★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
新時代に対応する産業を創出する異業種交流グループ

ＴＭプラザはままつとはー
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

《TM プラザはままつ》の発足
浜松地域がテクノポリスに指定された昭和 59 年。
(財)浜松地域テクノポリス推進機構は、すでに指
定の３年前の昭和 56 年に(財)ローカル技術開発協
会として誕生していました。そして、この協会を
母体にして「異業種交流の積極的促進を図ろう」
の目的のもと昭和 57 年１月 18 日に全国で 22 番目
の制度プラザとして《静岡県技術交流プラザ》が
誕生。翌 58 年４月１日にはこのプラザは《静岡県
西部地域技術交流プラザ》に改称しました。
さらに昭和 62 年４月１日には
「異業種の融合化」
という声に積極的に応えるため《静岡県西部地域
技術・市場交流プラザ》
（制度プラザ）と《浜松技
術交流プラザ 82》
（OB プラザ）という２つのプラ
ザとして再スタートしました。
昭和 63 年４月１日、
《静岡県西部地域技術・市場交流プラザ》は《TM
プラザはままつ》と改称し（Ｔ＝テクノロジー、
Ｍ＝マーケット）、現在に至っています。 また、
現在の《浜松技術交流プラザ 82》のメンバーを中
心に昭和 61 年４月に
「協同組合テクノランド細江」
、
《TM プラザはままつ》のメンバーを中心に平成２
年３月に「協同組合都田テクノパーク」という２
つの協同組合も誕生しています。
《TM プラザはままつ》の目的
時代の急激な変化によって、小さな企業は自分を見失いがちになっています。そのため
異業種との交流を通じて、自らを見つめ直す機会が重要になってきました。私たち《TM プ
ラザはままつ》が推し進めているのは、このような場を提供する異業種間の交流です。必
ずしも開発を活動の目的としたものでなく、
「発見の場」または「自己革新の場」と考えて
います。私たちの活動の主なものは、
１．経営者によるヒューマンネットワークづくり
２．経営者および企業相互による経営ノウハウの交換
３．技術の複合化や新製品開発、技術移転
４．新時代のマーケティングの戦略化
５．技術者、営業担当者の情報交換交流
などです。これらの活動で互いに生かされているのは、
Ａ．これまでに蓄積されてきた高度な技術力
Ｂ．多方面にわたる情報収集力、営業力の交流
などのそれぞれの企業の独自性です。
また私たちは《TM プラザはままつ》を、与えられる場ではなく発見する場と考えていま
す。互いに蓄積してきた企業ノウハウを提供し、活動を通じて人的なネットワークを育み、
活動を通じて「創造性と発展を生み出して、新時代の産業を創出する」を目指しています。
《TM プラザはままつ》の特色と委員会
私たちの特色としては、
１．異業種企業および大学・研究所・県・市等公的機関が参加
２．大手企業が賛助会員として参加
３．経営者だけでなく実務担当者や若手にも活動の場を提供
４．地域内の農業をはじめとした様々な業種との交流
５．地域外の企業およびグループと積極的に交流
などがあげられます。

そして活動は<T=テクノロジー>、<M=マーケット>、<P=プラザ>グ
ループを組織して活発な事業を展開しています。
<T=テクノロジー>
技術を中心とした経営ノウハウの交流・ネットワークづくり。
技術の複合化や新製品の開発・技術移転等、発見の場。自己革
新の場づくり。
<M=マーケット>
マーケティングの戦略化、次期幹部社員養成、営業担当者の情
報交換交流によってそれぞれの独自性をさらに新しい産業へと
創出する。
<P=プラザ>
会員の交流・地域内外のグループ及び企業との交流。
それぞれの活動を通じて《TM プラザはままつ》は、企業家精神、創造性、機動性、特殊
技術などを最大限に生かして、産業と技術の複合化を模索しています。国際化時代、情報
化時代、安定成長の時代と呼ばれる経営環境の急速な変化は、困難な中にこそ事業拡大の
チャンスが生まれることを示しています。今後も私たち《TM プラザはままつ》は「新しい
産業都市・文化都市づくり」をビジョンとして、浜松地域の産業発展を担っていきます。

ＴＭプラザはままつ
【代表者】
【設 立】
【会 員】
【会 費】

神谷理研㈱ 代表取締役 神谷 文吾
昭和 62 年 4 月
正会員 27 社、賛助会員 8 社、協力機関 26 社
６０，０００円／年

◆活 動
毎月第２火曜日に開催する定例会と、講演会・交流会・視察会等がある。
平成２３年度事業報告
月 日

内

容

幹事会

4/12（火） ●平成23年度総会（担当：TMPグループ）

4/4(月)

ホテルヴィラくれたけ ・講演会

(財)浜松地域テクノポ

テーマ：「楽しい人生は３つの健康管理から」

リス推進機構（12名）

講 師：社会福祉法人 聖隷福祉事業団 保健事業部
健康支援課 課長 平野 幸子 氏
・会員情報交換会

（40名）

5/10（火） ●定例会（担当：Ｍグループ）
グランドホテル浜松

5/9(月)

テーマ：「震災時における企業の対応」
講 師：伊藤弘人社会保険労務士事務所
所 長 伊藤 弘人 氏
株式会社日本政策金融公庫 静岡支店中小企業事業
融資課長 来馬 啓介 氏
融資課 王 宏平
氏 （28 名）

6/7（火） ●地域間交流会（担当：Ｐグループ）
葛城ゴルフ倶楽部

(財)浜松地域テクノポ
リス推進機構（12名）

6/6(月)

「懇親ゴルフコンペ」 （浜松技術交流プラザ８２と共催） （16名）

(財)浜松地域テクノポ
リス推進機構（11名）

7/12（火） ●定例会（担当：Ｔグループ）
北部公民館

テーマ 「健康表現体操」
講 師：NPO 法人 全日本健康音楽研究会

7/4(月)
(財)浜松地域テクノポ

斉藤佐世 氏
（9名）

リス推進機構 （11名）

8/6（土） ●定例会（担当：Ｐグループ）
グランドホテル浜松

「フェスタＴＭＰ 2011」

8/1（月）
（221名）

(財)浜松地域テクノポ
リス推進機構 （12名）

9/14（水） ●定例会（担当：Ｍグループ）
浜松市天竜区

9/5(月)

視察会「本田宗一郎ものづくり伝承館、静岡県農林技術研究所

浜松市浜北区

森林・林業研究センター」

（17名）

リス推進機構（13名）

10/11（火） ●定例会（担当：Ｔグループ）

10/3(月)

ｶﾂﾔﾏﾌｧｲﾝﾃｯｸ㈱

・会員企業視察会 「ｶﾂﾔﾏﾌｧｲﾝﾃｯｸ株式会社」視察

10/14(金)～15(土)

・地域共同研究推進事業視察研修会

長野県諏訪市

（23名）

(財)浜松地域テクノポ
リス推進機構 （10名）

セイコーエプソン株式会社・信州大学産学官連携推進本部

11/8（火） 海外進出企業によるパネルディスカッション （61名）
グランドホテル浜松

11/1(月)
(財)浜松地域テクノポ

11/12（土） ●地域間交流会（担当：Ｐグループ）
浜名湖ＣＣクラブ

(財)浜松地域テクノポ

リス推進機構 （10名）

「懇親ゴルフコンペ」 （浜松技術交流プラザ８２と共催） （12名）

11/22（火） 「静岡理工科大学産学官連携フォーラム」
ホテルクラウンパレス浜松

12/13（火） ●定例会（担当：Ｐグループ）
ホテルヴィラくれたけ

・忘年会

12/5月)

（26名）

(財)浜松地域テクノポ
リス推進機構 （11名）

1/10（火） ●定例会（担当：Ｔ・Ｍ・Ｐグループ）
ホテルヴィラくれたけ

1/10(火)

・新春落語講演会 林家錦平師匠

ホテルヴィラくれたけ

・賀詞交歓会

（11名）

（34名）

2/3（金） ●定例会（担当：Ｍグループ）

2/6(月)

グランドホテル浜松 「はままつメッセ2012 産業人材育成セミナー」

(財)浜松地域テクノポ

テーマ：「知識集約型産業に必要な人材育成と産官学連携」

リス推進機構 （10名）

講 師：しのはらﾌﾟﾚｽｻｰﾋﾞｽ㈱ 代表取締役 篠原 敬治 氏
（17名）
2/16（木） 「メディカルイノベーションフォーラム2012」
グランドホテル浜松
3/1(木) 「グローバルイノベーションフォーラム2012」
ホテルクラウンパレス浜松

3/5(月)
(財)浜松地域テクノポリス

3/13（火） ●定例会（担当：Ｔグループ）

推進機構

浜松市中区 ・企業視察会
「大興金属株式会社 本社」視察

（委員会活動全体会「活

（ 16名）

動成果の報告会」）（９名）

正 会 員
神谷理研㈱、村松精機㈱、カツヤマファインテック㈱浜口ウレタン㈱、石野労務管理事務所、
㈲タノモギカーサービス、㈱テクノシステム、㈱東海工産、㈲アルメニ、東和㈱、東海建物管理㈱
㈱内藤物流、近藤良夫会計事務所、沢根スプリング㈱、㈱高井製作所、杉山メディアサポート㈱
㈱日本設計工業、㈱浮名、㈱ハマカントラベル、㈱セディック、東海冷熱工業㈱、石川塗装工業
㈱、 ㈲TF スタッフサービス、BEYON CHEMICA㈲、㈲イーエム、ハマニ化成㈱、、エヌ．テック．
サービス㈱
2７社（平成2４年4月現在）
賛 助 会 員
中部ガス（株）、浜松信用金庫、野村證券（株）、ヤマハ（株）、スズキ（株）、（株）呉竹荘、
遠州信用金庫、㈱聴涛館（グランドホテル浜松）
8社（平成24年4月現在）
協 力 機 関
㈱産業環境総合研究所、静岡県産業部商工業局商工振興室、浜松市商工部産業政策課、浜
松工業技術支援センター、静岡県西部農林事務所、静岡県中小企業団体中央会、(財）浜松科
学技術研究振興会、静岡大学イノベーション共同研究センター、静岡大学工学部、浜松大学、
浜松情報専門学校、静岡理工科大学、浜松職業能力開発短期大学校、静岡県立浜松工業高
等学校、日本政策金融公庫、静岡県労働金庫、商工組合中央金庫、税理士法人坂本＆パート
ナー、（独）雇用・能力開発機構静岡センター、(財)産業雇用安定センター静岡事務所、(有)ティ
ー・アール・シー、NTT コミュニケーションズ㈱、内田事務所、（財）中小企業災害補償共済福祉
財団（あんしん財団）、（独）中小企業基盤整備機構、（公財）浜松地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構
26 社（平成 23 年 4 月現在）

【申込み】 別紙申込書にご記入捺印の上、
（公財）浜松地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構
ＴＭプラザはままつ事務局宛に郵送して下さい。

【事務局】 （公財）浜松地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構内 ＴＭプラザはままつ事務局
〒432-8036 浜松市中区東伊場二丁目７－１ 浜松商工会議所会館 8 階
TEL：053-489-8111
FAX：053-450-2100
E-mail：tmp@hamatech.or.jp

