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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紙
です。

津山まちなかカレッジからのお知らせ
つやま産業塾第26期 開講

コロナ禍により２年連続で開催できていなかったつやまエリアオ
ープンファクトリーを7月22日(金)、23日(土)に開催しました。
津山圏域（津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、美咲町、久米南町）
にある34社を会場に約1,000人が企業見学やものづくり体験、企業
見学バスツアーで企業の魅力にふれました。
参加企業からは「子どもだけでなく保護者にも自社を知っていた

だくいい機会になった」との感想を多くいただきました。
また、参加者からは「毎回参加していて３年ぶりに開催してくれ

て本当にうれしい。ものづくりが好きなので、また参加したい」な
どの声がありました。
来年度以降もつやまエリアオープンファクトリーの開催を企画し

ていきますので皆さま、是非、ご参加ください。
今回のオープンファクトリーの様子はつやま産業支援センターの

公式インスタグラムとフェイスブックで紹介していますので、ご覧
ください。

つやまビジネス通信
企業／経営者の役立ち情報

Topics

つやまエリアオープンファクトリー2022
新型コロナに負けず開催しました ! !

つやまエリアオープンファクトリー2022を開催しました

インスタグラム：https://www.instagram.com/tsuyamabiz/
フェイスブック ：https://www.facebook.com/tsuyamabiz/



社会人の基礎知識
「コスト感覚」「モノ・お金の流れ」が分かる

はじめての簿記（全６回）

岡山県美作高等学校連携講座

※詳細はホームページ に掲載予定

お問合せ
お申込み

受付開始 ： 8/17（水）10時

9/12（月）～10/3（月）

18：00～20：00

7月27日(水)、28日(木)、29日(金)の3日間、岡山
県立津山工業高等学校を会場におとなの夏期講習会
『短期集中！Jw-cad入門講座』を実施しました。
同校の秋庭教諭（建築科）と難波教諭（ロボット

電気科）を講師にお招きし、同校の生徒もボランテ
ィアとしてお手伝いいただきました。
建築や機械図面の内容を理解しながら、Jw-cad 

の基本操作を学んだ後、簡単な図面の作製を行いま
した。
参加者からは「３日間の講座だったが簡単な作図

は出来るようになりました」「講師の方は現役の教
師であり非常に丁寧で分かりやすく伝えてくれまし
た」「工業の生徒さんのフォローもとても助かりま
した」などの感想をいただきました。

アルネ・津山４階 地域交流センター会 場

受講料 5，000円（テキスト代含む）

定 員 18名
講 師 学校法人美作学園 岡山県美作高等学校

ITスペシャリストコース 松田 茂正 先生

回数 日にち 曜日 カリキュラム

１ 9/12 月 簿記の基礎・仕訳

２ 9/15 木 現預金・手形・債務

３ 9/22 木 貸付金・借入金・取引

４ 9/26 月 固定資産・税・資本金

５ 9/29 木 帳簿・試算表

６ 10/3 月 伝票と仕訳日計表

津山まちなかカレッジ事務局（平日10：00～17：00）

TEL：0868-31-2232 FAX：0868-31-2252 e-mail：info@machikare.jp

「日商簿記初級」の資格取得も目指せます！

資格
チャレンジ
Challenge

Jw-cad入門講座を開催しました
津山まちなかカレッジ

津山工業高等学校

10/1（土）

10：30～15：30

津山まちなかカレッジ ５周年記念イベント 開催決定！

Smile Woman Lab vol.5



今年もつやま産業塾「経営能力開発講座」が受講生20
名を迎え、開講しました。
魅力的な講師陣の皆様と、複雑性・曖昧性を増す社会

の中で、どう生きるか、どう動くかを自らに問いを立て
ながら学んでまいります。
第１回目は、講座のオリエンテーションとして、則次

塾長による挨拶のほか塾生同士の自己紹介などを行いま
した。
第2回目は、PORT ART & DESIGN TSUYAMAを会場

に「ビジネスパーソンのための哲学入門」と題し、哲学
家の森内勇貴氏による講義を受けました。
異業種の方々が集まるフラットな学びの場「つやま産

業塾」を今年度もサポートしてまいります。

Challenge

つやま産業塾 塾長
則次 俊郎 氏

コーディネーター
ちょっと知って

欲しんや

今日から始めるＤＸ Vol.4

～ＤＸことはじめ ③～

カイシャの数字を良くできる ! ?

小林しんやの

第1回 講義 第2回 講義

つやま産業塾「経営能力開発講座」第２６期開講

今回はDXの「手段の目的化のワナ」について考

えます。

▶手段の目的化のワナにハマっていないか？

例として顧客満足向上のため、『AIを使った宅配

便の到着予定時刻お知らせサービス』を開発し自社

で運用するケースを考えてみます。運用のためには

自社の車両にGPSセンサー(IoT)を取り付け、車両

の位置情報を取得することとなります。

今回の例でハマりがちなのは、事象の可視化に捕

われ「顧客満足向上のためにAI・IoTを導入する」

つもりが、「IoTの導入により従業員を監視する」

ことに目的がシフトしまいがちな点です。

実現したい世界は「到着予定時刻を知らせること

により使い勝手の良いサービスへ育て、結果リピー

ターを増やし利益向上する」のはずが、 「サボっ

ている従業員を動かし利益向上する」となってしま

手段の目的化とは、『もともと、ある目的を実現
するために手段を選択したはずなのに、その手段
を実行すること自体が目的化してしまうこと』(ｸﾞ
ﾛｰﾋﾞｽﾞ経営大学院)

【サイバー攻撃の未然防止情報】
岡山県警 公安課 サイバー攻撃対策係では、県内企業様をご訪問
して①システム担当者向けの机上訓練、②職員向け標的型メール
送信訓練、③セキュリティ意識向上セミナーを行っております。詳
細は別添のちらし、又は岡山県警 公安課 サイバー攻撃対策係
電話 086-234-0110 【内線5576】 までお問合せ下さい。

います。利益向上が達成できれば、結果オーライ

のように感じるかもしれませんが、次のことにも

注意が必要です。

▶従業員の不満につながっていないか？

目的化されたＤＸは、従業員が監視されている

と感じ、離職者が出ることにもつながりかねませ

ん。そうならないようＤＸ推進と併せて、①社内

情報の見える化 及び②社内制度の整備 にも取り

組み、従業員の心理的安心感に配慮することも重

要です。

①の例：売上高、利益額、お役立ち情報など

②の例：従業員評価制度、評価に基づく報酬など



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

日 付 イ ベ ン ト 名 概 要 時 間 会 場 問

8

月

20㈯
Excelステップアップミニ講座

【グラフ編】
知っておくと業務の効率化につながる便利な関数を学びます。 10：30～12：00

アルネ・津山4階
地域交流センター

①

20㈯
27㈯
9/3㈯

実践建築設計
２次元CAD技術

【全３回】

Jw-cadを利用し一般住宅の平面図、及び立面図の描画技術を習
得します。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ②

23㈫
アンガーマネジメント

怒りのコントロール術！

怒りの上手な扱い方を身に付ければ、自身がストレスを溜め込ま
ず、不必要な衝突が激減します。気持ちや考え方が伝わるコミュ
ニケーションスキルを習得し、職場で良好な人間関係を築く事で生
産性を上げていきましょう。

9：30～16：15 オンライン ③

23㈫
Word活用術

差し込み印刷&
Excelとの連携ワザ

Wordの「差し込み印刷」機能を使うと、Wordの文書とExcelの顧客
一覧を１つ作るだけ。文書だけでなく、宛名ラベルも簡単に作成で
きます。

14：00～16：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

23㈫
24㈬

金型の補修溶接技術
＜各種補修溶接・溶射＞

【全２回】

技能高度化に向けた各種補修溶接法、溶射法による肉盛溶接実
習を通して、適正な補修溶接に関する技能と実際に起こりうる品
質上の問題点の把握及び解決手法を習得する。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ②

24㈬ 生産現場の問題解決
生産管理を理解し、生産現場の問題を発見、解決出来る知識、技
能を習得する。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ④

24㈬
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

⑤

25㈭
中小企業に求められる

「デジタル人材の
基本スキル講座」

現代社会において、企業のデジタル化は不可欠です。その正しい
意味や必要性を理解し、適切にデジタル化を学んで頂きます。

13：30～16：30 オンライン ③

29㈪
接遇マナートレーニング
「第一印象の重要性」

「顧客満足」

この研修では、「おもてなし」の心を持ち、ワンランクアップの接遇
を身につけて頂きます。

13：30～16：30 オンライン ③

9

月

6㈫ 職場安全衛生 基本編！
安全衛生の基本を習得し、職場・ものづくり現場で実践が可能な２
つの演習を通し、自分自身のスキル・能力を更に高めます。

13：30～16：30 オンライン ③

9㈮
生産性が上がる
時間活用術！

１人当たりの生産性向上や残業時間の削減は事業を運営する上
で外せない課題です。本研修では仕事の優先順位の考え方を
ベースに、いかに時間を無駄なく使うか、その手法や考え方を学
びます。

9：30～16：15 オンライン ③

12㈪
原価の仕組みと
業務への活用法

原価は経理部門だけでなく営業・製造・技術・購買など全社員が
意識を持つことが企業発展には欠かせません。本研修では仕事
への活かし方、計算方法、コストダウンを通して原価について学び
ます。

9：30～16：15 オンライン ③

12㈪
～

10/3㈪

はじめての簿記
【全６回】

社会人の基礎知識として、コスト感覚、モノやお金の流れを知るこ
とが出来る簿記。普段の業務でも活用することが出来、また、この
機会に日商簿記初級の資格を目指せます。

18：00～20：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

15㈭
業務に役立つ

表計算ソフトの関数活用
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 ポリテクセンター岡山 ④

17㈯
Excelステップアップミニ講座

【マクロ編】
知っておくと業務の効率化につながる便利な関数を学びます。 10：30～12：00

アルネ・津山4階
地域交流センター

①

８～９月

①津山まちなかカレッジ事務局 ℡ 0868-31-2232 ②ポリテクセンター岡山 ℡ 086-246-2530
③テクノサポート岡山 ℡ 086-286-9661 ④ポリテクセンター岡山 ℡ 086-241-0076
⑤岡山県知財総合支援窓口 ℡ 086-286-9711

●お問い合わせ先（予約）
岡山県よろず支援拠点
℡ 086-206-2180

会場：津山商工会議所
津山商工会館３階

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能）

●お問い合わせ先（予約）
岡山県知財総合支援窓口
℡ 086-286-9711

毎月第４水曜日 10:00～15:00
（オンライン相談対応可能）

会場：つやま産業支援センター
津山市役所東庁舎

お問い合わせ先


