
3. (連載)津山Bizオリジナル マーケティング教室

4. 「Made in 津山」 新たな商品が首都圏とのコラボで実現へ

2. 第２０回改善活動発表大会

201７年11月

つやまビジネス通信はつやま産業支援センターがお届けする情報誌です。

5. 「つやま農業塾＆交流会」 開催中

6. 役に立つイベントのご案内（１１～１２月分）

1. 金融機関等と支援ネットワーク設立

第８回
異業種連携プラットフォーム

平成29年 11月28日(火) 16：00～18:30
【会場】津山市総合福祉会館４階大会議室（津山市山北520）

【対象】圏域の経営者等の方 【定員】80名【参加料】1,000円

企業が組むと革新が起きる

ますます盛り上がってます！

津山で開発された革新建材が高性能建材ＥＸＰＯに出展
現在津山において、異業種連携により様々な高機能建材が
開発されています。それらを一同に集めて12月13日から
15日までの3日間、東京ビッグサイトで開催される「高性
能建材EXPO」に出展します。今回は、㈲ファインアート

かわばたの「ファイバーシート天井」、院庄林業㈱の「ひ
のきの断熱フローリング」、㈲松永建材店の「壁はりエコ
パネル」、富士岡山運搬機㈱の「ケボニー化技術及び木
材」の４製品を出展し、全国に発信していきます。

日本を代表するプロダクトデザイナー 村田智明氏 が登場！
製品開発のアドバイスを希望する方はぜひご参加下さい。

人気の交流会も開催します。申込みは事務局まで電話又はＦＡＸで

美味しい
コーヒーと
スイーツつき



金融機関等と支援ネットワーク設立
１０月３１日、津山信用金庫、日本政策金融公庫、レプタ
イル株式会社、当センターの４者で「作州ソーシャルビジ
ネス支援ネットワーク」の調印式、及び発表会を行いまし
た。

ソーシャルビジネス支援に係るネットワーク構築は全国で
１０２件、県内では３件目（岡山県、高梁川流域、津山
市）になります。

今後、創業
者向け交流
会の開催を
予定してお
り、実のあ
る連携につ
なげていき
ます。

第２０回改善活動発表大会
１２月１０日、グリーンヒルズ津山リー
ジョンセンター ペンタホール（津山市大田

５１２）にて、津山圏域改善活動委員会主
催で「第２０回 改善活動発表大会」を行い
ます。

事例発表では、パナソニックＡＶＣディス
クサービス㈱等が発表を行い、招待発表で
は、岡山地区 QC サークル大会 倉敷市長賞、
地区銀賞を受賞した三菱自動車工業(株) 水
島製作所のサークルが発表を行います。

また、「仕事は楽しく、自分に限界を作ら
ない」と題し、(株)日本レストランエンタ

プライズ「駅弁マイスター」の三浦由紀江
氏にご講演を頂きます。同氏は、パート主
婦から営業所長に抜擢された経歴を持ち、
様々なマスコミにも紹介されています。ぜ
ひ、ご参加ください。

津山Biz オリジナル マーケティング教室 Tsuyama-Biz Marketing
No.３5 会社と社員を成長させる②

前回、会社を成長させる第一の要素、「ビジョン」につい
て取り上げました。そのビジョンを実現する手法が今回取
り上げる成長の第二の要素、「戦略」です。戦略という言
葉は巷に溢れていますが、本当に「戦略的な戦略」を見か
けることは案外少ないものです。

では改めて戦略とは何でしょうか。それは普通ならまず無
理と思えるような困難な目標を実現するために、打ち手を
入念に組み立てたものです。その場その場の戦い方である
「戦術」と異なり、複数のステップを経ながら目標に近づ
いていく道筋のようなものと言えるでしょう。真に大きな
目標は、一気に実現することはできなくても、一つずつ石
段を組み上げながら昇っていくと到達できる可能が出てき
ます。もちろん組み上げ方がまずければ途中で崩れたり、
高さが足りなかったりゴールに到達することはできません。
それ故に戦略の命は「組立て方」と言うことができます。

なぜ戦略が重要かと言えば、それがなければ中小企業は現
状を打破することが難しいからです。数十年前とは違って
低成長経済が続き、大企業が資本や組織力を駆使してシェ
ア争いを繰り広げる中で、戦略のない中小企業は駆逐され
るか、あるいは低収益の下請け事業として組み込まれてい
くしか選択肢がなくなってしまいます。

しかし戦略があれば話は別です。以前にも書いたことがあ
るように、大企業には大企業の弱点があり、そこをきちん
と突いていくことで中小企業にもチャンスが巡ってくるか
らです。情報技術の発達により、中小企業はその強みを活
かせる時代にもなっているのです。小回り、スピード、顔
が見えるサービス、ユニークな技術、こうした中小企業の
強み活かした戦略を組み上げると、今までとは次元の違う
事業を目指していくことができます。

例えば現在津山で進めているファクトリー・ブランド
プロジェクトはその一つです。一般に大企業の製品開
発は、①時間がかかる、②生産ロットが大きい、③画
一的、といった致命的な弱点があり、必ずしも顧客の
ニーズに応えきれていません。そこで異業種の企業や
販売者と連携して今までにない商品を開発して新たな
事業の可能性を掘り起しています。

戦略策定の第一のポイントは、最終目標を段階に分け
て中間目標を設定し、数珠のようにつなげることです。
一気にはできないことも、少しずつ段階に分けると現
実味が出てきます。例えば高い技術を持つ中小企業で
あれば、①市場ニーズを捉えたオンリーワン商品の開
発、②販売パートナーの確保、③高知名度の顧客での
採用、④販路エリアやルートの拡張、⑤商品ラインの
拡充、⑥大企業等との新製品共同開発、⑦技術転用に
よる他の分野への進出、という具合にあらかじめス
テップを整理しておくことで、各時点で集中すべき事
柄が明確になり、着実に成長を目指すことができます。

第二のポイントは、自社が顧客に提供する価値は何か
を明確にすることです。成長はそれ自体が目的ではあ
りません。企業は価値を提供し続けることによって、
それを支える顧客が増え、結果として成長できるので
す。急速に成長してきた企業が突然失速してそのまま
だめになるケースをしばしば見かけますが、多くの場
合、その原因は成長の課程で自社の存在意義を見失っ
てしまうことです。会社が大きくなると、社員には会
社の目指す方向が見えにくくなりがちです。そこで会
社が最優先する顧客価値を常に喚起し、会社全体で意
識を共有することが必要になります（小坂 幸彦）



つやまロボコン １２月開催 !!
１２月１７日、第２２回つやまロボットコンテ

スト国際大会が津山総合体育館（津山市山北６６
９）で開催されます。

今回は、アイスホッケーをテーマにした大会で、
津山高専とタイ、呉高専とオーストラリアの合同
チームが参加し、国際色豊かな大会になります。

同時開催イベントとして、小中学生を対象とし
たサイエンスショーが行われる予定で、先着３０
０名に体験キットのプレゼントもあります。

入場無料となっておりますので、ロボコン参加
チームの応援やサイエンスショーにぜひご来場く
ださい。

「つやま農業塾＆交流会」 開講中

小規模でも稼げる農家になれる
初めての人でも本格的な農業が学べ、そして仲間が出来る

津山ならではの農業を基礎から実践まで学べる総合講座です。とっておきのノウハウ
も学べるから、すでに取り組んでいる方も満足いただける内容になっておいます。

農業をする人たちの楽しい交流会も開催します。後半４回の受講者を募集中です。
（受講料:4回分2,000円※第７回は別途食事代1,000円が必要）ぜひご参加ください。

１２月１７日（日）１０時 開会

第４回 11/27(月) 18:00-19:30「実践者が直接語る！② 多品種栽培編」
第５回 11/30(木) 18:00-20:00 特別講演「本当の６次化が地域を元気にする」
第６回 12/4  (月) 18:00-19:30「実践者が直接語る！③果樹編」
第７回 12/10(日) 10:00-15:00「公開体験研修 いよいよフィールドで学ぼう」＆おいしい交流会

「Made in 津山」 新たな商品が首都圏とのコラボで実現へ

市内で長年高級バッグの製造に取り組んできた「末田工業所」が、東京の老舗服飾学校
である文化服装学院と組んで、初のオリジナルブランドを立ち上げます。

文化服装学院はコシノジュンコ、山本耀司、高田賢三など数々のデザイナーを生み出し
た名門校です。今回同学院と東急ハンズ、そしてMade in Tsuyamaの3者が組んで新
しいコンセプトのバッグを開発することになりました。

去る9月に学院内において、東急ハンズのバイヤーも参加してデザインコンペを行い、
優秀デザイン2点を選出しました。11月14日に表彰式が行われ、今後販売に向けて試
作と製品化が進められます。開発された商品は2018年3月に東急ハンズ新宿店で予定
されている「Made in 津山フェア」の中心としてデビューし販売される見込みです。

文化服装学院との連携コンペで、バッグのデザインが決定！



発行元：

日 付 イ ベ ン ト 名 等 概 要 時 間 会 場 ※

11月

21,22 品質管理・品質測定研修【全2回】
品質管理・品質測定の基礎講座として解析技術の研修、実践
講座として実測と分析に関する内容を学んでいただきます。

9：00～17：00 津山市役所東庁舎 ①

21,22
部下のやる気を高める

ノウハウ能力習得講座【全2回】

本講座では自分自身の「人間観と指導理念」を掘り下げ、部下
の心理や欲求に照らし合わせながら"実践的な高い能力"の習
得を目指します。

9：30～16：15 津山市役所東庁舎 ②

22
メタル交流会主催 オープンセミナー

「IoT時代が到来
地域企業はどう対応すべきか」

第4次産業革命とも呼ばれ、事業のあり方を根本から変えると
言われるIoTの波とはいったいどのようなものなのでしょうか。
本講座でIoT時代の本質を学び、戦う力を身に付けましょう。

17：30～19：00
アルネ・津山４階
地域交流センター

③

24～26
機械技術者のための

パワーエレクトロニクス研修【全3回】

機械分野において、パワーデバイスの構造・作動原理を理解し、
主要な制御回路の構成、動作特性を理解する能力を習得した
い技術者の方を対象とします。

9:30～16:30
中国職業能力
開発大学校

②

28 第8回異業種連携プラットフォーム

異業種連携を活用して新製品開発に挑戦してみませんか？今
回はプロダクトデザイナーの村田智明氏からデザインがもたら
す力と可能性についてお話をしていただきます。

16：00～18：30
津山市総合
福祉会館

③

12月

2,9,16
Solidworksを用いた

3D CAD利用基礎研修【全3回】
3Dモデリングの基礎から鋳造製品や板金加工のモデリング、
モデリングとアセンブリ作成を学んでいただきます。

9：00～16：00
津山工業

高等専門学校
①

6
岡山県知財総合支援窓口

津山サテライト窓口
中小企業の知的財産(知財）の悩みや課題に対応します。 10：00～15：00 津山市役所東庁舎 ④

6,13
生産現場における

チーム力強化技術【全2回】

生産現場ではチームワークを発揮し、生産性向上につなげる
活動が求められます。チーム力の強化をめざして生産現場の
リーダーとしてのスキル、対応力、コミュニケーション技術を習
得します。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
⑤

日 付 イ ベ ン ト 名 等 概 要 時 間 会 場

11月

26 オープンデータソン in 津山
インタネット上の津山情報を更新する講座です。まち歩きの後、
ウィキペディアとopen street mapへ書き込みし、津山の情報を世
界に向けて発信してみましょう。

11：00～17：00
津山市立図書館

視聴覚室 他

27～ つやま農業塾＆交流会【後半4回】
実践農家の取り組み紹介、次世代の6次化のあり方、現場体験な
ど盛りだくさんの内容を学んでいただけます。小さくてもしっかり稼
げる農業をめざせる本格的な講座です。

18：00～19：30
アルネ・津山4階

地域交流センター

30
つやま農業塾公開講座

「本当の6次化」が地域を元気にする

つやま農業塾の特別事業を一般公開いたします。地域に根付いた
食文化を再発見し、地域産業の活性化を実現している金丸氏をお
呼びし、津山の今後を一緒に考える講座です。

18：00～20：00
アルネ・津山4階

地域交流センター

12月

9 褒め達者・コミュニケーション術講座
仕事で大事なのはチームワーク。あなたの一言でチームが元気に
なって、楽しく成果が出る職場に変わる。成功する人の多くが実践
しているノウハウが学べます。

10：30～12：30
アルネ・津山4階

地域交流センター

10
つやま農業塾公開講座

「世界で一番おいしい授業」

つやま農業塾のフィールド研修を一般公開いたします。高倉地区
の畑で収穫体験をしたあとは津山の食材で作った鍋を囲みます。
楽しい冬の津山を存分に堪能できる講座です。

10：00～15：00 津山市高倉地区

18～ 実用ビジネス英語講座【全10回】
様々なビジネスシーンを想定し、実用的な英語の基礎を学べる講
座です。外国人とのビジネスコミュニケーションに必要なスキルが
学べます。

18：00～19：30
アルネ・津山4階

地域交流センター

23
今日から使える

「アンガーマネジメント」講座

「怒り」の感情に振り回され、後悔したことはありませんか？そう
いった怒りをうまくマネジメントすることで会社、家族や友人とも良
好な関係を築くことを目指す実践的な講座です。

10：30～12：30
アルネ・津山4階

地域交流センター

講座のお問合せ先：津山まちなかカレッジ事務局 ℡ 0868-31-2232 E-mail：info@machikare.jp 

講座のお問合せ先： ①津山市地域雇用創造協議会 ℡0868-24-3633 ②岡山県産業振興財団 ℡086-286-9661

③つやま産業支援センター ℡0868-24-0740 ④岡山県知財総合支援窓口 ℡086-286-9771

⑤ポリテクセンター岡山 ℡086-246-2530

つやま産業支援センター 事務局 （津山市 産業経済部 みらい産業課内）

〒708-0004 津山市山北663 津山市役所東庁舎１階 ℡ 0868-24-0740 E-mail：info@tsuyama-biz.jp


