
院庄林業㈱の小型無人機ドローンを使った立ち木の計測
システムが「ウッドデザイン賞２０１７」の優秀賞を受賞
しました。

同システムは、対象となる土地を写真や動画で空撮し、
３Ｄ化。通常の測量に比べ作業時間が短くなる等の利点が
ある。同賞の上位賞の受賞は、岡山県内では院庄林業のみ。

また、㈱イマガワの「きこり通気口」が昨年の住宅用扉
２製品に続き、入賞しました。

3. つやまロボコン国際大会 開催

4. 岡山県中小企業ものづくり関連支援制度説明会 など

2. 改善活動発表大会 開催

201８年1月

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。

5. 役に立つイベントのご案内（１～２月分）

1. 地域未来牽引企業に津山市内の７社が選定

謹賀新年
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

本年も職員一同、企業の皆様の一層の支援を心がける所存で
ございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、
お願い申し上げます。

皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

平成３０年１月
つやま産業支援センター 職員一同

院庄林業がウッドデザイン賞で優秀賞
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経済産業省により、地域経済牽引事業の担い手の
候補となる地域の中核企業として「地域未来牽引企
業」を全国で２，１４８社（岡山県内４５社）が選
定されました。

今回選定された「地域未来牽引企業」は、地域の
特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業
者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地
域の経済成長を力強く牽引する事業を更に積極的に
展開されること、または、今後取り組まれることが
期待されています。

津山市内では、７社が選定されました。また、こ
の他に、当センター賛助会員からは５社が選定され
ています。

IKOMAロボテック株式会社
院庄林業株式会社
オーエヌ工業株式会社
加茂繊維株式会社
共和機械株式会社
日本植生株式会社
株式会社本山合金製作所

株式会社英田エンジニアリング（美作市）
池田精工株式会社（鏡野町）
銘建工業株式会社（真庭市）
モリマシナリー株式会社（赤磐市）
ライト電業株式会社（岡山市）

市内企業７社（５０音順）

市外企業のうちセンター賛助会員５社（５０音順）

地域未来牽引企業に津山市内の７社が選定されました！

１２月１０日に、津山圏域改善活動委員会が主催の「第２０回
改善活動発表大会」が開催されました。

同大会は、QCサークル活動など企業内での改善活動の普及浸透

を推進する取組の一つとして、毎年開催されています。今回は、
同委員会参加企業４社と招待発表１社による事例発表、パート主
婦から年商１０億円のカリスマ所長となった三浦由紀江氏による
記念講演が行われました。

１２月１７日、津山総合体育館で「第２２回つやまロ
ボットコンテスト国際大会 決めろシュート!!アイスホッ
ケーロボコン!! 」が行われました。

同大会は、津山市などでつくるザ・チャレンジ実行委員
会などが主催し、小中学生の部・高校一般の部の２部門に
計４２チームが参加。また、今回は津山高専等と交流のあ
る海外校とによる合同チームも参加し、国際大会として開
催されました。なお、各部門の優勝チームは高校一般の部
「RoboconHouse」、小中学生の部「マキリン」でした。

つやまロボコン国際大会 開催

岡山県中小企業ものづくり関連支援制度説明会
中国経済産業局、岡山県産業振興財団を始め、県内各支援機関、

大学等による 主にＨ３０年度の支援制度の説明会です。併せて支
援機関への個別相談も実施します。

補助金活用や産学官連携、支援機関の制度活用等をお考えの事
業者様はぜひご参加ください。

日 時

平成３０年2月21日(水)
13：00

▼

17：00

場 所 津山総合福祉会館 ３階 中会議室
（津山市山北５２０）

(岡山会場) 平成３０年２月１６日（金）１３時～
テクノサポート岡山（岡山市北区賀5301）



津山市人づくり事業 津山まちなかカレッジ連携事業

徳島市内から車で 50分、人口5,500人、高齢化率46％

子どもたちは中学卒業後、進学のため徳島市へ転出。
【山間部・過疎・少子・高齢化】3拍子揃った神山町
になぜヒト・企業が移り増えているのか？

その仕掛け人が神山町に拠点を置くＮＰＯ法人グ
リーンバレー。「神山モデル」と呼ばれるムーブメン
トを創り出した大南信也氏をお招きし、具体的な事例
について詳しくお話頂きます。

つやま産業塾 市民公開講座

人口5,500人の町が
“世界の神山”
になった理由

日時

平成３０年1月20日(土)
13：30

▼
15：30

場所 津山国際ホテル2F 桜華の間
（津山市山下９８－１）

講師 NPO法人グリーンバレー
理事長 大南 信也 氏

津山市人づくり事業運営委員会事務局 TEL：0868 -24-0740 FAX：0868 -24-0881

㈱アイダメカシステム
池田精工㈱
ＩＫＯＭＡロボテック㈱
㈱エステック
㈱賀陽技研
サムテック・イノベーションズ(株)

おかやまテクノロジー展２０１８に出展します！

１月１７日から１８日の２日間、コンベックス岡山で開催さ
れる「おかやまテクノロジー展２０１８（ＯＴＥＸ）」に津山
ステンレス・メタルクラスターが共同出展します。

これは、岡山県内の最新技術や製品が一堂に会する中四国最
大規模のものづくり展示商談会です。今回で３回目を迎え、過
去最多となる１７２社（２８３小間）が出展します。

津山ステンレス・メタルクラスターからは、次の１１社（１
４小間）が出展します（５０音順）。

また、岡山県経営革新アワード授賞式、受賞企業事例発表、
経営革新セミナー基調講演（１７日）のほか、ミクロものづく
り岡山作品コンテスト（１７～１８日）、ＮＥＷＯＲＫ ＥＸ
ＰＯ ＯＫＡＹＡＭＡ～ビジネスプランコンテストおかやま２
０１７～（１８日）も開催されますので、ぜひお越しください。

㈱山陽アルミ
㈱新興製作所
ツチダ産業㈱
㈱パドック
㈱本山合金製作所

（クラスター事務局）

受講料：無料



発行：

日 付 イ ベ ン ト 名 概 要 時 間 会 場 ※

1月

17
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

①

17,18 機械設計技術者の為の溶接技術
製造現場における機械設計業務の効率化・最適化をめざして、
設計要求の曖昧さを排除した図面や安全性を考慮した図面を
作成するための溶接技術を習得します。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
②

17,18 おかやまテクノロジー展2018 OTEX
中四国最大規模の岡山の技を魅せる展示商談会。機械系も
のづくりをしている岡山県内の事業所172社が集結。是非ご参
加ください。

10：00～17：00
コンベックス

岡山
③

17,31
2/14

第2回経営者のための
採用戦略セミナー【全3回】

人材採用などの悩みを抱えている中小企業の経営者、人事
の方のお悩みにお答えします。プロセスの再確認を目的とし、
選び選ばれる関係構築について理解をしていきます。

13：00～16：00
津山圏域

雇用労働センター
④

19,20 ３Ｄプリンター講座【全2回】
新世代3DCAD「Autodesk Fusion360」を学習し、さらに3Dプリ
ンターの操作方法を学びます。

16：00～19：00
9：00～16：00

津山工業
高等専門学校

⑤

20
つやま産業塾 市民公開講座

人口5,500人の町が
"世界の神山"になった理由

山間部、過疎地、少子化、高齢化3拍子揃った神山町になぜ
ヒト・企業が移り増えているのか？「神山モデル」というムーブ
メントの仕掛人、大南信也氏をお招きし様々な事例をお話い
ただきます。今後の津山のまちづくりについて考えてみません
か。

13：30～15：30 津山国際ホテル ⑥

23 第1回津山地域創業者交流会

津山地域で創業予定の方や創業5年以内の方を対象に、今
後の事業に役立つ金融機関や行政などの支援メニューのご
紹介や仲間づくりを目的に開催いたします。是非、ご参加くだ
さい。

15：00～17：00
津山市役所

東庁舎
⑥

25
おかやま新商品フェスタ

2018WINTER 販路開拓商談会

新商品を有しながら販路開拓が課題である県内中小企業様
を対象に新たな販路の開拓を目的として、ビジネスパートナ―
との出会いの場、商談の場となる販路開拓商談会を開催しま
す。

13：00～17：00
岡山ロイヤル

ホテル
⑦

26 地域・企業の魅力 発信セミナー

榎田竜路氏が監修した動画の制作過程を事例として、地域や
企業の価値への「気付き」を「資産」に進化させる活動のエッセ
ンスについて、お話いただきます。

13：00～15：00
津山圏域

雇用労働センター
④

2月

7
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

①

14,21
製造現場における効果的な部下の

指導・育成の仕方【全2回】

製造現場における作業の指示や後進育成といった技能の継
承をめざして、現場従事者の現状把握に必要な知識や手法、
具体的な指導技術を習得します。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
②

21
岡山県中小企業ものづくり関連

支援制度説明会

中小企業者等が行う新技術・新商品の研究開発を対象とした
補助金などの支援制度説明会を開催いたします。

13：00～17：15
津山市総合

福祉会館
⑧

21
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

①

各講座のお問合せ先： ①岡山県知財総合支援窓口 ℡086-286-9771 ②ポリテクセンター岡山 ℡086-246-2530

③岡山県産業振興財団 ℡086-286-9670 ④津山市地域雇用創造協議会 ℡0868-24-3633
⑤津山工業高等専門学校 ℡0868-24-8333 ⑥つやま産業支援センター ℡0868-24-0740

⑦岡山県産業振興財団 ℡086-286-9677 ⑧岡山県産業振興財団 ℡086-286-9651

つやま産業支援センター 事務局 （津山市 産業経済部 みらい産業課内）

〒708-0004 津山市山北663 津山市役所東庁舎１階 ℡ 0868-24-0740 E-mail：info@tsuyama-biz.jp

お問合せ・相談お申し込み先
岡山県よろず支援拠点
電話 086-286-9667

津山商工会議所よろず支援拠点のご案内

月曜日 １３：００～２０：００
水曜日 ９：００～１７：００


