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「津山市デジタル社会の実現」に向けた連携協定を締結
～デジタル社会の推進による地方創生～

地方創生において重要な要素となる「デジタル社
会 」の実現に向けて、西日本電信電話株式会社、株
式会社ＮＴＴドコモ、津山市、津山市教育委員会の
４者による連携協定の締結を６月３日にオンライン
形式で行いました。
デジタル社会を実現するために重要な情報基盤と
なるＤＸ※１や５Ｇ（第５世代移動通信システム）について西日
本電信電話、ＮＴＴドコモが保有する情報通信の専
門的技術や知識を活用し、様々なモノやヒトがネッ
トワークでつながることで、市民生活の利便性や快 左から協定書に調印する西日本電信電話㈱ 小林充佳社長、
有本教育長、谷口市長、㈱ＮＴＴドコモ 白川貴久子執行
適性をより一層向上することを目的としています。 役員・中国支社長
地方創生の根幹を担う「暮らし」
「人の流れ」「教育」「産業」の
４分野を柱として、あらゆる取り
組みを進めていきます。「産業」
においては、ＩＣＴやＩｏＴ※２
技術を活用し、新商流構築のため
のサプライチェーンをはじめ、事
業継続力の強化やデジタル人材の
創出、新ビジネス・新サービスの
創出に取り組みます。
※１ ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）…企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、
ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。
【（出典：経済産業省）デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン（DX推進ガイドライン）Ver. 1.0】
※２ ＩｏＴ（Internet of Things）…あらゆるモノをインターネットに接続する技術であり、日本語ではモノのインターネットと訳される。
【（出典：NTTコミュニケーションズ） ICTビジネスオンラインから抜粋】

津山市「地方版IoT推進ラボ」に選定

認定証を受け取る
つやま産業支援センター 定久事務局長

津山市のＩＴ企業によって形成している「つやまＩＣＴコネク
ト」の活動をはじめ、地域の産学金官連携による取組みが評価され、
経済産業省・（独）情報処理推進機構より津山市が「地方版ＩｏＴ
推進ラボ」に選定されました。
大きな取組みとして、①ＩＴ企業への就業を目指した情報発信や
人材育成、②つやまＩＣＴコネクト企業等に対する先端的なＩＴ技
術の導入や活用、技術者のスキルアップ研修、③津山信用金庫と連
携し、地域企業等へのＩＴ導入やニアショア受注などの促進。地域
産業の発展及びＩＴ人材の市内就業、Ｕターン等につなげていくも
のに加え、地域課題等をＩＴ技術で解決することで、スマート製造
を中心にスマートシティやスマート農業、スマート林業等、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
にも結びつけ、本市の発展及び産業の高度化に寄与していきます。

～「地方版ⅠｏＴ推進ラボ」について～
地域における新たな価値創造に向けて、IoTプロジェクトを創出する取り組みを
「地方版ＩｏＴ推進ラボ」として選定するもので、ロゴマークの使用権付与、メル
マガやラボイベント等によるＩｏＴ推進ラボ会員等への広報、地域のプロジェクト
・企業等の実現発展に資するメンターの派遣等の支援が受けられるものです。
平成２８年から募集を開始し、これまでに津山市を含む105の地域が「地方版
ＩｏＴ推進ラボ」として選定されています。

センター補助金活用事例の紹介
廃園となった幼稚園舎を民間活用
津山市林田にある旧津山市立東幼稚園を活用した
新たな複合施設「SENSE TSUYAMA」が７月にオープ
ンします。この施設はヒトトゴハン㈱が津山市の民
間提案制度で採択されたもので、現在オープンに向
けて岡山県立大学デザイン学部が全体像や県産材を
使った椅子や机などを設計、ヒトトゴハン沼本社長
の知人や大工職人、ボランティアなど学生や住民の
協力を得ながら改装を進めています。
ケーキとパンの店やフィットネスジム、アート教
室など多彩なテナントが入るなど飲食店を核にオー
プン後は定期的に子ども向けワークショップなども
開催される予定です。次世代を担う子どもたちが豊
かな感性と感受性を育む場として注目を集めそうで
す。
※この事業には「令和２年度つや
ま産業支援センターサテライトオ
フィス設置・創業等サポート補助
金」が活用されています。補助金
メニューの詳細は公式HPをご覧く
ださい。

※イメージ

美作大学学生
津山市の産業施策と現場を知る！
５月２０日、美作大学社会
学習「地域経済・地域財政か
らみたまちづくり」と題して
美作大学社会福祉学科４年生
２０名が津山市の産業施策と
して当センターの取組みにつ
いて学び、市内の製造現場の
見学を行いました。
定久事務局長による講義では、地方が抱える厳し
い現実を踏まえ、津山市が進めている様々な産業
振興について学びを深めました。また津山市内に
ある製造業の現場見学としてIKOMAロボテック㈱、
池田精工㈱、 ㈱アイ・エスの製造現場を見学。
普段目にすることのない
現場を見て頂くことが出
来ました。これをきっか
けに少しでも多くの方に
製造業、また県内企業に
興味を持って頂ければと
思います。

ジェトロ岡山では、一般消費財の海外展開に取り組
んでいる県内企業を中心に、バイヤーとのオンライ
ン商談などで必要となる「商談資料」を作成するた
めの個別相談会を開催します。

商談資料作成のための
個別相談会 in 岡山＆津山
2021 6/24・6/25 参加無料

OKAYAMA

TSUYAMA
日時 2021年６月２５日(金)

日時 2021年６月２４日(木)

13:00～18:00

13:00～18:00

場所 つやま産業支援センター

場所 ジェトロ岡山

（津山市山北663）

（岡山市北区厚生町3-1-15）

※上記時間内に
１枠90分の個別
相談枠を割り振
ります。（時間
枠は別途連絡）

師 ㈱Strategy&Design Labo 代表取締役 小木曽 尚史 氏

講

参加費 無料

定員 各日３社

主催：岡山県、ジェトロ岡山

持ち物 ＰＣ、商品サンプル、筆記用具

共催：つやま産業支援センター

申込URL ：https://www.jetro.go.jp/events/oka/146e4cb6f6310322.html
※新型コロナウイルス感染症予防対策を行った上で
申込締切：2021年６月１７日(木)
実施します。参加者のマスク着用、手の消毒等の

お問い合わせはジェトロ岡山（担当：都築）まで
TEL:086-224-0853 Mail:oka_project@jetro.go.jp
受講料無料

企業向けセミナーのご案内

感染予防対策にご協力をお願いします。
※オンライン形式での開催となる場合があります。

～津山市地域雇用創造協議会～ 受講生募集

ワークライフバランス実現セミナー

コロナ時代の新しい働き方改革

成果を出せる経営戦略

※新型コロナウイルス感染症拡大状況に
より開催方法や日程変更の可能性あり

HP又は
下記の
QRコード

講師

講師
採用力向上・人材を活かす経営セミナー

コロナショックを乗り切るための

取り組むべき組織改革

講師

講師

※新型コロナウイルス感染症拡大状況に
より開催方法や日程変更の可能性あり

講師

HP又は
右記の
QRコード
https://www.capla.co.jp

会場：津山商工会議所
津山商工会館３階

会場：つやま産業支援センター
津山市役所東庁舎

毎週月曜日 13:00～20:00

毎月第３水曜日 10:00～15:00

（月曜日以外はオンライン相談対応可能）

●お問い合わせ先
岡山県よろず支援拠点
℡ 086-206-2180

６～７月
日

付

イ ベ ン ト 名

18㈮
25㈮

５Sによるムダ取り・
改善の進め方

19㈯
20㈰

オールユアーズに学ぶ、
これからのサービスの
つくり方！！

20㈰

6
月

役に立つイベント等のご案内
概

要

時

生産現場における現場力強化及び技能継承をめざして、技能高
度化、故障対応・予防に向けた生産現場で発生する問題の分析・
改善技法及び指導技法を習得する。
ストレスからヒトをカイホウするプロダクトを開発している、オール
ユアーズ。クラウドファンディングを活用したブランドの作り方、
オールユアーズの考え方、製品の着用感を感じてください。
生活様式や仕事・楽しみなどをに対する価値観が大きく変わった
今、私たちの「ニューノーマルな生活」に潜んでいる、心身の健康
を脅かす危険な因子と、その手軽な解消法を医師であり岡山大学
教授である伊野 英男氏より解説頂きます。是非ご参加ください。
プロとしての仕事のすすめ方の基礎力を学びます。社会人として
の３つの能力や自身の社会人基礎力のチェックなど行います。
報・連・相や職場のコミュニケーションといった基本スキルから、仕
事の優先順位など必要な心構えとスキルを身に付けていただきま
す。
お金は儲けることは大切ですがこれからは育てることも必要です。
経済状況が読めず不安ばかりの今だからこそ、是非学んで頂きた
いセミナーです。

間

会

場

問

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ①
16：00～21：00
11：00～18：00

INN-SECT

②

13：00～16：00

アルネ・津山4階
地域交流センター

③

13：30～16：30

【オンライン】

④

13：30～16：30

【オンライン】

④

10：30～12：30

アルネ・津山4階
地域交流センター

③

22㈫

若手社員としての基礎力
「３つのポイント」を学ぶ！

24㈭

若手社員の仕事の進め方
基本編！

26㈯

出ていくお金を抑えて
投資に回す方法

28㈪

感染症BCPセミナー

「with コロナ時代」を乗り切るために必要なリスクマネジメントのあ
15：00～16：30
り方について、BCPの観点から情報提供いたします。

【オンライン】

⑤

29㈫

若手社員の
コミュニケーション術！
「文章」「口頭」「行動」

論理的な組立てで、相手立場のコミュニケーション術を習得してい
ただき、自己診断により、更なるコミュニケーション術の向上をは 13：30～16：30
かっていただくノウハウを学びます。

【オンライン】

④

5㈪

成果を出せる経営戦略
「相互理解による
組織活力向上戦略」

仕事を辞める理由で最も多いのが「人間関係」。社員間の誤解や
対立が起きるその背景の理解を深め、相互理解、職場の課題を 14：00～16：00
解決するために必要な手法を学びます。

アルネ・津山4階
地域交流センター

⑥

12㈪

中堅社員に求めらえる
役割と能力

中堅社員として身につけてもらいたい「役割と能力」を学びます。
位置づけと役割や周囲とのコミュニケーションのあり方、職場の中 9：30～12：30
核として求められる中堅社員の役割や意識などを学びます。

【オンライン】

④

【オンライン】

④

【オンライン】

④

アルネ・津山4階
地域交流センター

⑥

9：30～12：30

【オンライン】

④

監督者の課題解決力をさらに戦略的な視点まで高め（ありたい姿
を論理的に描く）、視野・視点の拡充のためのアプローチ方法を学 13：30～16：30
びます。

【オンライン】

④

12㈪

7
月

健康フォーラム
（詳しくはチラシをご覧ください）

●お問い合わせ先
岡山県知財総合支援窓口
℡ 086-286-9711

13㈫

中堅社員としての問題解決力を学んでいただきます。現場に潜む
中堅社員としての問題解決力 問題の真因の発見と解決策まで考えるプロセスを演習を通して体 13：30～16：30
験していただきます。
中堅社員として仕事をしていく中で”理想の自分”を実現するため
中堅社員としての
の力を育てます。自身の「行動の源」を発掘し、自己改革を実行す
13：30～16：30
自己改革のアプローチ術 るための視野・視点を広げ自己改革のアプローチ術を学んでいた
だきます。

20㈫

取り組むべき組織改善
「経営戦略としての
ワークライフバランス」

20㈫

監督者の部下育成 実践法

20㈫

監督者のスキルを磨く
「戦略と視点を高める」

お問い合わせ先
発行元

経営課題の本質を見極め、解決に結びつけるため「人」「組織」に
焦点を当て、解説します。また、ワークライフバランスが社会や組
14：00～16：00
織に与える影響について、個性を発揮しつつ成果を生むための人
事戦略についても学びます。
監督者としての活き活きとした職場運営方法や部下のキャリア開
発の仕方、モチベーションの高め方を分かりやすく解説します。

①ポリテクセンター岡山
℡ 086-246-2530
③津山まちなかカレッジ事務局 ℡ 0868-31-2232
⑤岡山県産業振興財団
℡ 086-286-9626

②レプタイル㈱
℡ 0868-35-2405
④テクノサポート岡山
℡ 086-286-9661
⑥㈱キャリアプランニング ℡ 0868-32-3300

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

