(CN研究会)」を発足し、相互研鑽できる場の形成と
ともに、分科会および事業化促進プロジェクトへと発展させていく取り組みを通
じて、CN目標達成に向けて、世界に発信できる事業の創出を目指す。



カーボンニュートラル(CN)について(定義および取り組みの背景)

炭素(カーボン)を中立(ニュートラル)の状態にする

– 温室効果ガスを実質ゼロにする(排出量-吸収or除去量＝±0)

2019年度
12億1200万トン

2050年度
実質ゼロに

図/経済産業省「METIジャーナル」より引用。数値は筆者加筆



カーボンニュートラル(CN)研究会の取り組み内容
現状調査

– 会員産学官のCNに対する現状を調査

• 月平均5～6者程度を調査 ※「カーボンニュートラル実現に向けたチェックシート(中小機構)」を用いて現状把握

• 調査報告書「CN編」を作成

– 総論、製品技術PRレポート(CN編)、大学技術工房(CN編)、自治体レポートで構成

母集団の形成

– 製造業(生産側)と、CO2削減ソリューション・設備事業者(解決側)の母集団を相互に形成する

セミナーの開催

– 技術経営大学の枠組みで開催

• いまある技術・すぐに取り組める方法を学ぶ

• 世界の先進事例に学ぶ

• 現状調査のトピックスを報告

– 頻度 年6回程度 (1コマ講義90分+質疑≒120分)

分科会の開催

– セミナー参加者からアンケートを収集 ⇒ テーマ分類・準備会の発足

– テーマ別分科会の開催 案…エネルギーマネジメント、カーボンオフセット

プロジェクト支援 (ハンズオン支援)

– 職員・コーディネーター(専門家)によるチームによる伴走支援

対外発信

– 動画コンテンツ制作

– 展示会への出展



カーボンニュートラル(CN)研究会の実施スケジュール

2020 205020302022 2023 2024

会員産学官のCNに対する現状を調査
月平均5～6者程度を調査
調査報告書「CN編」R4年度版

セミナーの開催

分科会の開催

プロジェクトの推進

<テーマ案>
• エネルギーマネジメント
• カーボンオフセット

展示会等 エコプロ2022
12月

エコプロ2023
12月

会員産学官のCNに対する現状を調査
月平均5～6者程度を調査
調査報告書「CN編」R5年度版

プロジェクトの伴走支援

母集団
形成

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
年6回程度

テーマ分類・準備会の発足
↑

アンケートを収集

現状調査

製造業(生産側)と、CO2削減 (解決側)の
母集団を相互に形成



カーボンニュートラル研究会(CN)研究会のスケジュール (セミナー編)

実施日時 テーマ 内容

1 5月13日(金)16:00～18:00 
Zoom

アカデミア賞受賞記念講演「カーボン
ニュートラルからのバックキャスト」

サスティナブル推進機構
石田理事長

2 6月10日(金)16:30～18:30 
開催方法未定

講師選定・調整中
<テーマ案>
・エネルギーマネジメント
・カーボンオフセット

東京農工大
中小機構
森林総合研究所
NEDO等

3 7月 (開催日未定)

4※ 時期未定 EU先進事例を学ぶ

12月7日(水)～9日(金)
ビックサイト（東）

エコプロ2022 希望者を募り合同出展

5 上記会期中
または12月10日(土)

SGDs・サスティナブルな経営を考える
(石田理事長講演 第二弾)

サスティナブル推進機構
石田理事長

6 1月 新春講演会 愛知淑徳大学真田幸光教授

7 3月 R4事業総括・R5に向けて 報告書の配布

すぐにはじめられるカーボンニュートラル

※ 時期未定 スタートアップベンチャー



DX研究会の実施計画(案) 背景・目的

コロナ禍を踏まえ、多くの企業では、社内業務や生産工程の刷新、多様な働き方の導入、経営
管理体制の強化等の業務の変革とともに、新規顧客の開拓や新事業の開発等のビジネスモデル
の変革を行うことの重要性が高まっており、協会が会員企業に対して行なっている事業再構築支
援や「経営デザインシート」を用いた将来構想のディスカッションの現場においても、そのことを実感し
ている。

一方で、経産省が2020年10～11月に行なったアンケートでは、地域未来牽引企業の６割が
「デジタル化を実施中」と回答したものの、「ビジネスモデル変革」に取り組んでいる企業は１割強に
すぎないことがわかり、多くの地域企業は、デジタイゼーションやデジタライゼーションの段階にあり、
DX(デジタルトランスフォーメーション)の段階には至っていない。

そこで協会では、地域でIoTやDXの促進に取り組んでいる支援機関・金融機関、ならびにソ
リューション提供事業者(ITベンダー)等と連携して、DXの推進を自社の将来構想に強く掲げる製
造業を対象に、労働生産性の見える化とトラッキングをセットとした戦略策定、データ収集等ツール
の試験導入を含めたITベンダー等とのマッチング支援、その後のスパイラルアップを見据えた伴走支
援等を行なう。



DX研究会の実施計画(案) 取り組み内容への3段階

1. 地域企業への課題分析・戦略策定(3つの支援ツールを活用)

① DX推進指標(経産省/IPA)

② 経営デザインシート(内閣府)

③ ローカルベンチマーク(経産省)

2. ソリューション提供事業者（ITベンダー等）とのマッチング支援

3. 地域支援機関・金融機関との連携によるセミナー・見学会の開催

4. 展示会への共同出展

– スマートファクトリージャパン・テクニカルショーヨコハマ等



デジタルトランスフォーメーション(DX)の定義について
(用語の定義) デジタル化への3段階

デジタイゼーション（アナログ・物理データのデジタルデータ化）

デジタライゼーション（個別の業務・製造プロセスのデジタル化）

デジタルトランスフォーメーション(DX)（組織横断／全体の業務・製造プロセスのデジタル化、

顧客起点の価値創出のための事業やビジネスモデルの変革）

DX推進指標における定義
「データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、
業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」



DX推進指標の内容

各企業が簡易な自己診断を行うことを可能とするものとして、
経済産業省が公表

各項目について、経営幹部、事業部門、DX部門、IT部門など
が議論をしながら回答することを想定

具体的には、以下の2つから構成

– DX推進のための経営のあり方、仕組みに関する指標

「DX推進の枠組み」（定性指標）

「DX推進の取組状況」（定量指標）

– DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築に関
する指標

「ITシステム構築の枠組み」（定性指標）

「ITシステム構築の取組状況」（定量指標）

– 定性指標は日本企業が現在直面している課題、それ
を解決するために押さえるべき事項を中心に35項目
選定

経済産業省ホームページ2019年7月31日公表資料より引用



経営デザインシートとDX推進指標を用いた課題分析・戦略策定

2022/5/13

・コーチング、課題分析・戦略策定
DX推進に向けた課題分析・戦略策定にあたり、経営者との面談により、将来の顧客(あるいは社会ニーズ)に対

して、(データを活用して)どのような価値を提供するのか、を想い描き、そこから「ビジネスモデル」「経営資
源(内部・外部)(有形・無形)」の整理を行ない、３年後の労働生産性の伸び率８％以上を目指すプランを策定。



受託事業 JST「新技術説明会」「産から学へのプレゼンテーション」

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」「産から学への
プレゼンテーション」の運営、事後フォローを通じて産学連携の案件創出に寄与。

【新技術説明会】
例年、毎週火曜、木曜にJST市ヶ谷本部で開催。(新型コロナの影響によりR2
年度は中止(一部WEB開催)、R3年度もオンライン形式での開催を継続中。

【産から学へのプレゼンテーション」】
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。

【産学共同研究に関するヒアリング調査】
上記イベント開催後のフォロー、追跡ヒアリングによる調査

イノベーション創出支援
政策推進(文科省・政府系機関)
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産学
新技術説明会

産 学
産から学への

プレゼンテーション



WGはスマートQOLをテーマに、企業、大学、金融機関、支援機関等が参画
※H23～30年度まで文科省「地域イノベ」採択事業として実施。のべ496社の企業が参画し、67件の新事業を創出

各種研究会(ワーキンググループ/WG)
イノベーション創出支援

政策推進(文科省)
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①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)

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 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



企 業 支 援
政策推進(経産省)

中小企業者等が、ものづくり基盤技術及びサービスの高度化に向けて、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。
補助金は3年間で最大1億円

①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

②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）・研究開発期間：平成31年度～令和3年度

前
年
度
か
ら
の
継
続

③テーマ：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

・研究等実施機関：（株）イアス（東京都立川市）・研究開発期間：令和2年度～令和4年度

④テーマ：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

・研究等実施機関：（株）アルメディオ（東京都国立市）・研究開発期間：令和2年度～令和4年度

⑤テーマ：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

・研究等実施機関：池上金型工業（株）（埼玉県加須市）・研究開発期間：令和2年度～令和4年度

R3 終了

⑥テーマ：難削材料の高効率・高精度加工のための無線型および空気軸受け超音波スピンドルの開発

・研究等実施機関：（株）industria（埼玉県入間市）・研究開発期間：令和3年度～令和5年度

⑦テーマ：夢の機能材料「グラフェン」量産化・低価格化を実現する革新的製造技術の開発

・研究等実施機関：（株）常光（東京都文京区）・研究開発期間：令和3年度～令和5年度

今
年
度

R4申請中

経産省成長型中小企業等研究開発支援（Go-Tech）事業管理
旧:戦略的基盤技術高度化支援(サポイン)事業



受託事業 「中小企業 新ものづくり・新サービス展」 よろず相談
コーナーの対応」

「中小企業 新ものづくり・新サービス展」は、全国中小企業団体中央会が主催(後援:経済産業省他)
の展示会で、ものづくり補助金を活用して開発した新しい製品・サービス・技術等（補助事業の成果）の
販路開拓・拡大支援のために実施している。本展示会において、出展企業の巡回フォロー、バイヤー向け
の出展企業提案、よろず相談デスク(窓口相談)の3業務を対応。

政策推進(文科省・政府系機関)

34

実施日 令和４年１２月１４日（水）～１６日（金）

場 所 東京ビッグサイト 東展示棟７ホール

内 容 「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。

「出展企業巡回フォロー業務」「バイヤー向け出展企業提案業務」

「マッチング相談窓口業務」の3業務を対応。



受託事業 中小企業基盤整備機構委託 「J-Good Techニーズ調査」
コーナーの対応」

独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部（略称：中小機構関東）が運営するビジネスマッチ
ングシステムであるジェグテックを活用し、SDGs目標7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」、9「産業と
技術革新の基盤を作ろう」、13「気候変動に具体的な対策を」の推進に資するため、脱炭素・カーボン
ニュートラルを主要テーマに据えたWEB商談会を開催するにあたって、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調査を実施。

政策推進(文科省・政府系機関)
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テーマ：カーボンニュートラルに関する大手企業等のニーズ調査

内容 : 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調査

（対象：大手企業）

※収集したニーズは 『J-Good tech』(ジェグテック)のニーズ情報として活用。

〈ニーズ出展企業〉
中小機構関東プレスリリースより

「サステナブル・オンライン商談会～より環境にやさしいビジネスへ～」
5月9日～6月3日にオンラインで開催



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に当
協会が目指すものづくり人材の育成プログラム。

技術経営大学
（ものづくり人材育成プログラム）

生産管理講座 データ活用講座 専門技術講座 人材確保講座 中堅社員研修新人研修

会員企業 会員企業 会員企業 会員企業 会員企業 会員企業

人材育成支援

36



技術経営大学 人材育成支援

37

次世代トップリーダー育成講座をはじめ、毎年好評の合同新入社員研修、内定者フォローアップ研修、面接官
講習、中堅社員研修、専門講座等を実施。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

新入社員研修 ● 3日間集中講座(八王子・御徒町会場) ● 入社半年フォローアップ研修

内定者研修 毎月内定者フォローアップ研修 ● ● ● ● ● ●

面接官講習 ● ●

中堅社員研修 ● その他 個別オーダーメイド研修のご用命を承ります

専門講座 ※オンデマンド講座配信中

知財・標準化戦略 ● 11月集中講座

マーケティング道場 ● ● ●

知財の見える化 R3実績 4回通しセッション ○ ○ ○ ○

次世代トップリーダー育
成講座

第1期 2020年9月25日開講
第2期 2023年開講予定



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に会員交流会を定期的に開催。

新規の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。

当初は、埼玉・東京・神奈川の各エリアで順番に開催していたが、現在、コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
Zoomオンライン、またはYouTube動画配信の形式で開催中。

会員交流会の開催

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
羽村市産業福祉センター(ハイブリッド開催)

YouTube動画配信

イノベーション創出支援
地 域 連 携 推 進
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毎月第4金曜日開催

7月・11月・2月
第1金曜日開催

はむら
イブニングサロン

奇数月第2木曜日開催

Zoomオンラインミーティング



連携協定機関

39

イノベーション創出支援
地 域 連 携 推 進

東京農工大学・JA東京むさし (包括連携協定締結:平成29年3月)
都市型農業とそれらを実現するためのものつくりに関して、三機関相互の技術やノウハウを提供し、
相互に連携協力し、都市農業と科学技術及びものづくり技術の振興により地域産業及び地域社会の発展に寄与

コニカミノルタ株式会社（連携協定締結：平成31年2月）
技術連携交流会＠さいたま新都心への参加 2019年11月1日（金）14:30～16:30
SDGsオープンイノベーションプラットフォーム
（大阪商工会議所主催、コニカミノルタ幹事）の周知、実証実験の協力

独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部（連携協定締結：令和元年6月14日）
ものづくりマッチングサイト「ジェグテック(J-GoodTech)」内に
首都圏産業活性化協会特設サイト開設 開設日 2019年7月18日（木）～
技術経営大学、中小企業大学校東京校サテライト・ゼミとの事業共催

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所
（KISTEC）（連携協定締結：令和元年8月7日）
技術連携交流会＠KISTECの共催 2022年1月20日(木)・21(金)開催
企業向けセミナー開催、ハンズオン支援に関する周知協力
KISTEC Innovation Hub の協力

特定非営利活動法人北関東産官学研究会 (HiKaLo)
（連携協定締結：令和3年9月10日）
技術連携交流会、イブニングサロン、双方協力による各種セミナーの開催など、
会員企業の製品開発力強化や市場拡大、環境の整備等によるイノベーションの創出を支援

株式会社さがみはら産業創造センター (SIC)
（令和4年度 予定)
経産省DX促進事業の構成員としての参画、つなぐWaセッションの後援および双方協力による各種セミナーの開催など、
会員企業の製品開発力強化や市場拡大、環境の整備等によるイノベーションの創出を支援



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

•従来より関係を構築している理工系学部、産学連携、URAのセ
クションのみならず、キャリアセンター等の就職支援セクショ
ン、あるいは文系学部との関係を構築。

•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。

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。 (8月、11月)

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。

地 域 連 携 推 進
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自治体会員状況
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会員数19団体 (会員割合/都県含む、島しょ除く）
製造品出荷額5,000億円以上 10団体

●埼玉県 5／64自治体（7.8％）
・埼玉県 ・川越市 ・狭山市 ・入間市 ・所沢市

新座市、飯能市、志木市、和光市、三芳町、坂戸市

●東京都 12／54自治体（22.2％）
〇多摩地域 10／30自治体（33.3％）

・東京都 ・八王子市 ・府中市 ・日野市 ・羽村市
・中野区 ・立川市 ・三鷹市 ・昭島市
・小金井市 ・青梅市 ・福生市

千代田区、調布市、武蔵村山市、稲城市、武蔵野市、小平市、国立市

●神奈川県 2／34自治体（5.9％）
・相模原市 ・厚木市

大和市

地 域 連 携 推 進

埼玉・東京・神奈川、および関東圏の自治体産業振興担当者を対象とした勉強会を開催し、コミュニティの活性化、
ならびに広域連携を通じたネットワークエリアの拡大を図る。また、協会の強みを活かし、自治体の抱える課題への支援
を実施。地域・自治体をつなぐ「ハブ」としての役割を目指す。



自治体地域産業政策勉強会
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経済産業省 関東経済産業局、および特別区長会の協力により、埼玉・東京・神奈川および関東圏の自治体産業振
興担当者を対象とした勉強会を年2～3回程度開催。

第1回 2019年2月 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について。 協力：関東経済産業局

第2回 2019年5月 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、ロボットセンター見学＆SIC内見学 協力：相模原市、(株)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 新都心ビジネス交流プラザ 参加自治体数 11

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 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、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 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 協力：綾瀬市、関東経済産業局

第6回 2020年10月 杜のホールはしもと 参加自治体数 20

各自治体より、「コロナ禍における各自治体の支援策」を発表。「経済産業省の支援策」について情報発信。 協力：関東経済産業局、特別区長会

第7回 2021年2月 オンライン開催 参加自治体数 26

経済産業省より令和3年度予算概要説明。デジタル・IoTスタートアップ企業2社より自治体連携事例の講演。 協力：関東経済産業局、特別区長会

第8回 2021年7月 オンライン開催 参加自治体数 36

経済産業省より今後の経済産業政策の方針、広島県尾道市より「DX・デジタル化の政策推進」事業の紹介。 協力：関東経済産業局、特別区長会

地 域 連 携 推 進



自治体受託事業

狭山市 中小企業の市場競争力を高めるため、個別相談・指導を実施。

実施内容・方法：
（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）特許出願手続きの指導
（５）その他経営に関する総合的な指導
協会事務局・コーディネーターが、市職員と市内企業を訪問し、相談・指導を実施。

羽村市 異業種交流会「はむらイブニングサロン」の企画運営(年6回)

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。

開催場所：羽村市産業福祉センター（予定）
参加者：羽村市内、および市外の企業、

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、

5G、CASE、新卒・若手人材の採用、育成等

政策推進(自治体)
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• 「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することで、企業が自社の強みを再認識し、経営面での
参考にするとともに、冊子やデータ等を活用し、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、市内における産産連携および産学連携を促すことを目的として実施。

＜実施内容＞

①企業および研究室におけるPRレポートの作成

冊子化＆HP掲載（97件）企業（58社） 大学（39研究者）

②中小企業および研究室に対するマッチング支援
③企業ニーズの情報提供による技術力向上、

販路開拓・海外展開、人材確保等の促進

日野市：「企業の魅力PRレポート＆大学技術工房」作成

政策推進(自治体)
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自治体受託事業

八王子市 新分野展開促進

背景・目的 新型コロナウイルス感染症対策の影響を克服し地域産業を早期に回復・活性
化するため、同感染症等により顕在化した地域課題の解決に向け、中小事業者が先端分
野のテクノロジー等を活用し、革新的な解決方法を導きだせる機会を創出し、もって中小事
業者の強靭化を図ることを目的とする。

内容：約20社の企業を対象としたワークショップ・分科会の開催

八王子市 ものづくり系イベントの検討

背景・目的 八王子市の特色であるものづくり産業を幅広くPRするとともに本市からイノベー
ションの創出を図るため、多摩産業交流センターの活用につながる「ものづくり系イベント」につ
いて検討する。 ※R4年度は、市主催のイベントを開催 (11/11(金)・12(土))

事業の概要：イベント主催者、イベント出展者、企業(市内外)、産業支援機関、教育機
関、マスコミ等延23社以上からのヒアリングする。

政策推進(自治体)
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R3実績 ご参考

R3実績 ご参考



東京都 産業交流拠点開設 (ご参考) 政策推進(自治体)
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多摩地域の持つ産業集積の強み
を生かし、広域的な産業交流の
中核を担うことにより、東京都
における産業の振興を図ること
を目的に、「東京都立多摩産業
交流センター」は設立されます。

10/14オープン



正会員、賛助会員募集のご案内
• 一般社団法人首都圏産業活性化協会は産学官金による会員組織です。

• 研究会・交流会への参加、個別企業の支援など、会員間の交流促進
と会員企業の支援を行っています。

■会員メリット
国や都県等の支援・施策情報の提供
サービス
大手企業等からの技術ニーズ情報の
提供・マッチングコーディネート
技術・企業探索、マッチングコー
ディネート
研修、研究会、交流会への参加
（受講料・参加費割引）
個別企業の経営・技術課題解決支援
研究開発プロジェクト等の事業管理
会員へのPR支援
翻訳（日中、日英）支援サービス

区分 資本金等 入会金 年会費

正会員

営利法人等

100憶円超 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・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 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
－ 35,000円

中小企業以外

※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
－ 100,000円
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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た
連携の促進および技術革新を推進します。

カーボンニュートラル研究会を発足し、CO2の排出削減、
エネルギー自家消費型への活用を積極的に促進します。

産学官金のネットワーク、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。

製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現します。
廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減します。



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


