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はじめに

昨年度は、本市の企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）活用事業である『たま

の版地方創生人財育成プロジェクト』に、ご支援・ご協力を賜り誠にありがとうござ

いました。皆様にご支援いただき実施いたしました令和元年度の取組内容につきまし

てご報告いたします。

はじめに、『たまの版地方創生人財育成プロジェクト』の経緯・全体概要等をご紹

介させていただきます。

本市では、「ものづくり玉野」を支える人材不足に歯止めをかけるとともに、子ど

もたちの将来の選択肢や可能生を広げることを目的に、官民連携での検討を重ね、地

域再生計画『たまの版地方創生人財育成プロジェクト』を策定し、平成29年3月に

内閣府の認定を受けました。

本プロジェクトでは、多くの企業の皆様から多大なご支援をいただき、平成30年

4月には、本市の念願であった玉野商業高等学校に機械科を新設し、校名を改め、『市

立玉野商工高等学校』を誕生させることができました。また、産官学が連携した充実

したキャリア教育にも取り組んでいます。

本プロジェクトは、行政が単独で整備する場合、一般的に約４年の期間を要すると

言われている学科新設を構想からわずか２年で実現させた、産官学連携の好事例とし

て、国や県からも高く評価いただき、平成31年１月には、内閣府が創設した「地方

創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る大臣表彰」を受賞いたしました。

これからも、産官学で強力に連携して、若者が働きたくなる・住み続けたくなるま

ちづくりに取り組んでいきますので、引き続きご支援・ご協力のほどよろしくお願い

いたします。

おわりに、この度ご協力をいただきました皆様のますますのご活躍と感謝の意を表

します。誠にありがとうございました。

令和３年3月 玉野市長 黒田 晋
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「たまの版地方創生人財育成プロジェクト」

令和元年度 寄附企業一覧（敬称略・順不同）

両備ホールディングス株式会社

真田電気設備株式会社（株式会社トマト銀行）

日進測量株式会社

ご協力ありがとうございました。
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令和元年度 玉野市企業版ふるさと納税活用事業の概要

Ⅰ．機械科実習施設整備事業

・機械科実習施設整備への支援（実習施設機械設置費用）

Ⅱ．たまのっ子地域活躍支援事業

・地域資源を活かした教育活動の推進
・地元就職を目指す学生や地元企業の人材確保に対する支援
・英語教育の充実と学生による地域貢献活動の推進

令和元年度 事業費内訳

歳出 歳入

Ⅰ．機械科施設整備事業

地方創生応援税制の

適用のある寄附金

（企業版ふるさと納税 ３社）

950,000

機械科施設整備事業 8,447,328

Ⅱ．たまのっ子地域活躍支援事業

(１) グロスターホームステイ事業 1,850,540

(２) 地元就職促進事業 500,000

(３) 中小企業ステップアップ支援事業 506,000 一般財源 22,256,929

(４) 産業振興公社運営補助事業 700,000

その他特定財源 1,128,000

(５) 中小企業設備導入促進事業 6,000,000

(６) グローバル人材育成事業 5,119,512

(７) 中学校キャリア教育推進事業 211,549

(８) トップアスリート招聘事業 500,000

(９) トップアーティスト招聘事業 500,000

合計 24,334,929 合計 24,334,929

（単位：円）
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Ⅰ．機械科実習施設整備事業Ⅰ．機械科実習施設整備事業
【所 管 課】

玉野市立玉野商工高等学校

【事 業 費】

8,447,328円

【実施時期】

平成31年4月～令和元年4月

【事業概要】

玉野商工高校機械科の実習授業で使用する旋盤１０台の整備（借上）を行い、金属加工等の

基礎的技術の習得に向けた実践的機械学習を実施しました。

【参加人数】

機械科 生徒 65名（１年生 37名、2年生 28名）

【効 果】

授業や資格取得に向けた取り組みなど、より高度な技術を習得するために使用することがで

きたほか、機械科生徒が地域貢献活動などに取り組む基礎づくりができました。

さらに、行政、企業、中学校等に対し、実習場の視察や見学を実施し、機械科の特色ある教

育活動のPRを図りました。

【そ の 他】

地域の要望に応じて設置するベンチを製作しました（令和2年度から順次設置中）。
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Ⅱ．たまのっ子地域活躍支援事業Ⅱ．たまのっ子地域活躍支援事業

（１）グロスターホームステイ事業

【所 管 課】

秘書広報課

【事 業 費】

1,850,540円

【実施時期】

令和元年７月２4日～８月5日

【事業概要】

玉野市在住の中学２年生～高校２年生５名を、姉妹都市であるアメリカ・グロスター市へ派

遣し、１３日間のホームステイを行いました。

【参加人数】

5名

【効 果】

ホームステイを通して姉妹都市のつながりが強化できました。また、「英語をもっと勉強し

て、またホストファミリーやお世話になった皆さんに会いに行きたい」「学んだ英語を玉野市

でも生かして、訪れた外国の人々の手助けをしたい」などの参加者の感想があり、外国語学習

や国際交流に関する熱意の向上につなげることができました。

ホストファミリーとパーティー グロスター市長と記念撮影
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（２）地元就職促進事業

【所 管 課】

商工観光課

【事 業 費】

500,000円

【実施時期】

令和元年７月２3日

【事業概要】

玉野地区の産業・企業情報を紹介するイベント『マリン玉野産業フェア』を開催し、岡山県

内の高校生の玉野市内での就職を促進しました。

（内容）

①プレゼンテーション…学生や教員に対して企業情報や求人情報を紹介。（参加企業８社）

②企業ガイダンス…企業の人事担当者と学生が少人数グループ形式で対話。学生にとっては、

企業の情報を得られ、仕事内容だけでなく、社会人としての先輩の意見も

聞く機会となりました。（参加企業１8社）

③企業展示…パネルや写真、自社製品を展示し、企業の情報をPR。（参加企業13社）

④事業所見学…バスに分乗して実際に事業所を見学。（５コース／参加企業10社）

【参加人数】

・岡山県内の高校３年生 約160人

・市内企業19社

【効 果】

就職を希望する高校生に対し、市内の事業所の魅力をPRすることができました。

＜参加生徒、教員へのアンケートより＞

「事業所見学は実際の仕事現場を見ることができるので参考になる。」「企業ガイダンスで視

野に入れていなかった企業の説明を聞いて可能性が広がった。」「市外から来たが、玉野のこと

を知ることができてよかった。」等の意見があり、大変好評でした。
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（３）中小企業ステップアップ支援事業

【所 管 課】

商工観光課

【事 業 費】

506,000円

【実施時期】

平成３1年４月１日～令和2年３月３１日

【事業概要】

経営者の育成、営業力強化、新入社員研修の受講や開催、技能検定の受験などに必要な経費

の一部を助成することで、本市中小企業者の経営基盤の強化を支援しました。

○令和元年度に補助をした主な研修・人材育成事業

・研修種類：たまの未来塾（玉野商工会議所）

実践マネジメント講座

NC旋盤プログラミング技術等

・技能検定名：溶接技能者評価試験

【参加人数】

・合計件数 25件（30人）

うち研修受講 15件（17人）

うち技能検定 10件（13人）

【効 果】

研修や技能検定を受けることにより、市内中小企業の人材育成及び専門的な技術を持つ社員

が増加し、経営基盤の強化や産業の活性化につながった。
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（４）産業振興公社運営補助事業

【所 管 課】

商工観光課

【事 業 費】

700,000円

【実施時期】

①令和元年9月21日～令和元年12月7日（毎週土曜日の午前中、計10回）

②令和元年6月10日～令和元年6月12日

【事業概要】

◆職人塾溶接・鉄工分科会

①「トライアル研修・一般コース」

JIS 溶接技能者適格試験レベルの溶接技術の習得を目的とした技術指導の実施

◆職人塾機械加工分科会

②「トライアル研修・製図の基礎及び計測研修」

基本的な図面の見方、計測器の取扱技術の習得

【参加人数】

①中小企業従業員 9人（うち、1人は求職者）

②中小企業従業員 13人

【効 果】

・新規に就業する若者等へは、基礎的技術を学ばせ、中堅技術者は高度な技術を身につけ、

熟練技術者が保有する機械加工や溶接等の技術について体系化等を進め、習得基盤を整備

することで機械工業の振興を図った。

・若者に対し、技術や技能を伝承するとともに、製造業に対する関心を高め、定住促進を

図った。

【その他特記事項】

令和元年１２月１２日に実施された「溶接技能者適格試験」に、①の受講者１０人全員が挑

戦し合格するとともに、そのうち３名は専門級に合格しました。
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（５）中小企業設備導入促進事業

【所 管 課】

商工観光課

【事 業 費】

6,000,000円

【実施時期】

平成31年４月１日～令和2年３月３１日

【事業概要】

雇用の確保、又は新分野への進出に伴い、新しく生産設備の導入を予定される製造業を営む

中小企業者に補助金の交付しました。

【件 数】

◆交付 雇用拡充型 ２件（5,252,000円）

※新規常用雇用者の増加 計14人

新分野進出型 １件（748,000円）

【効 果】

製造業を営む市内中小企業者の雇用の確保及び経営基盤の強化、新分野進出促進の一助とな

りました。

【その他特記事項】

新設備を導入することで、これまで人的・設備的な能力不足により外注化している製品を内

製化でき、社内の付加価値向上に寄与しました。
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（６）グローバル人材育成事業

【所 管 課】

学校教育課

【事 業 費】

5,119,512円

【実施時期】

平成３1年４月～令和2年2月

【事業概要】

小学校１４校へ外国語指導助手（ＡＬＴ）を派遣し、児童がネイティブな英語に触れること

や、効果的な外国語活動や英語科の授業を行うことで、英語力の向上と国際理解教育の推進に

取り組みました。

【参加人数】

派遣外国語指導助手（ＡＬＴ） １名

【効 果】

ＡＬＴを派遣して小学校外国語活動や中学校英語科の授業を実践することで、効果的な授業

が実施で出来ました。

授業の様子
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（７）中学校キャリア教育推進事業

【所 管 課】

学校教育課

【事 業 費】

211,549円

【実施時期】

平成３1年４月～令和2年2月

【事業概要】

市内中学２年生に職場体験活動等を実施し、望ましい職業観や勤労観を育み、自分の将来に

夢を持ち、主体的な進路選択ができる力を育成しました。

【参加人数】

中学２年生 423名

【効 果】

中学生が自分の将来を主体的に考えるきっかけとなりました。また、学校と地域の事業所の

連携が進み、地域ぐるみの人材育成の機運が高まりました。

職場体験学習の様子
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（８）トップアスリート招聘事業

【所 管 課】

社会教育課

【事 業 費】

500,000円

【実施時期】

① 卓球教室：令和元年8月24日

② 少年野球教室：令和元年12月15日

【事業概要】

①岩崎 清信氏（平成11年度全日本卓球優勝）、矢島 淑雄氏（平成14年度全日本選手権ダ

ブルス準優勝）を講師として招き、玉野市内の小・中学生、高校生を対象とした卓球教室

を開催し、卓球技術、戦術の指導・講演を実施しました。

②八木 裕氏（阪神タイガース元2軍打撃コーチ）を講師として招き、少年野球教室を開催

し、ランニング、ストレッチ、キャッチボール、守備・打撃練習、フリーバッティングな

どを実施しました。

【参加人数】

①199名（小学生：17名、中学生：121名、高校生：40名、大学生以上：21名）

②160名（小学生：110名、中学生：15名、18～64歳：35名）

【効 果】

①卓球の技術や日頃の練習に取り組む姿勢、プレーに臨む心構え等の指導を通じて、技術力

の向上を図るとともに、将来トップレベルの卓球選手を目指す子ども達の育成につながり

ました。

②元プロ野球選手を講師として迎え、野球の技術指導を行うことで、ジュニア層の競技力向

上及び競技人口の拡大を図るとともに、将来プロ野球選手を目指す等のきっかけを得る機

会となりました。

①卓球教室 ②少年野球教室
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（９）トップアーティスト招聘事業

【所 管 課】

社会教育課

【事 業 費】

500,000円

【実施時期】

①スクールコンサート：令和元年11月 1日

②すごいぞ、オカリーナ！：令和2年2月14日

【事業概要】

①高橋 誠氏（バイオリニスト）等を講師として招き、スクールコンサートを開催。バイオ

リン、ピアノ、ベースの演奏を鑑賞するとともに、生徒によるバイオリン演奏体験や吹奏

楽部とのセッションを行いました。

②大沢 聡氏（オカリーナ奏者）等を講師として招き、「すごいぞ、オカリーナ！」と題し、

オカリーナ、ピアノの演奏を鑑賞するとともに、児童による演奏体験を行いました。

【参加人数】

①400名（全校生徒、教職員、保護者・地域住民）

②130名（全校児童、教職員、保護者・地域住民）

【効 果】

①一流の音楽家の演奏を聴くことで豊かな感性を養うとともに、芸術への造詣を深めること

で豊かな心の育成につながりました。また、楽器体験により音楽に興味を持つ生徒が増え

将来の人材育成にもつながりました。

②本物を生で聴くことで音楽芸術の素晴らしさに感動するだけでなく、高みを目指す人材育

成の一助となりました。また、オカリーナ奏者から直接学ぶことで楽器が単純なものでは

ないことを知り、あらゆる物事の多面性と可能性を学びました。

①スクールコンサート ②すごいぞ、オカリーナ！





【問合せ先】 玉野市 政策財政部 総合政策課
（企業版ふるさと納税担当）

〒706-8510 岡山県玉野市宇野 1-27-1

TEL 0863-32-5580

E-mail seisaku@city.tamano.lg.jp

市ホームページ 市公式フェイスブック

市公式ツイッター

市公式インスタグラム

市公式ユーチューブ

チャンネル


