
P.1 補助金 新メニューのご案内

P.4 6月～7月役に立つイベント等のご案内

2020年

６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。

P.2 「津山まちなかカレッジ」おすすめ講座・イベント情報
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販売力の強化

販路の開拓

専門家によるサポート

P.3 廣瀬マネージャーの優しく語ろうSociety5.0の世界 Vol.5
P.4 「MADE IN TSUYAMA」に新たな製品が加わりました。



13:00～16:00 Power Pointでらくらくチラシ作戦

【受講料】1,500円 【定員】5名 マウス操作と文字入力ができれば大丈夫！

13:00～15:30 Excelお役立ち関数 【受講料】2,000円 【定員】5名

基本的な関数から一歩進んでみましょう。お仕事で役立つ関数をまとめて学べる講座です。

90分/回 初心者向け・パソコン個別指導

【受講料】1名/3,000円 2名/5,000円 マンツーマン指導による個別対応講座

津山まちなかカレッジおすすめ講座・イベント情報

職場や自宅から参加！

リモートセミナー活用術

※リモート（ｐｃ・タブレット）での参加

【1部】 【2部】
14：00 18：00

▼ ▼

16：00 20：00

無料 各10名

日 時

受講料場 所 定 員

主催者としての利用方法、便利な機能の紹介等、
Ｚｏｏｍを活用しての実践形式のセミナーです。

講 師 株式会社ウェブおかやま
中西 竜太 氏

※リモート（ｐｃ・タブレット）での参加

受講当日の開始30分前に招待ＵＲＬをお送りいたします。

受講当日の開始30分前に招待ＵＲＬをお送りいたします。

緊急事態に負けないための

労務問題対策セミナー

13：30
▼

15：306月26日(金)
無料 20名

日 時

受講料場 所 定 員

新型ウイルス感染症対策などで会社が取るべ
き対策や各種助成制度、また取り組み事例な
どをわかりやすく解説します。

講 師 社会保険労務士
笹井 茂樹 氏

6月22日(月)

新入社員・若手社員向け

即戦力！すぐに役立つ
ビジネスマナー

13：00
▼

17：007月21日(火)
3,000円 20名

日 時

受講料場 所 定 員

社員の対応で企業力アップ！企業人としての
ビジネスマナーの基本を学びます。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。

アルネ・津山４F 地域交流センター

講 師 株式会社パソナ岡山
専任講師

● オンライン

● オンライン

6～7月講座
Pick up！

※ 予約先 津山まちなかカレッジ事務局 ℡:0868-31-2232
E-mail:info@machikare.jp

6/24
（水）

7/20
（月）

随時
予約

※しめきり間近！

※しめきり間近！

※しめきり間近！

※しめきり間近！



廣瀬マネージャーの優しく語ろうSociety5.0の世界 Vol.5
「ITの力で新型コロナウイルス感染症を乗り越えろ！」

新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言が解除され、いよいよ人々が動き出し、経済活動が
徐々に再開されつつあります。しかし前月号でも述べましたが、『Stay Home』で変化した消費者の
ライフスタイルはそう簡単には戻らず、その結果、産業構造も大きく様変わりすることになるでしょう。
その変化に対して、私たちはどう対処するればよいのか？今月はそれについて触れてみたいと思います。

そのカギを握るのが『ITの力』です。テレビのニュースや新聞の特集記事などで『DX: デジタルトラ
ンスフォーメーション』や『2025年の崖』という言葉を耳にしたことがあるかも知れません。これは、
10年後の2025年には高齢者人口が約3,500万人に達し、重ねて生産人口が減少するため、ITの力を
最大限に活かして、これを乗り切ろう！というものですが、どうも他人事、中小企業には関係ないこと
と思われて、中々、IT化が進んでいないのが実情です。ところが、新型コロナウイルス感染症の影響で
否応なしに『ウィズコロナ』への適用に迫られ、二の足を踏んでいたIT化にも取り組まざるを得なく
なってきました。私たちも、いずれIT化しなくてはいけないのなら、この機にやってしまってはどうか
と考えます。では、何から手を付けて行けば良いのか？上述した『DX』は、一見して横文字で、難し
く感じるかも知れませんが、先ずは、日頃から困っている業務にITを活用すればよいと思います。図1
に中小企業が取り組んでいる（今後取り組みたい）IT活用業務のアンケート調査結果を参考に示します。

具体的なIT活用事例として、事務の効率化では、
個別業務毎に専用アプリが広く普及していますが
今後は『①RPA: ロボティックプロセスオート
メーション』の導入が進むと思われます。RPAの
導入課題は、性能や価格面以上に社内啓蒙や業務
プロセスの最適化などが重要となります。よって、
ベンダーへの丸投げでは効果が出難いことから、
業務を精通する専門家の知見が必要となります。

一方、新型コロナウイルスへの感染対策として
広く使われ始めた『②テレワーク・Web会議』は、
仕事のスタイルを一変させ、かつ今後も継続して
活用されるITツールの代表的存在となるでしょう。
今後は「意思疎通の慣れ」「セキュリティの担
保」「運用ルールの策定」などが急務といえます。

また販売では『③ネットショップ』開設による
EC販売網の拡充が上げられます。従来の対面販
売、卸販売とは異なる顧客層へ商品情報を届けら
れるため、新たな市場開拓が見込まれます。

製造業では『④産業用ロボット』や『IoT: モノ
のインターネット』の活用が期待されます。ハー
ドの価格が下がり中小企業でも導入し易くなりま
したが、如何に多品種少量生産の工程やノウハウ
を自動化できるかが、成否を左右するといえます。

当センターでは図2に示すようにテレワーク・

Web会議・IT 導入 サポート窓口を5/20（水）

より開設し、テレワークやWeb会議、業務ソフト

ウェアなどのICT導入について専門家による無料

相談を実施しています。また、実際に ITを導入

する際には、専門家派遣による伴走支援や補助金

支援など各種支援プログラムを用意しております

ので、是非、この機会に積極的にご活用ください。

専門家派遣
（業務系IT導入支援）

各種IT導入補助金
（県・財団等）

専門家派遣
（生産性向上支援等）

専門家派遣
（販売系IT導入支援）

販売キャンペーン補助金

ECサイト作成補助金

※ 出典：中小企業の経営課題に関するアンケート 調査結果
2020年1月,東京商工会議所中小企業委員会

(%)

【図2】当センターおよび関連機関によるIT活用支援策

①,②,④業務系IT活用支援 ③ 販売系IT活用支援

※ オレンジ枠は当センターの各種支援プログラム、
青枠は岡山県産業振興財団などの関連機関の支援

原価ダウン 売上アップ
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その他

新商品・新サービスの企画

現場の分析・見える化による効率化

開発・設計・試作段階における効率化

販路開拓・取引拡大のための取り組み

HP・SNS・メルマガ等の活用

場所を選ばず仕事ができる環境の整備

業務システムの導入による効率化

【図1】具体的なIT活用業務（取り組みたい内容含む）

アンケート複数回答可 ｎ=1,116
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IT専門家による無料相談窓口



発行元 つやま産業支援センター事務局（津山市産業文化部みらい産業課） TEL:0868-24-0740 E-mail：info@tsuyama-biz.jp

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

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

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

「MADE IN TSUYAMA」に新たな製品が加わりました
問/つやま産業支援センター（みらい産業課内：東庁舎１階）℡:24-0740

昨年度からスタートした「美作産木材の循環」をテーマにした産学官共同研究
「つやま家具プロジェクト」。多摩美術大学環境デザイン学科の学生と津山市内
木材製品製造業者、つやま産業支援センターの3者で良質な美作産の杉やヒノキ
を使った家具製品の開発を進めてきました。独創的なアイディアと匠の技がコラ
ボし、この度４製品が生まれました。現在各社ＥＣサイト等で販売開始いたしま
した。製品を使っていただき、森林の循環を促したいと考えています。

株式会社イマガワ
（押入895） ℡ /26-5666

株式会社すえ木工
（八出244-1） ℡/23-4481

有限会社髙橋工芸
（高野山西1612-2）℡/26-5577

役に立つイベント等のご案内６～７月

日 付 イベント名 概 要 時 間 会 場 問

6月 29㈪
トコトンやさしい

製造原価管理の進め方

本研修では、技術部門や製造・管理部門が大きなコスト
ダウン成果に結びつけていくための原価管理の進め方に
ついて学びます。

13：30～16：30
オンライン
LIVE研修

①

7月

2㈭
だれでもわかる！
会社とお金のしくみ

初めて経理を担当する方や経理業務の全体を一度じっく
りおさえておきたい方を対象に、会計の意義から会計の
ルール・文書類、会計のプロセスを学びます。

13：30～16：30
オンライン
LIVE研修

①

6㈪
ハラスメント防止講座
セクハラ・パワハラを
生まない職場づくり

セクシュアルハラスメントは判断基準となる「主観性」
を前提とし、具体的な行動を学びます。パワーハラスメ
ントは法改正のポイント、判断基準となる「客観性」な
どから具体的な行動を学びます。

13：30～16：30
オンライン
LIVE研修

①

10㈮
入門編！

ビジネス文書の書き方講座

日常業務で報告書や議事録などを作成することが多く、
アウトプットの質の向上を図りたい方や、メールでの表
現の印象を良くし、訴求力を高めたい方にお勧めです。

13：30～16：30
オンライン
LIVE研修

①

19㈰ Illustrator超初心者講座
イラストレータの基本操作や加工方法など、ひと工夫で
きるテクニックを学びます。

10：30～12：30
13：30～15：30

アルネ・津山4階
地域交流センター

②

28㈫
初めてのマクロ入門
Excel効率アップ術

作業の自動化「マクロ」。関数からステップアップする
ために、マクロとは何なのか、どんな仕組みなのかを学
びます。

13：30～15：00
アルネ・津山4階
地域交流センター

②

お問い合わせ先
①岡山県産業振興財団 ℡086-286-9661
②津山まちなかカレッジ事務局 ℡0868-31-2232


