
3. メタル交流会 オープンセミナーを開催 

4. おかやまテクノロジー展２０１８に出展 など 

2. 津山地域創業者交流会を開催 

201８年２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（２～３月分） 

1. 津山の建材を使用した公民館 完成   

山陽新聞 Ｈ30.2.1 

津山の建材を使用した広野公民館が完成 

岡山県中小企業ものづくり関連支援制度説明会 
 中国経済産業局や岡山県産業振興財団を始め、県内各支援機関や
大学等による 主にＨ３０年度の支援制度の説明会を開催いたします。
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
者様は是非、ご参加ください。 

日 時 

平成３０年 2月21日(水) 
13：00 

▼ 

17：15 

場 所 津山市総合福祉会館 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（岡山市北区芳賀5301） 

 津山市が建設を進めていた広野公民館（田
熊）が完成し、 １月２８日に落成式が行われ
ました。 

 この公民館の会議室には、当センターが製
品開発を支援した、(有)松永建材店の内壁材
「壁はりエコパネル」と院庄林業(株)とＥＩＦ
西日本(株)が共同開発した床材「ひのきの断熱
フローリング」が使用されています。 

 「壁はりエコパネル」は、既存の壁を解体
することなく、貼るだけで施工可能な断熱パ
ネルで、表面仕上げは壁紙だけでなく、様々
な素材を用いることが可能です。 

 また、「ひのきの断熱フローリング」は、
ヒノキから出来た断熱材を使用し、表面にも
ヒノキを使用しています。こちらも既存の床
面にそのまま施工することができます。 

 どちらも解体工事をしなくても簡単にリ 

フォームが可能な製品となっており、これからのリフォーム需要に対応した製品となっています。 

 今後、広野公民館でのシミュレーションや断熱性能などの検証を行っていきます。 



  １月２３日、創業して間もない起業家らを対象に「第1回津山地域創
業者交流会」を開催しました。創業５年以内の起業家、今後起業を検討
している方や支援機関などで計２６名の参加がありました。自身の事業
紹介や支援機関である津山商工会議所、作州津山商工会による取り組み、
また当センターの支援メニューを紹介しました。 

津山地域創業者交流会を開催 

 １月３０日に、メタル交流会オープンセミナーを開催しまし
た。 

 「ＴＰＭ概論と自主保全」と題して(株)日本能率協会コンサル
ティングから日野 雅夫氏をお招きし、ご講演いただきました。 

おかやまテクノロジー展２０１８に出展 
 １月１７日から１８日までの２日間、コンベックス岡山で開
催された「おかやまテクノロジー展（ＯＴＥＸ）２０１８」に
津山ステンレス・メタルクラスターが共同出展しました。 

 今回は、前回を大きく上回る9,100名もの来場者があり、クラ
スター会員企業のブースにも多くの人が訪れ、活発な商談が多 

 その後グループに分かれ、それぞれが抱える悩みや支援機関に求
めることなどの意見交換を行いました。意見の中には、創業前後に
補助金の情報発信をもっと行って欲しいとの声や、支援機関として
も創業者を広く発掘し、サポートできる体制を構築して欲しい、こ
うした買いを継続していって欲しいとの要望をいただきました。 

 この交流会でいただいた声をもとに、更なる創業の創出や新事業
の立ち上げが生まれる場となるよう工夫を図っていきます。 

 限られた時間の中で、ＴＰＭの８つの活動の
うち、自主保全について集中的にお話しいただ
き、保守・保全の担当ではなく設備を使用する
現場の作業者が日常的に清掃（掃除＋点検）を
する（全員経営の精神）重要性などについて学
びました。 

 また、津山市雇用創造協議会の柏内清美実践
指導員から難削材加工実践事業に取り組んだ３ 

社の成果発表会を行いました。過去３年間の難削材加工の試作
品を展示し、希望者に加工マニュアルを配布しました。 

 最後に、難削材加工実践事業で共同研究を行った東京大学生
産技術研究所の臼杵教授と萩野特任助教（前津山高専助教）に
もお越しいただき、東京大学生産技術研究所について、また研
究内容などについて簡単にご紹介いただきました。 

 １月３０日に、メタル交流会オープンセミナーを開催しまし
た。 

 「ＴＰＭ概論と自主保全」と題して(株)日本能率協会コンサル
ティングの日野 雅夫氏にお越しいただき、ご講演いただきまし

た。限られた時間の中で、ＴＰＭの８つの活動のうち、自主保
全について集中的のお話しいただき、保守・保全の担当ではな
く設備を使用する現場の作業者が日常的に清掃（掃除＋点検）
をする（全員経営の精神）重要性などについて学びました。 

 続いて、津山市雇用創造協議会の柏内実践指導員から、難削
材加工実践事業に取り組んだ３社の成果発表会を行いました。
過去３年間の難削材加工の試作品を展示し、希望者に加工マ
ニュアルを配布しました。 

 最後に、難削材加工実践事業で共同研究を行った、東京大学
生産技術研究所（臼杵研究室）の臼杵教授と萩野特任助教（前
津山高専助教）にもお越しいただき、東京大学生産技術研究所
や研究内容などについて簡単にご紹介いただきました。 

く行われていました。また、(株)パドックが開発した荷台

可動トラック「アンロード・プラス」の実車展示には伊原
木岡山県知事をはじめ、多く方が足を止め、説明を聞き
入っていました。 

 今後も企業の情報発信を支援して参りますので、展示会
等へのご出展の際は是非、当センターにご相談ください。 



あなたは人生の第4Q をどのように過ごしますか？
イキイキと輝きに満ちたものにしたいですか？ 

いずれ定年退職を迎える方へ、今ある不安をスッキ
リ解消できる、50 代以降限定の講座です。 

定年退職を迎える際、お金のこと、健康のこと、家
族のこと、様々な不安はつきものです。 

あなたも「定年準備まるわかりセミナー」でよりよ
い人生を歩んでいくヒントを見つけましょう！ 

日時 

平成３０年 

① 3月10日(土) 

【時間】各日程とも  13：30 ▶ 15：30 

場所 アルネ・津山４Ｆ 地域交流センター 

講師 堀部 司 氏 

お問い合わせ 津山まちなかカレッジ事務局 
      TEL：0868 –31-2232 

Made in 津山 ＰＲイベント 開催中 
 今月８日から１９日まで、東京のアンテナショップ「とっ
とり・おかやま新橋館」にてMade in TSUYAMA ファクト
リーブランド バレンタインフェア2018を開催しています。 

 今回出展する商品は、津山産ネクタイとジーンズなど。こ
れらの商品を首都圏の消費者に直接手にとっていただき、モ
ノづくりの街 津山の技術力の高さをターゲット層に直接ＰＲ
します。 

 今後は、ネクタイやジーンズ以外の商品もＰＲイベントを
開催する予定です。ご興味のある方、商品展開や販路開拓等
でお悩みの方は是非、当センターまでご相談ください。 

 また、旅行や出張などでお近くにお寄りの際は是非、当イ
ベントにお越しください。 

【定年】セミナー実績Ｎｏ１の人気講師 

② 3月17日(土) 

定員 受講料 ２日間で 

 2,000円 15名 

【講師プロフィール】大手家電メーカーに40 年間勤務。

人事・労務の責任者として人材の育成・雇用に携わり、
経営指導や安全教育はもとより、定年退職に向けての
フォロー体制や悩み相談などのサポートも行ってきた。 

退職後は、「雇用開発協会」の「７０歳まで働ける企業
づくり」における企業創出事業の相談員・インストラク
ターとして、制度構築への施策・相談業務を推進。また、
「岡山市就職サポート事業」にて訓練講師、カウンセリ
ングでも活躍。 

定年後の不安を解消！ 

プロが教える定年準備 
まるわかりセミナー 

テーマ ① 定年後の生活設計は 

② 人生の第4ｸｫｰﾀｰをどう生きる 



発行：     

日 付 イ ベ ン ト 名 概    要 時 間 会   場 ※ 

２月 

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 
① 

16, 
23, 
3/9 

美作スタートアップスクール2018 
【全3回】 

未来の岡山を担う起業家や起業家予備軍を対象にした短期
集中型の起業塾。開業に向けた具体的な事業計画を練り上
げることができます。 

18：00～21：00 
津山市役所 
東庁舎 

② 

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 

③ 

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 

④ 

21 ビジネス版LINE導入セミナー 

今回は安心安全に使えるビジネス版LINE「LINE WORKS」を紹
介します。よくありがちなトラブルや社内・社外とのコミュニ
ケーションの変化や効果もご紹介します。 

14：00～16：00 
第一セントラルビル
1号館5階D会議室 

⑤ 

22 
津山高専技術交流プラザ・ 

津山商工会議所合同産学連携交流
会 

今回は「環境対策と航空機製造技術への日本の貢献」をテー
マに、東京大学先進ものづくりシステム連携研究センターから
橋本彰特任教授をお招きし、お話を伺います。 

18：00～20：30 
津山鶴山ホテル 

2階 鶴の間 
② 

22 ソーシャルビジネス座談会講座 

地域活動・社会貢献に関心がある方が集まり、それぞれの活
動について色々なアドバイスや気づきを得ることにより、新し
い物事の見方やアイディアの発見をしていきます。 

18：30～20：30 
おかやま 

西河原プラザ 
⑥ 

27 
おいしい出会い岡山。 

6次産業化交流会 

毎年恒例の6次産業化についてのセミナーやマッチングイベン
ト、新商品発表会など内容は目白押し。食品小売業、飲食業、
食品製造業など食の関連業種の方や6次産業化に興味のあ
る方は是非お越しください。 

11：00～17：00 岡山プラザホテル ⑦ 

28 
利益を生み出す 

標準化へのアプローチ 

中小企業が経営戦略に役立つ”標準化”について解説します。
また事業戦略として標準化・知的財産を取り入れ、業績を伸
ばしている地元県内企業様の事例紹介もします。 

10：00～12：00 
岡山県 

工業技術センター 
⑧ 

28 共感をよぶ情報発信術 

イベントに人を集めたい！活動をもっと発信したい！国際ボラ
ンティア団体で広報担当を経験した講師が気付いた情報発信
術を学び、広報の悩みを解決しましょう！ 

10：30～12：00 
津山市立図書館 

視聴覚室 
⑨ 

３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 

③ 

10, 
17, 
24 

CAM実践技術【全3回】 

機械加工作業の効率化・最適化をめざして、加工モデルの作
成からNC加工まで一連の流れを理解し、生産手段の変更や
工程の改善・改良等に対応出来る加工データや加工プロセス
をデータベース化する手法を習得します。（HST関連の内容は
扱いません。） 

9：30～16：30 
ポリテクセンター 

岡山 
① 

各講座のお問合せ先： ①ポリテクセンター岡山       ℡086-246-2530    ②つやま産業支援センター    ℡0868-24-0740   

               ③岡山県知財総合支援窓口     ℡086-286-9771    ④岡山県産業振興財団      ℡086-286-9651  
   ⑤ （株）ソフィア            ℡0868-25-1000    ⑥岡山県商工会連合会       ℡086-224-4341           

   ⑦岡山県商工会連合会      ℡086-238-5666    ⑧(一社)岡山県発明協会     ℡086-286-9656 

    ⑧津山市立図書館         ℡0868-24-2919 

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 


