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新年あけまして
おめでとうございます。
平成 年の新春を迎え、謹んで
お慶び申し上げます。
振り返りますと、昨年は、多く
の災害が全国で発生しました。
県内においても７月の豪雨災害で
尊い犠牲を払いました。被災地の
一日も早い復興を心から祈るばか
りであります。
一方、世界経済は、米中の貿易
戦争に巻き込まれ、各国が揺れ動
かされましたが、全体的には、当
初の予想を上回る安定した動きだ
ったのではないかと思います。
日本経済でも、ＴＰＰ の合意
や世界の貿易量の急速な回復など、
明るい話題も聞かれる中ではあり
ましたが、先行きの不透明感も大
きくなった、そのような気がいた
します。
とりわけ国内では、人手不足と
それによる賃上げ圧力が強まり、
また、多くの中小企業の経営者の
高齢化、人口減少による総需要の
減少など、経営者の悩みは尽きな
い、そのような一年であったので
はないかと思います。
県北地域の景気観測においても
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曇りのち時々晴れを繰り返す状況
でありました。
このように不確実で、変化のス
ピードが速い時代の中にあっては、
これまでの歴史に鑑みれば、我々、
民間企業の経営者の役割がますま
す重要になっていると言えるので
はないかと思います。
それぞれの経営者が、時代のパ
ラ ダ イ ム を し っ か り と 捉 え、
「企
業は何のために、誰のために存在
するのか」を考え、その中で具体
的にどのように行動すべきかが問
われている、そのように思うから
であります。
今年は、津山市政が誕生して、
周年を迎えます。これまでの幾
多におよぶ苦難な時代を我々の先
輩たちがどのようにして乗り越え
てきたのか、振り返る好機ではな
いかと考えます。
商工会議所の創設者であります
渋沢栄一翁は、著書の「論語とそ
ろばん」の中で、私益を求める者
は、公益に心を用いなければなら
ない、公益と私益は両立すると説
いております。
また、経営者は自ら率先してそ
うすべきであるとも主張されてお
ります。
地方創生で苦悩する県北地域の
ために、是非とも、渋沢栄一翁の
この理念を自らの経営にどう活か
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すのかを、あらためて考える機会
にしていただければ幸いでありま
す。
さて、こうした大きな時代の変
化の中で、新しい年を迎えるにあ
たり、津山商工会議所も取り組む
べき課題が山積しているところで
ありますが、その課題を考察すれ
ば、我々中小企業事業者が直面す
る人手不足や生産性向上などの課
題を解決することこそが、県北地
域の未来へ直結するものと確信す
るところであります。
そのために、津山商工会議所は、
本年も引き続き課題解決に向けて、
重点的に取り組みを進めてまいり
ます。
一点目は、地方創生の加速であ
ります。
県北経済の現状における不安定
の要因のひとつは、潜在成長力の
低下にあります。
潜在成長力を高めるために、引
き続き、生産性向上、働き方改革、
広域連携に取り組むとともに、会
員企業には、未来志向で積極的な
投資を呼びかけてまいります。
我々、中小企業事業者の生産性
向上なくしては、地域の成長はな
いという想いをもって、取組を進
めてまいります。
特に、キャッシュレスへの対応
やＩＣＴの導入など、小売業、サ
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ービス業の生産性向上に重点的に
取り組んでまいります。
働き方改革では、人手不足が深
刻化する中で、昨年、改正入管法
が成立し、今後、外国人労働者の
受入れが本格化してまいります。
県、市とも連携して、受入れの
ための支援体制の整備に取り組ん
でまいります。
広域連携では、地産地消のさら
なる推進により、エコノミックガ
ーデニングの形成、いわゆる地元
の企業を地元の皆様が支え、企業
は雇用を創り、外貨を稼ぎ、地域
の皆様へ配分する、所得の好循環
の仕組みを創りあげてまいります。
二点目は、事業承継への取り組
みであります。
全国の商工会議所が連携して国
に要望し、事業承継税制の優遇措
置が決定しました。中小企業の事
業承継は、個別企業の相続問題の
みならず、世代交代による中小企
業の活性化、生産性向上、地方創
生など、地域経済の将来の成長に
かかわる重要な問題です。
今後３年間で、団塊世代の多く
の経営者が 歳を迎えます。大事
業承継時代を迎える中で、国の施
策をフル活用し、事業承継を強力
に後押ししてまいります。
三点目は、観光産業の育成であ
ります。東京オリンピック・パラ

リンピックまで、１年６か月あま
りとなりました。
国の地方創生のための政策の柱
であります観光については、これ
までのしがらみを断ち、オール津
山で総力を結集して取り組む体制
に舵をきるべきであります。
観光は、第一次、第二次、第三
次産業が連携して、特産品を生み
出し、付加価値の高いサービスを
創り出さなければ成功しません。
加えて、昨年、２０２５年の大
阪・関西における国際博覧会も開
催が決定しましたので、ここから
は時間との戦いでもあります。
もう一度、原点に経ちかえり、
観光を農業、林業に続く、地域の
優位性を活かした産業に育成する
ため、津山商工会議所は全力で取
り組みを前に進めてまいります。
以上、年頭にあたり所信の一端
を述べてまいりました。
早いもので、私が会頭に就任し
て、４度目の元旦を皆様のご支援
により迎えることができました。
私が、会頭に就任した頃は、先
行き不透明で閉塞感が漂う状況で
ありましたが、この局面を打開す
るには、プロジェクト思考による
新しい経営と価値の創造こそが、
解決に結びつくとの想いを胸に、
この４年間、挑んでまいりました。
東京大学の宮田秀明名誉教授は、

著書の中で、すべての仕事はプロ
ジェクトであり、経営はプロジェ
クトマネジメントだと述べていま
す。そして、あらゆるものにライ
フサイクル（限界）がある以上、
イノベーションに挑戦しなければ
競争力は得られないし、衰退する
だけだと指摘されています。リス
クを承知で、価値の創造に挑む行
動力こそ、課題解決の原動力であ
り、成長力だと説いておられます。
津山商工会議所は、本年も直面
する課題に全力で挑んでまいりま
す。
さて、新しい年の今年は、天皇
陛下のご退位と新天皇陛下のご即
位により、５月１日に元号が変わ
る日本史上の歴史的な節目の年に
あたります。
また、津山商工会議所では、本
年、秋には 期の議員選挙が執行
され、新しい体制が誕生します。
この歴史的な佳節の年にあたり、
津山商工会議所は、引き続き、
「未
来を拓く商工会議所」をスローガ
ンに、役職議員一丸となって、青
年部、女性会ともしっかりと連携
し、県北地域の持続成長の実現に
向けて取り組んでまいります。
本年も多大なるご支援を賜りま
すようお願い申し上げる次第であ
ります。
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津山珠算選手権大会

日（日・祝）開催〕

回「津山珠算選手権大会」

月

23

第

結果報告〔

12

美作国商工団体連 絡 協 議 会

ＳＤＧｓをテーマに講 演 会 を 開 催

35

10

津山国際ホテルにて約 人の参加で「美作国商
工団体連絡協議会」が盛大に開催されました。役
員会に続いて、国連が掲げる持続可能な開発目標
（ＳＤＧｓ）の考えを学ぼうと岡山大学の狩野光
伸副理事による講演会を開催し「ＳＤＧｓとは伸
び続けるための目当て。地方創生の歯車を回すた
めに使うには、課題に対する新たなアイディアと
解決できる理由、それを支える体制があることが
重要になる」と指摘がありました。
続いて交流会では、美作国商工団体に加えて、
作州地域 市 町 村の首長・県議会議員が参加
され、真庭市の太田市長は「圏域でまとまる前に、
各地域が合併の効果を出していくことが大切」、
美作市の萩原市長は、「美作市はＩ、Ｕターンが
多 い が、 多 く の 人 が 仕 事 の 関 係 な ど で 津 山 市 に

議員・職員 永年勤続表彰
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行っている」と
意見を述べられ
ました。
その後、美作
国の産業界と行
政関係者が熱の
こもった意見交
換を行い、地方
創生と定住自立
圏構想の推進の
ために強い連携
を図ることを
誓って終了しま
した。

狩野講師による基調講演会
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常議員会・議員協議会開催
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月定例常議員会並びに平成
年度議員協議会が、津山国際ホテ
ルに於いて開催されました。
松田欣也会頭挨拶のあと、常議
員会の上程議案について審議され
全会一致で可決、引き続き平成
年度議員協議会が開催されました。議員協議会で
は、会の冒頭、議員及び職員の永年表彰を行い、次
に、協議案について審議され全て承認されました。
○常議員会審議事項
１）決議事項 会員加入承認
２）協議事項 美作国商工団体連絡協議会開催
３）報告事項
・ 日本商工会議所・当所の議員及び職員永年勤続表彰
・新年互礼会
・当月諸会議の開催、事業の概況、次月会議
○議員協議会審議事項
１）永年勤続表彰
２）部会、委員会に係る変更事項
３）上期委員会、部会報告
永年勤続表彰受賞者は左記のとおりです。
【議員】
◆日本商工会議所
勤続 年表彰
・妹尾 一義 様
・細場 俊幸 様
◆津山商工会議所
勤続 年表彰
・西本
薫 様
【職員】
◆ 日本商工会議所・津山商工会議所
勤続 年表彰
・山下 浩志 様
勤続 年表彰
・織田 直樹 様
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平成 年度時間外労働等改善助成金
（団体推進コース）
事業
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日商検定試験

経営支援Ｗｅｂアプリサービスのご案内

津山商工会議所

30

津山商工会議所では『平成 年度時間外労働等
改善助成金（団体推進コース）』の交付決定を受
けて、会員事業所だけが情報登録されるＷｅｂア
プリサービスを平成 年（２０１８年） 月末よ
り新たに始めております。
既にご入会いただいておられる会員事業所の基
本 情 報 は 当 所 事 務 局 に て 自 動 登 録 と な り ま す が、
詳細な各種検索項目につきましては、是非とも追
加登録のお申し込みをいただき、自社企業ＰＲや
取引拡大等につながるようご活用ください。
【 Ｗｉ - Ｆｉ等のインターネット接続環境が必要です 】

開始！

電話：０８６８‐２２‐３１４１

メリット

日商プログラミング検定試験

■試 験 日

業務推進班

試験種別（レベル）
、受験料

日商プログラミング検定試験は、昨今、小学校での必修化をはじめ大
きな注目を集めるプログラミング教育の一環として、ＩＴ人材の育成・
確保のみならず、中小企業のＩＴ化支援に資することを目的として創設
され、今月（２０１９年１月）より施行されます。
この検定試験は、学習の進捗度に応じて、初学者から段階的に学習・
受験できるよう４つのレベルで実施いたします。また、上位レベルの試
験においては、より実践的な内容とするよう、知識試験のみならず、課
題をプログラミングする実技試験も実施します。

概要

■津山商工会議所
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■試験会場

インターネットを介して試験の実施、採点、合否判定を
行うネット試験で施行する
津山商工会議所認定ネット検定施行機関
※お問合せください
試験会場が日時を決定
■試験方式

詳細
日商プログラミング検定試験

津山
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所報
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1 月〜 ２月
＜定例＞

●会議スケジュール

●検定情報

毎月第１月曜日

2/1

特許相談

常議員会

（要予約）

経営相談・登記相談・IT 相談
（要予約）

顧問・参与会議

第151回日商簿記検定試験
受付締切

毎月第１火曜日

2/12

1/25

第83回リテールマーケティング
（販売士）
検定試験

受付締切

毎月第１水曜日

労務相談

●無料専門家相談

1/16・17・29

（要予約）

第215回珠算・暗算能力検定試験
（要予約）

第125回段位認定試験

毎月第１金曜日

法律相談

消費税対策税務相談日

（要予約）

創業特化型相談日
（田中久展先生）

2/20
●よろず支援拠点

（要予約）

創業特化型相談日
（山元正揮先生）
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第83回リテールマーケティング
（販売士）
検定試験

施行

毎週月曜日・火曜日

13：00～20：00（要予約）
毎週木曜日

施行

（要予約）

（中国税理士会 津山支部）
毎週水曜日

2/10

中 小 企 業 診 断 士 小谷隆二氏 他

2/24

第151回日商簿記検定試験

施行
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