
2-7.たましんのビジネスモデル 
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3-1.課題解決プラットフォーム 
                                       TAMA 

創業期 

成長期 

成熟期 企業再生 

承継期 
• 創業・CB支援 
• 成長支援 
• 不動産有効 
   活用支援 
• 海外展開支援 
• 事業再生支援 
• 事業承継支援 
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3-2.たましんの事業支援体制 

13 12 



事業所 たましん 

①課題掘り起こしのための 
 積極的な訪問活動 

外部 
専門家 

③事業所ニーズに応じた 
 専門家等を依頼 

②親身になった経営課題の整理 
  課題解決活動 

④外部人材による 
 課題解決活動 

3-3.課題の見える化 

曖昧な部分を「見える化」し、 
その上で、ともに「課題解決」 
していく 
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ｎ=720 

3-4.事業所が抱える課題 

「平成25年度地域密着型金融の取り組み状況」 

相　談 2,218件
専門家派遣数 503件

377件
150件

3件
セミナーの実施

専門家による
支　援

たましん課題解決プラットフォームＴＡＭＡ
ミラサポ

国土交通省アドバイザリー事業の活用
回数：35回　　参加者：915名

相談受付数

「課題解決プラットフォームTAMA」事業 
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3-5.ライフサイクルに沿った 
                              事業所支援 

創業期 成長期 安定期 再生期 回復期 承継期

創業支援 成長支援 （安定）成長支援 再生支援 （再）成長支援 承継支援

ノウハウ支援 経営課題の見える化支援 経営課題の見える化支援 経営改善計画策定支援 経営改善計画達成支援 事業承継計画策定支援

ハード面支援 マッチング・産学連携支援 新分野・海外展開・不動産活用支援 販路拡大支援 販路拡大・新分野展開支援 後継者育成支援

創業運転資金支援 増加運転資金支援 拡張運転・在庫備蓄資金支援 経費削減・CF改善支援 増加運転資金支援 退職金・株式取得資金支援

創業投資資金支援 増産投資資金支援 決算資金支援 在庫備蓄・赤字資金支援 改良投資資金支援 （廃業支援）

増産・政策的投資資金支援 取替投資資金支援 （廃業資金支援）

経常運転・季節・つなぎ・取替投資資金支援

営業店創業担当者の設置 毎月訪問・面談による課題共有 毎月訪問・面談による課題共有 毎月訪問・面談による課題共有 毎月訪問・面談によるモニタリング 毎月訪問・面談による課題共有

創業支援センターTAMA 課題解決Gとの連携 課題解決G・国際部との連携 経営革新支援担当との連携 経営革新支援担当との連携 事業承継セミナー・相談会

(ミニ)ブルーム交流カフェ 外部専門家派遣（PFT） 外部専門家派遣（PFT） 中小企業再生支援協議会の活用 課題解決Gとの連携 本部事業承継担当との連携

創業・CB相談会、創業塾 法人保険（多摩新興との連携） BOB（交流会等）、M&A支援 BOB（マッチング、交流会等） 外部専門家派遣（PFT） 外部専門家派遣（PFT）

BOB創業会員 BOB（マッチング・セミナー等） 物産展、工業交流展、介護展等 物産展、工業交流展、介護展等 BOB（マッチング等）、M&A支援 TAMA NEXT リーダープログラム

ブルームセンター 連携協定校との共同研究 海外展開セミナー・相談会・展示会 外部専門家派遣（PFT） 物産展、工業交流展、介護展等 TAMA NEXT ファーマーズプログラム

地域創業支援施設連携 公的施策説明会 BOB World Club、不動産情報 法人保険（多摩新興との連携） 連携協定校との共同研究 M&A支援

補助金等、公的施策活用 補助金等、公的施策活用 補助金等、公的施策活用 とうきょう中小企業支援ファンド 補助金等、公的施策活用 法人保険（多摩新興との連携）

政策投資、たましんリースとの連携 政策投資、たましんリースとの連携 政策投資、たましんリースとの連携 たましんリースとの連携 たましんリースとの連携 東京中小企業投資育成による投資

当
金
庫
の
取
り
組
み

事
業
支
援

財
務
支
援

ラ
イ
フ
サ
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ラ
イ
フ
ス
テ
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平成23年5月に第１回開催、現在は１ヶ月に２回のペースで開催中 
 

 
 

「創業をしてみたいけれど、どうすれば実現できるんだろう？」 
「創業に必要な心構えは何だろう？」「現役社長の話を聞いてみたい」… 
創業をお考えの方や、創業から間もない方を対象に開催 
 

第1部 先輩創業者による講演 
第2部 参加者同士による情報交換会・創業支援機関による支援メニュー紹介、相談 
 

 

4-1.創業支援① 
【ミニブルーム交流カフェ】 
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【創業支援施設ブルームセンター 】 

創業間もない法人、個人を対象に、入居スペースの提供から事業面・財務面 
を総合的に支援 

4-2.創業支援② 
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創業支援センターＴＡＭＡ 
（東京都インキュベーションＨＵＢ推進プロジェクト事業） 

○東京都インキュベーションＨＵＢ事業補助金を活用し、平成25年11月1日「創業支援センターＴＡＭＡ」を開設。 
○多摩地域に点在する創業支援機関のネットワーク化を進め、支援機関の支援内容の充実・能力の向上を図る。 
○多摩地域における創業支援を一体的かつ継続的に行う仕組みを構築。 

多摩信用金庫 
多摩大学 

支援機関 支援機関 支援機関 支援機関 支援機関 

創業者・創業予定者 

創業塾、セミナー、イベント 等 

連携 
覚書締結 

契約 

支援 

創業支援センターＴＡＭＡ 

スキーム 実施内容 

・創業塾の開催 
 . 経営理念の作成、利益計画など具体的な 
 事業計画の作成を行い、実践レベルで学習。 
・交流会・セミナーの開催 
・無料相談会 
   インキュベーションマネージャー（たましん 
 職員）による創業相談会の実施  

創業予定者の発掘・育成 

・展示会出展 
・支援機関向け勉強会 
   支援内容の充実・能力の向上。 
・インキュベーションマネージャー・専門家派遣 
   課題に応じてインキュベーションマネージ 
 ャー・外部専門家を派遣 

創業者の成長促進支援 

・各種補助金ブラッシュアップ・事業計画作成 
 支援 
・補助金説明会の開催 
 

創業支援施策の活用 

多摩地域 

実施効果（目標） 
○新規創業者 1,000人 
○多摩地域における創業実態調査（多摩創業白書） 

多摩地域の活性化 
多摩地域の魅力向上 

4-3.創業支援③ 
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