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事業継続計画（以下ＢＣＰ）策定支援事業のキックオフとなる第１回
を１２月２日(金)、津山市役所東庁舎で開催し、株式会社マルイ、株式会
社光岡製作所に参加していただきました。

今回は、ＢＣＰの策定に向けた導入及び実践について、専門家である
三井住友海上グループのＭＳ＆ＡＤインターリスク総研の担当者からレ
クチャーを受けました。また、策定に向けたワークショップでは、自然
災害の発災を想定し、いかに社員の生命や身体、財産を守り、事業を迅
速に復旧できるか真剣に取り組みました。

今後、株式会社マルイ、株式会社光岡製作所では同社のフォローを受
けながら、来年２月末まで全３回のＢＣＰを策定（見直し）を行う予定
です。「災害が発生しない」という根拠はありません。今後、企業にと
って当然となる前に、貴社もBCP策定していきませんか？BCP策定に関
心がございましたら、当センターへお気軽にご相談ください。

～いつ起こるかわからない自然災害に備えて～

Ｂ Ｃ Ｐ 策定支援事業《第１回》を開催しました



お問合せ・お申込み

津山まちなかカレッジ事務局

TEL：0868-31-2232 FAX：0868-31-2252

未来を任せられる人材育成のための中堅社員研修＆交流会

津山まちなかカレッジでは、中堅社員コーチング研修を行います。
今回は２部制になっており、１部では１on１ミーティング、性格タイプ別による人との関わり方、苦手な人

との付き合い方、リーダーのあり方などを学びます。また２部では名刺交換会のあとに交流会を行い、同世代
の新たなネットワークづくりをして頂きます。社員を育ててチーム力を高めましょう！

会 場

定 員

アルネ・津山３階 COTOYADO

講 師

３０名

キャリアコンサルタント 浜野 法美氏

日 程 令和５年１月２４日(火) １３：３０～１７：００

受講料 ３，０００円

株式会社浜野製作所
代表取締役CEO

浜野 慶一氏

1962年東京都生まれ。
84年東海大学政治経済学部卒業後、
板橋区の精密板金加工メーカーに就
職。93年浜野製作所創業者である父
の死去に伴い同社社長に就任。「お
客さま、スタッフ、地域」への感謝
・還元を経営理念としている。 産学
官連携として電気自動車「HOKUSAI
」、深海探査艇「江戸っ子一号」、
異業種連携としてアウトオブキッザ
ニアによる工作教室、ベンチャー企
業を支援する「Garage Sumida」な
ど、多数のプロジェクト事業に取り
組む。「魔改造の夜（NHK）」など
メディア出演多数。

今回の市民公開講座は『これからも挑戦し

続ける町工場』をテーマに、東京墨田区にあ

る株式会社浜野製作所 代表取締役CEO 浜野

慶一氏をお招きし、これからのものづくり企

業の可能性について、プロジェクトや取り組

み事例を交えながらお話しいただきます。

同社は「おもてなしの心」を経営理念とし

設計・開発や金属加工の技術を組み合わせ、

幅広い対応力で様々な業界業種のものづくり

の課題をサポートしている企業です。是非ご

参加ください。

【講師ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ】

【日時】 令和5年

1月28日（土）14：00～16：00
【場所】 津山鶴山ホテル２F 津山市東新町114-4

【講師】 株式会社浜野製作所 代表取締役CEO 浜野 慶一 氏

【定員】 １００名(先着順） 【料金】 無 料

【申込】 つやま産業支援センターor津山まちなかカレッジHP

にある申込専用フォーム、またはQRより申込み。

【事務局】津山市人づくり事業運営委員会

☎：0868-24-0740 FAX：0868-24-0881

（受賞等実績）
2018年 「第7回ものづくり日本大賞

（経済産業大臣賞）」受賞 ほか多数

申込
フォーム

魔改造の夜
HP（NHK）



時代劇大好き いっぴつけいじょうつかまつりそうろう

ものづくりコーディネーターの 「一筆啓上仕り候」
※「一筆啓上仕り候」とは現代語で「簡単に申し上げます」という意味。

荒砂 三喜男CD

11月1日(火)から2日(水)まで、コンベックス岡山にて開催された
中四国最大級の展示会『OTEX2022』に津山ステンレス・メタルク
ラスターから会員企業6社が出展し、各社が持つ高い技術や強みを
来場者にPRいたしました。

両日ともに多くの方に来場いただき、経営者・担当者から製品な
どを使った説明を真剣に聞いていました。

また、たくさんの高校生や高専生、大学生も岡山県の精鋭企業と
出会う貴重な場ということもあり、積極的にブースに足を運ぶなど
様々な面で実りある展示会となりました。なお、今回も展示会と併
せてオンライン展を開催しています。 是非アクセスしてみてくだ
さい。（オンライン展：12月31日(土)まで）

【OTEX2022オンライン展へはこちらから】

次号では電気料金今後の見通しと対応策について
一筆啓上仕ります。

減る儲け 故はお前か 電気代今月の一筆啓上
ゆえ

自作川柳(お粗末)

前号まで、原材料価格高騰の原因と企業の価格転嫁の現状について述べました。今号は中小企業の利益を
圧迫する電気料金の高騰問題について解説します。

▼なぜ電気料金はこんなに上がっているのか?
値上がりの原因は、主に下記の3つが原因と言われて
います。
①天然ガス(LNG)と石炭の価格高騰
②国内の電力供給力不足
③再エネ賦課金 の値上げ
①～③それぞれの原因の背景メカニズムを右の図に
まとめてみました。

▼電気料金はどのくらい上がっているのか?
低圧(低圧電力)と高圧電気料金の推移を「2020年7月～2021年6月」と「2021年7月～2022年6月」の2年間
で比較したグラフを下に示します。 ※低圧(低圧電力)は業務用機器向け電力プラン

低圧電気料金の推移

①低圧(低圧電力)の電気料金
2021年9月以降 前年比で1割～2割の値上がり

②高圧の電気料金
2022年2月以降 前年比で3割以上の値上がり

▼「新電力会社」は事業撤退や倒産が相次ぐ
近年の電気の市場価格高騰から、「新電力会社」も運

営が厳しくなっており、2021年4月には706社あった新電
力会社のうち、2022年6月8日時点でその約15%にあたる
104社が契約停止や撤退をしています。傾向として自社
で発電所を持たずに、市場の余った電力などを調達して
いる企業が多いようです。

高圧電気料金の推移

2022に出展!!

https://www.optic.or.jp/otex/
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日 付 イ ベ ン ト 名 概 要 時 間 会 場 問

12
月

26㈪
～

28㈬
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めざして、
技能高度化、技能継承に向けた設計現場で求められる機械製
図の規格から製作図に関する総合的な知識、技能を実習を通
して習得します。

9：30～16：30
ポリテク

センター岡山
①

1
月

13㈮
はじめてのパソコンで

ZOOM体験講座

コロナ禍で一気に活用が増えたビデオ会議システム
「ZOOM」。ミーティング機能の操作方法のほか、ホスト権
限の画面共有を行うことで自分で発信が出来るようになりま
す。

13:30～15：30
アルネ・津山4階

津山地域交流
センター

②

17㈫ Excel関数応用
簡単な関数は知っているけど、もっと便利な関数を学びたい。
そういう方を対象に役立つ関数をまとめた講座です。

13:30～16：30
アルネ・津山4階

津山地域交流
センター

②

17㈫
営業コミュニケーションの

質を上げる

コロナ禍で制限がある中、短い面談時間で顧客のニーズを見
出す、メールなどで顧客の情報を得る重要性が高まりました。
今回は営業の質を高めるポイントを学びます。

13：30～16：30 オンライン ③

18㈬ RPA導入支援セミナー
RPAの活用方法を学び、業務効率向上や人手不足解消、さら
に働き方改革の実現、DX化の推進を目指しましょう。RPAの
概要や導入事例・ポイントをご紹介します。

14：00～16：00
アルネ・津山4階

津山地域交流
センター

②

20㈮
製造業における

データ利活用の実際

このセミナーでは基調講演、具体的なデータの利活用事例紹
介、ITツールを通してデータをどう取得し課題解決につなげ
るのかをご紹介します。

14：00～17：00
津山圏域雇用
労働センター

オンライン併用
④

20㈮
Excel自動化入門
（マクロ＆VBA）

日々の単純業務をExcelを活用して自動化しませんか？Excel
のマクロ機能やプログラミング言語「VBA」の初歩を習得し、
業務効率化の第一歩を踏み出しましょう。

13：00～17：00 オンライン ③

21㈯
女性のための

未来予想図のつくり方

女性に起きる様々な転機。ずっと心の奥底に封印してしまっ
ている自分が大事にしたいものは何？見つけるヒントを分か
りやすく解説します。

10：30～12：00
アルネ・津山4階

津山地域交流
センター

②

23㈪
今さら聞けない会社の仕組み

とSDGｓ
～魅力ある会社づくりに～

この講座では会社の仕組みや資本市場の仕組みをしっかり理
解した上で、SDGｓについて、魅力ある会社作りについて学
びます。

9：30～16:15 オンライン ③

24㈫
中堅社員研修

＆交流会

テーマは未来を任せられる人財育成のために、社員を育て、
チーム力を高める。１部ではコーチング研修、２部では名刺
交換・交流会を行います。

13:30～17:00
アルネ・津山3階

COTOYADO
②

25㈬
業務改善 X RPA入門研修

１日コース
この講座では、定型業務を自動化するためのRPAの扱い方の
基礎、また業務改善のノウハウも併せて学びます。

9：30～16:15 オンライン ③

25㈬
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

26㈭
異業種連携プラットフォーム

ビジネスマッチング

このビジネスマッチングでは、地域企業が持つ技術やアイ
ディア等の強みを組み合わせ革新性のある製品・サービスを
生み出すイベントです。

16：00～19：00

グリーンヒルズ
津山

リージョン
センター

④

28㈯
津山市人づくり事業

市民公開講座

テーマは「これからも挑戦し続ける町工場」。東京墨田区に
ある、浜野製作所の代表取締役浜野氏をお招きし、産学官連
携事業や地域連携事業の参加について、また新たな先端都市
型のものづくりの可能性を事例を交えながらお話いただきま
す。

14：00～16：00
津山鶴山ホテル

２F 鶴の間
④

令和5年
3/24㈮

～
12/1㈮

OKAYAMA INNOVATION 
SCHOOL

第７期生募集中【全17回】

岡山、備後の地から次世代を担う実業家を発掘、育成するた
めのスクール。起業を検討している方や現役の経営者を対象
に、豪華講師陣からビジネス理論、事業創造に必要なスキル、
経営者としての考え方や心構えを学ぶことができます。

18:00 ～ 20:30
ちゅうぎん
駅前ビル

4階会議室 他
⑥

12～1月

①ポリテクセンター岡山 ℡ 086-246-2530 ②津山まちなかカレッジ事務局 ℡ 0868-31-2232
③テクノサポート岡山 ℡ 086-286-9661 ④つやま産業支援センター ℡ 0868-24-0740
⑤岡山県知財総合支援窓口 ℡ 086-286-9711 ⑥岡山ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事務局 ℡ 086-803-8106

●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
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