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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。

津山市人づくり事業 市民公開講座開催報告
津山まちなかカレッジからセミナーのお知らせ
Homingビジネスプランコンテスト2022開催報告 他
津山市地域雇用創造協議会からのお知らせ
コラム『今日から始める ICT Vol.6 』
役に立つイベント等のご案内

令和4年2月12日（土）、マツダ株式会社シ
ニアイノベーションフェロー 人見光夫氏にご
登壇いただき、オンライン会議システムにて
市民公開講座を開催しました。
先行開発部門において、大手と比べて圧倒
的に少ないリソースのマツダ（会社）が生き抜
くために、課題をどれか選んでやろうではなく
、ボウリングの一番ピンのような「課題の連鎖
の頭」を見つけ、そこに集中して開発を行った
のだそうです。

マツダSKYACTIVエンジン

人見光夫氏

人見氏資料より掲載

安川幸男氏

「ロードマップを描いて迷わず進む。い
ろいろ迷って中途半端にやっていたら
何も得られなかったはず」と述べられて
いました。
今後の大変革の時代の中で生き抜く
ためには、デジタルで業務の効率化を
推し進め、独自価値を生むところに時
間とお金を集中し、これを一番ピンと据
えてパラダイムシフト(社会の規範や
価値観が変わること)を図るべきではないかとのこと
です。
後半では、合同会社イキナセカイ代表 安川幸男氏を
ファシリテーターにお招きし、マツダのデザイン経営
や聴講者からの様々な質問をもとにトークセッション
をおこないました。
講演の内容は、現在つやま産業支援センター
Facebookにてアーカイブ配信を行っています。

画像はマツダ株式会社の利用合意を受けており、他への転載、転用を一切禁じます。

商品撮影＋写真加工＋デザインを勉強してみませんか？
アフターコロナにそなえよう！情報発信のレベルアップ
【内 容】
■スマホやデジカメで商品や料理をきれいに撮影するコツを実演
■アプリを使って撮影した写真の補正を学びます
■チラシやメニュー、SNS…様々なデザインの作り方を学びます
日 時

４月１９日(火)10:30～15:30（休憩1時間含む）

場 所

アルネ・津山４階 地域交流センター

講 師

合同会社クレアデザイン
ディレクター 小坂田 充 氏

受講料

5,000円

定 員

【お申込み・お問い合わせ】
津山まちなかカレッジ
TEL: 0868－31－2232
E-mail：info@machikare.jp

6名

ビジネスプランコンテスト2022開催
２月２０日（日）、津山文化センター大ホールにてHomingビ
ジネスプランコンテスト2022が開催されました。このコンテスト
は総額10億円のふるさとベンチャーの創出を目標にレプタイル株
式会社主催、つやま産業支援センターが共催で取り組むプロジェ
クトです。
㈱ヤッホーブルーイングの佐藤 潤氏をお招きした基調講演とビ
ジネスプランコンテストの２部制で開催されました。創業スクー
ルHomingの受講者や一般応募から6名の方が3分間プレゼンを行
い、大賞には㈲森岡林業の岸田麻代さん、つやま産業支援センタ
ー賞はLife-Performance-LAB.の野中健志さんが選ばれました。

津山高専技術交流プラザ・津山商工会議所

合同産学連携交流会を開催しました。
上記の会を２月２４日（木）にオンライン形式で開催しま

した。今回は、先駆的な取り組みにより、４事業所でカー
ボンニュートラルを達成した株式会社日立ハイテクのＣＳ
Ｒ本部長 飯泉 紀子 氏をはじめ４氏を講師にお招きし、「取
引先とともに取り組む環境負荷低減」をテーマにご講演い
ただきました。
講演では、カーボンニュートラルの達成まで、様々な困
難を乗り越えたプロセスをはじめ、企業として考えるべき
こと、今後直面する変化や課題などについて、具体的にご
説明いただき、カーボンニュートラルが大企業に限らず、
中小企業にも間近に迫った課題であることを強く実感する
とともに、今後の取り組みの後押しとなる大変有益な講演
となりました。
また、講演後には今年度に加入し
た新会員の紹介と「津山高専にお
ける学生の進路状況や傾向について」
と題して、津山高専の 松田 修 キャ
リア教育委員長からプレゼンテー
(株)日立ハイテク
片倉彰裕氏
ションをいただきました。

岸田 麻代 氏(右)

野中 健志 氏(右)

津山工業高等専門学校に

津山市IoTラボを設置しました
津山市ＩｏＴラボ委員会※では教育研究及び
地域産業の発展を図るため、ＩｏＴの実現に
必要不可欠な５Ｇ環境を活用し、ＩＣＴ人材
」の育成や地元企業との新技術の開発及び活
用に向けた共同研究などを支援する拠点『津
山市ＩｏＴラボ』を津山工業高等専門学校の
総合情報センター・図書館１階のオープンス
ペースに設置しました。
令和４年度に津山高専の学生、教職員ほか
関係者を対象とした設置記念イベントを開催
する予定です。

※津山市ＩｏＴラボ委員会
津山高専（津山高専技術交流プラ
ザ）、ＮＴＴドコモ、津山市（つ
やま産業支援センター）で組織す
る『津山市ＩｏＴラボ』を運営す
る事業体

(上)総合情報センター・図書館
(右下)津山市IoTラボ（オープンスペース）

津山市地域雇用創造協議会からのお知らせ
津山市地域雇用創造協議会では、地域の雇用創出のため、令和元年10月から厚生労働省委託事業「地域雇用活性
化推進事業」を実施してまいりました。
「津山キラリ☆付加価値創造による魅力的な雇用創出プロジェクト」と題し、魅力ある雇用やそれを担う人材の維
持・確保を図るため、企業向け、求職者向けの各種事業を実施するとともに、面接会等企業と求職者のマッチングな
ど、全１５事業を実施し、期間中の目標114名に対して2年目までに182名の雇用を創出しています。
本年3月末をもちまして2年半の事業が終了いたします。本協議会の事業に御参加、御協力いただきました皆様、
関係機関の皆様方には大変お世話になりました。今後も津山市の雇用環境がますます向上していくことを期待してい
ます。期間中、実施した事業は次のとおりです。
企業の方向け
求職者の方向け
Ａ 事業所の魅力向上、
事業拡大の取組

Ｂ 人材育成の取組
①女性のための就職応援研修会
②ＩＴツール活用基礎研修会

①製造業のための生産性向上セミナー
②動画制作セミナー
③働き方改革、ワークライフバランスセミナー
④採用力向上、人材を活かす経営セミナー
⑤地域農産物加工製品等のデザイン開発
⑥テレワーク導入支援
⑦地域材活用住空間デザイン開発と販路開拓
⑧企業ブランディング支援
⑨地域雇用活性化推進事業公開セミナー

津山キラリ☆付加価値創造による
魅力的な雇用創出プロジェクト

今日から始めるICT Vol.6（最終回）
コーディネーター小林しんやの

企業と求職者のマッチング
Ｃ 就職促進の取組
①情報チャンネルHP・SNS
②合同就職セミナー、面接会
③求職者と地域内企業のマッチング
④自分らしい働き方発見講座
（小規模面接会）

ちょっと知って欲しんや

「ＩＴ利活用による業務改善から、データ利活用による事業変革へ ～ＤＸへの道」
小林 真也CD

昨年10月から約半年間ＩＴで業務改善に努めてきた結果、どう変わったか振り返ってみましょう。
登 場 人 物
某中小企業の社長(57)
インターネット大好きな、自称“パソコンおやじ”

期待の新人(20)
スマホのフリック入力が得意。パソコン初心者。

「FAXで注文を受け、手入力していたのが、自
動化になってどうじゃ？」

「これからは“データの時代”、我が社も新しいことに
チャレンジせんと取り残されるけぇのぅ。これまでやっ
てきたIT利活用との間には“谷”があるんじゃ。
どうやって“谷”を乗り越え事業変革へ結びつけるか
師匠に教えを請うてみようかのぅ。フォッフォッフォッ」

「内容確認後、直ぐ処理できるので納期が短
縮できました」
「伝言アプリはどうじゃろう？」
「都合の良い時に見てもらえるだけでなく、通
話料の節約にもつながりました」
「デジタル化から働き方改革につながるのぅ」
「働き方改革だけでなく、ペーパーレス等につ
ながるので、エコ＆節約にもなりますね」

Picture： ©いらすとや

←

半年間の業務改善・
生産性向上の範囲

→

↑
“谷”の存在

「デジタル化が“一番ピン”じゃったな…」

【セキュリティ ワンポイント情報】 Emotet(ｴﾓﾃｯﾄ)流行！知り合いを装ったメールに注意！
電子メールの送信元は簡単に偽装できますので、あたかも知人が送ったようなメールを受信することがあります。
もし不審なメールを受信しても、①URLにアクセスしない、②添付ファイルを開かない、ことが大事です。

経営・創業に関する様々なご相談は
岡山県よろず支援拠点

知財や特許、商標のご相談は
岡山県知財総合支援窓口

【日 時】毎週月曜日 13:00～20:00
（月曜日以外はオンライン相談対応可）
【会 場】津山商工会議所

●お問い合わせ先 ℡ 086-206-2180

3～4月
日

3
月

付

【日 時】毎週火・木曜日 10:00～16:00
（電話・オンライン相談対応可）
【会 場】つやま産業支援センター

【日 時】毎月第３水曜日 10:00～15:00
（オンライン相談対応可）
【会 場】つやま産業支援センター

●お問い合わせ先 ℡ 086-286-9711

●予約QRコードはこちら→ →
お問い合わせ先 ℡ 0868ー24-0740

役に立つイベント等のご案内
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15㈫

レプタイル式DXセミナー
kintone業務改善セッション

クラウドサービスkintoneは、データ入力一度だけで見積もり作成
から請求書発行、入金履歴まで一括管理可能。Kintoneで働き方 14：00～15：30
改革を実現しましょう。

INN-SECT
3階

①

16㈬

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

20㈰

写真をもっと魅力的に

撮った写真を伝える・伝わるものにするために写真の補正やレ
タッチなどの実演します。また、綺麗な写真を撮る方法も学びま
す。

14：00～15：30

津山市立図書館
視聴覚室

③

24㈭

顧客管理から始めるDX

企業にとって早急に取り組むべき課題のDX。顧客管理、営業支
援のデジタル化による迅速な経営判断や営業力に繋がる組織の 16：00～17：30
仕組みづくりの方法をご紹介します。

アルネ・津山4階
地域交流センター

③

12㈫

Word初心者講座

Wordの基本操作に加え、知っている効率が上がる便利な機能や
仕事に役立つポイントに絞って学ぶ、少人数の初心者向け講座 14：00～17：00
です。

アルネ・津山4階
地域交流センター

③

14㈭

業務に役立つ
表計算ソフトの関数活用

16㈯

4
月

IT、IoTに関するご相談は
つやま産業支援センター

業務の効率化を目指して、事務処理に必要なデータ処理におけ
る表計算ソフトの関数の効果的な活用方法を習得する。

9：30～16：30

Excelステップアップミニ講座 求職中の方を優先に、自身のスキルアップや仕事の効率アップ
（IF関数編）
のためにExcelの便利な機能を学んでみましょう。

10：30～11：30

アルネ・津山4階
地域交流センター

③

アフターコロナに備え、コストをかけずに販売促進や情報発信の
レベルアップをしてみませんか？スマホやデジカメで撮影するコ
10：30～11：30
ツ、スマホアプリを使って撮影した写真の補正、チラシやメニュー、
SNS制作で使えるデザインの作り方を学びます。

アルネ・津山4階
地域交流センター

③

津山市役所
東庁舎

②

ポリテクセンター岡山

⑤

ポリテクセンター岡山

④

19㈫

商品撮影＋写真加工
＋デザインを
勉強してみませんか？

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

20㈬
21㈭

実践機械製図

機械設計/機械製図の現場力強化及び技能継承を目指して、技
能高度化、技能承継に向けた設計現場で求められる機械製図の
9：30～16：30
規格から製作図に関する総合的な知識、技能を実習を通して習
得する。

21㈭

品質管理基本

品質管理の考え方を理解し、QC7つ道具を使って課題への対処
ができる知識と技能を習得する。

お問い合わせ先

①レプタイル株式会社
③津山まちなかカレッジ
⑤ポリテクセンター岡山

℡ 0868-35-2405
℡ 0868-31-2232
℡ 086-246-2530

9：30～16：30

専門学校ビーマックス
④
生涯学習センター

②岡山県知財総合支援窓口 ℡ 086-286-9711
④ポリテクセンター岡山
℡ 086-241-0076

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

