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新年の御挨拶

明けましておめでとうございます。
本市産業経済部では、観光をはじめとした中心市街地の賑わいづくりを

含む城下地区のまちづくり、公共交通、ふるさと納税、移住定住の推進、
企業立地そして平成27年に設立したつやま産業支援センターによる中小企
業の生産性向上及び高付加価値製品開発等に向けた伴走支援や創業支援、
アルネ・津山４階を拠点とした「津山まちなかカレッジ」による人材育成
に取り組んでいます。
人口減少が進む中、平成30年に国の人口問題研究所から示された今後の

本市の人口推計を見ますと、これまでの地方創生の取組により、2025年、
2030年における25歳〜34歳人口の増加が見られるなど、上向きの傾向が伺えます。
高校を卒業後、進学や就職により市外への転出が続く状況に対して、新たに地域内就職を

促進する事業を展開してきたこと及び一旦、市外転出した方に津山に帰ってきてもらう様々
な取組により、このような推計がなされたものと考えています。
移住者の皆さんが、津山を選んだ理由としては、豊かな自然環境の中で田舎暮らしを楽し

みながら、買い物・病院・学校などの生活環境も整っていること、そして魅力ある企業が多
くあり、自分にあった仕事を選ぶことができるといった自分らしいライフスタイルを選択で
きることが、移住の決め手にもなっているとのことです。
これからも移住施策の一層の推進はもとより、つやま産業支援センターを中心に、AI、

IoT、ビッグデータなどの活用により製造業における人手不足の解消・働き方改革など地域課
題の解決と産業振興を図っていきます。
また、快適で活力があり、質の高い生活ができるSociety 5.0の社会を目指し、今春から本

格稼働される5Gの研究にも取り掛かってまいります。
つやま産業支援センター会員の皆様と一緒になり、誇りある津山の良さを発信していくと

ともに、企業力×市民力×行政力のつながりによる大きな地域力を創出し、持続可能な津山
のまちづくりを進めてまいりたいと考えています。
これからもつやま産業支援センターを御活用いただき、また、育てていただきたいと思い

ます。

津山市産業経済部長（つやま産業支援センター 副センター長） 玉置 晃隆



まちカレはビジネス支援のプロとキャリア形成支援のプロが、現役で働く方や
再就職を目指す方をサポート！様々な研修講座を提供しています。

「コーチング」について

2/20（木）【コーチング研修】 部下の能力を最大限に引き出す！
2/26（水）【ビジネスマナー講座】 社員の対応で企業力アップ！

※詳しくは同封のチラシをご覧ください

みなさんはコーチングに対してどんなイメージを持っていますか？
コーチングとは、心理学の知識を使ったコミュニケーションの一つで
相手の成長や変化を促し、能力を最大限に発揮させることを目指すよ
うな関わり方です。しかし世界的に合意された明確な定義は存在して
いないようです。紐解くためにティーチングとコーチングの違いを考
えてみましょう。

大切なのは、研修を受けたあとにそれを実践すること

何となくイメージが掴めたでしょうか。身に付けるためには学び、実践することで理解を深めていくことが大
切です。相手の能力を引き出すためのコミュニケーションをとることで可能性が広がっていきます。百聞は一
見に如かず！部下のやる気を引き出すことで、お互いに気持ち良い関係を作りませんか？この機会にコーチン
グを学び、あなたの職場に取り入れてみましょう！

知識などを相手に一方的に教えること。
答えがある。

■どうする ： 教える

■どうなる ： 学んだ知識を活用し、
出来るようになる

相手と信頼関係のもとに繰り返し対話をする中で
相手の中にある考えや答えを引き出し、目標達成
できるように支援する。答えがない。

■どうする ： アドバイスはせず、
答えや気づきを引き出す

■どうなる ： 頭の中が整理されることで
気づきがあり、自発的行動ができる

津山市内のＩＣＴ関連企業12社による『つやまＩＣＴコネクト』を
12月25日に設立いたしました。

事務局をつやま産業支援センターが担い、ＩＣＴ企業への就
業を目指した情報発信や人材育成、先端的なＩＣＴ技術の導入
や活用、地域企業等へのＩＣＴ導入を促進することで、地域産
業の発展及びＩＣＴ人材の市内就業、Ｕターン等につなげたい
と考えています。

加えて事業者の課題や地域課題等をＩＣＴ技術で解決するこ
とで、市民生活の利便性向上や各産業における生産性向上、
イノベーション創出にも結び付けたいと思います。

ＩＣＴ導入のニーズ等ございましたら、つやま産業支援センタ
ーへお寄せください。

※ＩＣＴとは・・・
Information and Communication Technology の
略称。
情報や通信に関連する科学技術の総称。
特に電気、電子、磁気、電磁波などの物理
現象や法則を応用した機械や器具を用いて
情報を保存、加工、伝送する技術のこと。

市内IT企業のグループ

「つやまICTコネクト」を設立



12月12日（木）に津山市内の関係機関が連携し整備して
いた地域活性化拠点施設「INN-SECT（インセクト）」が完成
し、記念式典と見学会が行われました。

地域活性化支援を手掛けているレプタイル株式会社、津
山信用金庫、つやま産業支援センター、美作大学の産学官
金連携で進める中心市街地活性化事業「マチナカ・インキュ
ベーション・ハブ」の核となる施設で、津山信用金庫旧中央
支店を改修したものです。レプタイル株式会社が運営され、
創業支援を通じて中心市街地のにぎわい再生やIJUターン
者の交流促進につなげていきます。

1階にはカフェ＆バー、コワーキングスペースや金庫を改
造したシェアオフィス、2階には18床を備えたゲストハウス、
3階には24時間利用可能なシェアオフィス4室とコワーキン
グスペースを備えています。

今後は創業に関するスクールや相談会、IJUターン者の交
流会などを開く予定です。

2月10日（月）に、令和元年度岡山県中小企業支援センター事業
として、「これからはじめるBCP」セミナーを開催いたします。

BCPとは、事業継続計画（Business Continuity Plan) の略語で
あり、自然災害等の緊急時に備え、業務の維持・早期の復旧を目
的として作成する計画のことです。今回は県内中小企業の経営者
や企業の担当者を対象に今から始めるBCPの考え方、備え方、必
要性などについてお話頂きます。また、講演・事例発表の後には個
別相談会も予定しております。ふるってご参加ください。

基調講演：「BCPとは何か？その必要性とは」
講師：東京海上日動火災保険株式会社

公務開発部課長代理 新谷松 真美氏
事例発表：「BCPの活用方法」
講師：株式会社エイチ・エス・ピー

取締役研究開発部長 小野 朋子氏

日 時 令和2年2月10日（月） 14：00～17：00

開 場 津山市役所東庁舎3階 E302会議室
定 員 30名
参加費 無料
申込先 （公財）岡山県産業振興財団 中小企業支援課
TEL：086-286-9626

FAX：086-286-9627

E-mail:skinfo@optic.co.jp

URL：http://www.optic.or.jp/okayama-ssn/

決算書はよく会社の成績表と言いますが、その数字を正しく理解
し、有効的に活用していますか？コスト管理、目標管理などを数字
で見える化し、それを経営に活用するのはなかなか難しいことです
。原材料や運送費など様々なコスト増、深刻な人手不足など近年
企業活動を行う上で厳しい状況が続いている中、会計の力で労働
生産性の向上や社内活性化を図りませんか？会計の活用方法等
について、中小企業の取り組み事例を交えてお話しいただきます。

日 時 令和2年2月12日（水） 18：00～19：30

開 場 津山市役所東庁舎1階 E101会議室
参加費 無料 申込先 つやま産業支援センター
TEL：0868-24-0740 FAX：0868-24-0881

E-mail:info@tsuyama-biz.jp

URL：http://www.tsuyama-biz.jp/

講師： 福岡大学商学部 准教授 飛田 努氏
講師プロフィール

福岡大学商学部 准教授であり、専門は管理
会計とアントレプレナーシップ。特に中小製造
業の管理会計実務について事例研究を進め
ている。 日本経営会計専門家研究学会 常務
理事、日本会計教育学会 理事、日本中小企
業学会 幹事を務める。

電 話：0868-32-8421

住 所：津山市二階町29

U R L：https://inn-sect.com/

お問い合わせ先

1F Café 9:00〜22:00 （LO 21:30）
定休日 水曜日

2F Guest House

チェックイン16：00～ ￥2,800~

定休日：不定休
3F Meeting Space他 24時間対応

ドロップイン・月契約の利用方法あり
定休日：不定休



発行元 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） TEL:0868-24-0740 E-mail：info@tsuyama-biz.jp

役に立つイベント等のご案内

5~12月の第２木曜日
10:00～16:00

お問い合わせ先
岡山県よろず支援拠点
℡ 086-286-9667

津山商工会議所 作州津山商工会

毎週月・火曜日
13:00～20:00

日 付 イ ベ ン ト 名 等 概 要 時 間 会 場 問

1

月

22㈬
初めてのマクロ入門
Excel効率アップ術

「マクロは難しそう。」 「便利そうだけど、何ができるのかよくわから
ない。」そんな方向けのマクロの基本と仕組みを理解できる講座で
す。基本的な仕組みを理解するための入門講座です。 関数から次
のステップへ進めるチャンスです！

13：30～15：30
アルネ・津山4階

地域交流センター
津山まちなかカレッジ

①

22㈬ よくわかる契約実務セミナー
知っておきたい、改正民法の基礎知識や疑問、対応策を専門の弁
護士がわかりやすく解説します。

14：00～16：00
岡山プラザホテル

「花葉の間」３F
②

23㈭

おかやま産業人材育成塾
人材育成セミナー

伸びる社員にするための
人材育成 活用術！

人を採用しても、人材育成の方法がわからない！東京や大阪の研
修になかなか受講させれない。そんな企業の方に必見です。OTEX
来場時に是非ご参加ください。

13：00～14：30
コンベックス岡山

2階
中会議室6

③

23㈭
令和元年度

岡山県経営革新アワード
授賞式・受賞企業事例発表

岡山県経営革新アワードとは、中小企業等経営強化法に基づき、
創意ある成長発展に向け新しい取り組みを行う経営革新制度の普
及啓発と企業の取組意欲向上を図るため、経営革新への取り組み
により経営の向上が顕著でほ他の模範となる企業を表彰するもの
です。グランプリ、優秀賞を受賞された企業の事例発表を是非お聞
きください。

13：00～14：30
コンベックス岡山

中展示場
④

2

月

1㈯
津山市人づくり事業

市民公開講座
「地域と共に生きる」

富山県高岡市にある鋳物メーカー、株式会社能作。下請け町工場
を世界の「NOUSAKU」に変貌させた能作流のモノづくりと、地域と共
に生きる同社の取組みについてお話しいただきます。

14：00～16：00

ザ・シロヤマテラス
津山別邸 2階

コンベンションホール
鶴山

⑤

5㈬
PowerPointで

らくらくチラシ作成

この講座では、旅行代理店のスタッフになった気分で、旅先の魅力
を盛り込んだチラシ1枚を作成いたします。 素材集めから完成まで
一緒に演習をしながらしっかり学べる少人数制の講座です。一緒に
作りながら、基本的な使い方を身に付けましょう！

10:30～13:30
アルネ・津山4階

地域交流センター
津山まちなかカレッジ

①

7㈮
14㈮
21㈮
28㈮

つやま産業塾
「プロフェッショナルコース」
大変革の時代に求められる

リーダーの資質（全4回）

大変革の時代といわれているこの時代に、私たちの「考え方」や「あ
りかた」も変えるきっかけをつかみませんか？選択理論を通じて「人
の心の動き」から人間関係の原理原則を学び、リーダーの求心力、
マネジメント力の向上、質の高い組織作りを目指す講座です。

15：00～19：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
津山まちなかカレッジ

⑤

10㈪ これからはじめるBCP
県内中小企業の経営者、企業内の担当者等を対象に、「BCPとは
何か？その必要性とは」と題し、基調講演、また事例発表として
「BCPの活用方法について」の事例発表をしていただきます。

14：00～17：00
津山市役所
東庁舎3階
E302会議室

④

19㈬
岡山県中小企業ものづくり

関連支援制度説明会
中小企業等が行う新技術・新製品の研究開発等を対象とした補助
金等の支援制度説明会を開催いたします。

13：00～17：00
津山市総合福祉会館

3階
中会議室

⑥

19㈬
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

⑦

20㈭ コーチング研修

無意識に行っている部下とのコミュニケーションが、部下のやる気を
失わせていませんか？部下が意欲的に行動することを促せるよう
な、管理者やリーダーとしてのコミュニケーションの基本スキルを身
につけましょう。

15：00～17：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
津山まちなかカレッジ

①

26㈬
ビジネスマナー講座

～基本編～

ビジネスマナーの基本を身につけて、職場の同僚や取引先から信
頼されるビジネスパーソンを目指します。
【内容】○ビジネスマナーの重要性 ○第一印象の効果
○電話のかけ方、受け方 ○ビジネスメールのポイント
○知っておきたい訪問・来客マナー

13：00～16：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
津山まちなかカレッジ

①

お問い合わせ先
岡山県商工会連合会 広域ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
℡ 086-238-5666

１～２月

お問い合わせ先
岡山県知財総合支援窓口
℡ 086-286-9711

毎月第３水曜日 10:00～15:00

つやま産業支援センター

※今年度から月1回の実施

よろず
商工会

経営相談会

お問い合わせ先
①津山まちなかカレッジ事務局 ℡0868-31-2232 ②岡山県商工会連合会 ℡086-224-4341
③岡山県産業振興財団 ℡086-286-9661 ④岡山県産業振興財団 ℡086-286-9626
⑤つやま産業支援センター ℡0868-24-0740 ⑥岡山県産業振興財団 ℡086-286-9651
⑦岡山県知財総合支援窓口 ℡086-286-9711


