
12月17日（日）に第２２回つやまロボットコンテスト国際大会が津山総合

体育館で開催されます。今回のテーマは、冬季オリンピックにちなんだアイ
スホッケー。ロボットによる氷上の熱き格闘技にご期待ください。

3. 第２回高性能建材ＥＸＰＯに出展します！

4. 津山地域創業者交流会

2. (連載)津山Bizオリジナル マーケティング教室

201７年1２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. はで干し米の純米酒が登場 ＆ 津山まちカレ「農業塾」

6. 役に立つイベントのご案内（１２～１月分）

1. 第８回異業種連携プラットフォーム

平成２９年

津山ロータリークラブから協賛金

１２月１７日（日）会場 津山総合体育館
AM10：00～PM4：00

大会当日 決勝戦のあとに、能開センターなどでおなじ
みのWao!による楽しく科学を学べるサイエンスショーが
行われます。

先着で体験キットプレゼント！

今月８日には津山ロータリークラブにて、協賛金の授与式が行われました。
同クラブからは毎年「つやまロボコン」の開催にあたりご協力を頂いていま
す。今大会でも優れたロボットには「津山ロータリークラブ賞」が贈られる

予定です。また、ご後援いただいている日本アイスホッケー連盟より、平昌オリンピックに出場する日本
女子アイスホッケー代表のロゴマーク「スマイルジャパン」のステッカーを頂いています。

当日は入場無料となっておりますので、ぜひロボコン参加チームの応援にご来場ください。

サイエンスショー ＰＭ２：３０～

こちらも入場無料となっておりますの
で、ぜひご家族連れでお越しください。



第８回異業種連携プラットフォーム

第８回をむかえる今回は90名を超える参加があり、大変盛況に開催で
きました。

今回の目玉企画「プロダクトデザインで地域の革新を起こす」と題し
た株式会社ハーズ実験デザイン研究所 代表取締役 村田 智明様による講

演では、全国各地の企業の技術や素材をプロダクトデザインに昇華し、
世界に評価されている多数の実績を紹介頂き、参加者より「デザインの
持つ力を感じた！」などの感想が寄せられました。

津山Biz オリジナル マーケティング教室 Tsuyama-Biz Marketing
No.３6 最終回 会社と社員を成長させる③

足掛け３年間にわたって連携してきた本講座ですが、いよ
いよ今号が最終回となりました。そこで今回は企業にとっ
て最も大切な要素である「マネジメント」と「人・組織」
について取り上げて締めたいと思います。

いくら良い戦略を立てることができても、それを確実に遂
行しなければ決して成果は出ません。それをやり遂げるの
が「マネジメント」です。ビジョンや戦略づくりならば、
ある程度コンサルタントなどに手伝ってもらうことも可能
ですが、マネジメントだけは第三者が手を貸すことができ
ない領域であり、その意味で経営者の力量が最も試される
ものと言えるでしょう。この数年、破たん寸前の大企業が
経営陣が変わることによって短期間で息を吹き返した事例
が数多く見られ、マネジメントが経営を左右することが痛
感されます。

それではマネジメントは一体どういうことをすれば良いの
でしょうか。まずは「自社の組織に方向性、動機、そして
一体感を与える」ということです。中小企業においては社
長がほぼ独力で会社を引っ張っている「個人商店」のよう
なケースがよく見られますが、こういう会社は一定の規模
まで大きくなった途端に社長の目が行き届かなくなり成長
が止まります。規模の壁に突き当たるのです。そこから再
び成長するには組織が組織として機能するように持ってい
くことが必要です。それが先に挙げたポイントです。

①会社がどこに進もうとしているのか意識を共有すること、
②そこに向かって進もうとする社員のやる気を引き出すこ
と、そして③個人の集合体ではなくチームとして組織が動
くにように仕向けること、ということになります。これら
は言うのは簡単ですが、実際にはどの経営者も程度の差は
あれ苦労を重ねながらノウハウを習得していくものです。

そしてもう一つ、全体の進行管理がマネジメントの
肝です。元気な会社を目指すには、経営者は率先力
と部下に託す姿勢の両方が求められ、このバランス
が大切になります。任せなければ社員は伸びないし、
任せ放しでは社員も会社も間違った方向に行きかね
ません。そのため経営者は、会社の目標を時間軸に
落とし込み、役割を明確にして社員に割り振り、そ
の上で各担当者が目論見どおりに役割を遂行してい
るかをこまめに確認する必要があります。もし正し
くない方向に進んでいたら速やかに軌道修正をかけ
ていきます。自分がやる方が早いからと社長が一人
で進めてしまうことはなるべく避けましょう。経営
者が方向づけと進行管理に特化していく方が会社の
推進力は高まります。

目指すは自律的に動く組織です。そうなれば社員の
成長＝会社の成長という好循環が見えてきます。結
局は人を育てることが組織強化の最大のポイントで
す。社員を育てるコツは基本的スキルをしっかり習
得させたうえで経験をさせるということです。人間
は未熟なうちは視野が狭いものです。そのまま経験
を重ねると自己流と固定観念だけが強まってしまう
恐れがあります。外部の講座などに積極的に参加さ
せ、目の鱗を落としてあげてから経験をさせると気
づきも吸収も早く成長のスピードが段違いになりま
す。若手にどんどん学ぶ機会を与えましょう。更に
経営者自らも貪欲に学びましょう。学んでいる経営
者の姿こそ社員に刺激を与えるものです。是非活気
ある組織で、貴社の大きな夢を実現して頂きたいも
のです。私は今月で津山を離れますが皆様のご活躍
と津山の発展を心から期待しています。長い間おつ
きあい頂きありがとうございました (小坂 幸彦)。

企業が組むと革新が起きる

ますます盛り上がってます！

その後の企業交流会ではい
つもの通り各所で熱気を帯び
たマッチングが行われ、新し
いビジネスがこの場所から芽
吹いていく予感がします。

まだご参加されていない方
はぜひ一度この熱気を感じて
頂き、ビジネスマッチングや
新事業展開につなげて頂けれ
ばと思います。



津山まちなかカレッジ「農業塾」
「農業塾」全7回が12月10日に全日程を終了しました。

「農業塾」は津山の地域性を活かした農業、稼げる農業を目標に、
米・野菜・果樹について学べる農業総合講座として開催。津山地域
の５０名（年齢３０代～８０代）を超える受講生に受講頂きました。

「農業塾」の講師はそれぞれの分野で活躍中の営農者や、テレビ等
で活躍されている食総合プロデューサー金丸弘美氏、津山市高倉地
区で結成された「たかくらぶ」等、多彩な顔ぶれで、受講生の満足
度も高い充実したカリキュラムでした。

最終回では、津山市高倉地区で大根と白ネギの収穫体験＆たかく
らぶとの交流会「たかくらんち」を開催。農業塾生３０名と高倉地
区２０名の計５０名で旬の野菜を使用した大鍋を皆で食し『世界一
おししい授業』を開催しました。

津山まちなかカレッジ「農業塾」は稼げる農業を目標に更にバー
ジョンアップして第２弾を開催する予定です。

第２回高性能建材ＥＸＰＯに出展します！

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。

周辺にお越しの際
は是非お立ち寄りく
ださい。

はで干し米の純米酒が登場
このたび、センターが繋ぎ役となり、難波酒造株式会社（津山

市一宮）から、地域農家との連携及びマーケットイン型の手法を
用いた新酒ができました。

阿波地域で作られたはで干し米を使って付加価値のある製品に
することで、地域米作農家の高付加価値化につながることを目指
しています。

今年は、限定1,000本程度。 720ml １本1500円（税別）で販売。

天満屋津山店では、12月20日から限定100本販売します。また、
12月22日～24日の3日間、とっとり・おかやま新橋館でテスト
マーケティングを行います。

津山地域で創業準備中、創業された方を対
象に、仲間づくりや各機関からの支援メ
ニューのご紹介など、今後の事業に役立つ場
にすることを目的に交流会を初開催します！

お気軽にご参加下さい！！

★交流会の内容★

①参加者による事業紹介
②各機関による支援メニュー等の紹介
③各グループでの情報交換
④名刺交換・懇親会

日 時：平成３０年１月２３日（火）
１５：００ ～１７：００

場 所：津山市役所 東庁舎１階
Ｅ１０１会議室（津山市山北６６３）

参加費：５００円（軽食、飲み物代）

津山地域創業者交流会



発行：

日 付 イ ベ ン ト 名 概 要 時 間 会 場 ※

12月

18～20 工具研削実践技術

ドリル・旋盤用バイトの研削作業の精度や加工効率を満足する
ための工具形状・材質に関する最適化や、加工上の問題点を
改善する再研削技術の技能高度化をめざして、実際の工具に
よる再研削実習を通じ、再研削方法や指導するための能力を
習得します。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
①

20
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
②

29 岡山県北でちゃんと稼ごう！
2018年6月より創業スクール開講のプレイベントとしてエーゼロ
㈱の牧大介氏をお招きし、「稼ぐポイントの見つけ方」をテーマ
にお話いただきます。

15：00～17：30
津山市立図書館

視聴覚室
③

1月

12
つやま産業塾 プロフェッショナル
コース【全5回】

経営者として役割・機能・義務・責任、将来のビジョンと構想、
事業戦略の策定、経営計画の策定と実践、人材マネジメント等、
成長・発展に向けた経営戦略力を身に付けます。

15：00～19：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
⑦

17
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
②

17,18 機械設計技術者の為の溶接技術
製造現場における機械設計業務の効率化・最適化をめざして、
設計要求の曖昧さを排除した図面や安全性を考慮した図面を
作成するための溶接技術を習得します。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
①

17,18 おかやまテクノロジー展2018 OTEX
中四国最大規模の岡山の技を魅せる展示商談会。機械系もの
づくりをしている岡山県内の事業所172社が集結。是非ご参加
ください。

10：00～17：00 コンベックス岡山 ④

17,31
2/14

第2回経営者のための
採用戦略セミナー【全3回】

人材採用などの悩みを抱えている中小企業の経営者、人事の
方のお悩みにお答えします。プロセスの再確認を目的とし、選
び選ばれる関係構築について理解をしていきます。

13：00～16：00
津山圏域

雇用労働センター
⑤

19,20 ３Ｄプリンター講座
新世代3DCAD「Autodesk Fusion360」を学習し、さらに3Dプリン
ターの操作方法を学びます。

16：00～19：00
9：00～16：00

津山工業
高等専門学校

⑥

20
つやま産業塾 市民公開講座
人口5,500人の町が
"世界の神山"になった理由

山間部、過疎地、少子化、高齢化3拍子揃った神山町になぜヒ
ト・企業が移り増えているのか？「神山モデル」というムーブメ
ントの仕掛人、大南信也氏をお招きし様々な事例をお話いただ
きます。今後の津山のまちづくりについて考えてみませんか。

13：30～15：30
津山国際ホテル
2階 桜花の間

⑦

23 第1回津山地域創業者交流会

津山地域で創業予定の方や創業5年以内の方を対象に、今後
の事業に役立つ金融機関や行政などの支援メニューのご紹介
や仲間づくりを目的に開催いたします。是非、ご参加ください。

15：00～17：00
津山市役所

東庁舎
⑦

25
おかやま新商品フェスタ
2018WINTER 販路開拓商談会

新商品を有しながら販路開拓が課題である県内中小企業様を
対象に新たな販路の開拓を目的として、ビジネスパートナ―と
の出会いの場、商談の場となる販路開拓商談会を開催します。

13：00～17：00
岡山

ロイヤルホテル
⑧

講座のお問合せ先： ①ポリテクセンター岡山 ℡086-246-2530 ②岡山県知財総合支援窓口 ℡086-286-9771

③レプタイル㈱ ℡0868-35-2405 ④岡山県産業振興財団 ℡086-286-9670

⑤津山市地域雇用創造協議会 ℡0868-24-3633 ⑥津山工業高等専門学校 ℡0868-24-8333

⑦つやま産業支援センター ℡0868-24-0740 ⑧岡山県産業振興財団 ℡086-286-9677

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

毎月第２水曜日 ９時～１７時
会場：
【偶数月】作州津山商工会本部会館
【奇数月】作州津山商工会久米支所会館

お問合せ・相談お申し込み先
岡山県よろず支援拠点

電話 086-286-9667

津山商工会議所 作州津山商工会よろず支援拠点のご案内

月曜日 １３時～２０時
水曜日 ９時～１７時
会場：津山商工会議所

日 付 イ ベ ン ト 名 概 要 時 間 会 場

12月

18～ 実用ビジネス英語講座【全10回】

海外のネットワークを拡大したい企業にお勤めの方、スキルアップを目
指したい方など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。会話、メール、プレゼン、マナー等外国人とのビジ
ネスコミュニケーションに必要なスキルが丸ごと学べます。

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」

誰もが感じた事がある「怒りの感情」。怒りに振り回され、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


