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TSUYAMA WOODEN

FURNITURE FAIR

つやま産業支援センターと多摩美術大学との
産学官共同研究「つやま家具プロジェクト」で
生まれた製品を３月１１日(水)～１７日(火)に
東急ハンズ新宿店で出展、発売します。

㈱イマガワから「ワクモク」、㈱すえ木工か
ら「美作家具」、㈲髙橋工芸から「hinokiji」
「Tsuyama Clip」を出品します。

美作産木材のヒノキや杉を使用し、津山の高
い技術、品質を首都圏の消費者に直接ＰＲいた
します。

お知り合いにお声掛け下さるとともに、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。

P.３．イベント出展・セミナー開催の報告

P.１．東急ハンズ新宿店出展のお知らせ

P.４．役に立つイベントのご案内

2020年

２月 【発 行】つやま産業支援センター

今月のトピックス

P.２．津山まちなかカレッジからセミナーのお知らせ
P.２．廣瀬マネージャーの優しく語ろうSociety5.0の世界

東急ハンズ 新宿店出展のお知らせ

×

FACTORY BRAND

FAIR 2020

３月８日(日)～３０日(月)まで「MADE

IN TSUYAMA」が東急ハンズ新宿店で「
FACTORY BRAND FAIR2020」を行いま
す。

㈱笏本縫製のオリジナルネクタイ、㈲
内田縫製は新作ジーンズとＧジャン、㈲
末田工業所は新作デニムバッグを出品し
津山の高度な技術や品質を首都圏の消費
者に直接手にとっていただき、ものづく
りのまち津山を直接ＰＲします。

「つやま家具プロジェクト」とは

林産資源を有効活用することで、環境循環型のもの
づくりを実現する美作産木材の産地としての誇りを全
国に発信するプロジェクト。
多摩美術大学のポテンシャルであるアート・デザイ

ンが関わることで、直接産地からも送付できる新しい
流通のしくみの開発と多くの人に高品質な津山の木材
製品を使ってもらえる家具およびパッケージデザイン
などの開発を行い、さらなるブランドイメージの向上
へとつなげていくことを目的としています。



ビジネス支援のプロと、キャリア形成支援のプロが現役で働く方と、
再就職を目指す方をサポート！様々な研修講座を提供しています。

求職者は求人票を見て、

初めてあなたの会社に出会います。

あなたの会社は応募者の を

射止めることが出来ていますか？

3/10（火）【労務管理セミナー】今さら聞けない「働き方改革」のポイント！
働き方改革関連法、しっかり理解したつもりでも、実務対応が進まない、そんな方へ。
ポイントをつかんで、社員の満足度を高め、働きやすく続けやすい企業体質へ！

3/12（木）【ケアサポートセミナー】介護のお仕事座談会＆人材定着の職場づくり
「やめない職員」はどのように育つのか。今働いている方、これから働きたい方の本音
トーク座談会とご利用者様と共に笑顔あふれる職場づくりの方法をお教えします。

3/18（水）【スマホ時代の 応募者が殺到する募集・採用定着の進め方】
求人広告に出しても応募が集まらない、それには理由があります！いろいろと工夫や努力を
しても満足いく採用・定着に至っていない経営者や採用担当の方に届けたいセミナー。

まちカレでは、それぞれの職場のニーズに合わせた出張講座も開催します！

春は人事異動や新入社員の受け入れなど、今までと違った職場環境になりやすい時期です。
そこで聞かれる悩みで多いのが「定着」について。「新入社員が働きやすい仕組みづくり」「応募者が集まる・採
用に至る」など、このような募集方法を探している企業の方にお伝えしたい「募集・採用・定着」が上手くいくノ
ウハウ。3月はそこに焦点をあてた講座を3タイトル開催します！

福祉業界
の方へ・・・

※詳しくは同封のチラシをご覧ください。

日産生産方式現場改善セミナー

日産生産方式（ＡＰＷ）による改善支援 ～ものづくりを通じたひとづくり～

日産自動車は、これまで様々な会社と合併し
てきた経過があり、その経験から事業形態を柔
軟に変えてきました。日産生産方式の特徴であ
る多様性や汎用性のほか、日産式改善コンサ
ルティングの特徴である人づくりについてお話し
いただきます。

また、全国の中小企業から支援事例のほか、
講師の瀬戸口氏よりアライアンス生産方式の現
場改善指導を受講された株式会社賀陽技研様
と株式会社藤岡エンジニアリング様に事例発表
をしていただきます。

講 師：
日産自動車株式会社
APW改善コンサルティング室

瀬戸口 慎 氏

日 時：3月11日（水）15：00～17：30

場 所：津山市役所東庁舎1階
E101会議室

参加費：無料
お申込み先：つやま産業支援センター



2月1日（土）、富山県高岡市の株式会社能作から社
長の能作克治氏を講師としてお招きし、ザ・シロヤマテ
ラス津山別邸にて市民公開講座を開催しました。

「高岡市の伝統産業である鋳物を『誇れる仕事』に
したい。地域から『必要とされる企業』でありたい」との
想いから高い技術力と斬新なデザインで生活雑貨、照
明器具、医療器具など分野を越えた様々な商品を展
開し、下請け町工場を世界の「NOUSAKU」に変貌

1月23日（木）24日（金）にコンベックス岡山にて開催
された「おかやまテクノロジー展OTEX2020」に津山ス
テンレス・メタルクラスターの会員企業９社が共同出展
ブースにて出展しました。過去最高となる219社・機関

㈱エステックが製作した花器を
見学する伊原木知事

（461小間）が出展し、2

日間でのべ10,863人の
来場があり、多くの企業
の方や学生で大変にぎ
わいました。

津山ステンレス・メタル
クラスターでの共同出展
は今回で3回目となり、
毎年伊原木知事に立ち
寄っていただくなど今年
も良いＰＲができました。

内閣府HP資料より引用

させた能作流のモノづく
りについてお話し頂き、
地域における企業の在
り方、必要性を学ぶこと
ができました。

当日は約100名参加を
いただき、盛況に開催す
ることができました。

会場の雰囲気

つやま産業支援センター統括マネージャーの廣瀬
です。今回から、これまで私が経験してきたことや、
これから当センターがやっていくことなどを皆さんへ
少しずつお伝えして行こうと思います。第1回は最近
あちこちで耳にするようになったSociety5.0について
内閣府の資料を基に分かり易く解説します。

先ず、Societyとは社会や集団、組織のことですが
ここでは“人間社会”と訳すのが一番ピッタリくるで
しょう。その後に続く5.0、これはある種の進化を表し
ています。当然、5.0があるなら、4.0、3.0、2.0そして
1.0もあったはずです。一般的には、Society 1.0は
狩猟社会、Society 2.0は農耕社会、Society 3.0は
工業社会、そしてSociety 4.0はまだ記憶に新しい

情報社会になります。それではこれまで聴き慣れた
Society 4.0と、これから目指すSociety5.0とでは、
何が違うのでしょうか？

Society 4.0の革命は
なんといってもインター
ネットの出現に尽きる
でしょう。これによって
世界中の情報をその
場に居ながらにして
大量に得ることがで
きるようになりました。その結果、調べ物はググれば
よく、人と人はSNSでつながり、工場はロボットにより
オートメーション化されました。ただし、それらは人が
調べ、人がブログを書き、人がロボットの設定や操縦
を行う必要がありました。

そのため、それらができる人と、できない人に分かれ
てしまう、所謂『デジタルデバイド』といわれる格差が
生まれました。さらに情報が余りに多過ぎて、有益な
情報と役に立たない情報との区別ができずに誤った
理解や判断をしてしまう『情報の洪水』が起き、溺れ
てしまうことも珍しくなくなりました。そうなってしまうと
テクノロジーを使うのではなく、テクノロジーに使われ
ていることになります。そのような問題に対して、
Society5.0では、人に代わってIoT（Internet of Things

様々なモノがインターネットに繋がる世界）が現実空間の
様々な情報を収集、ビッグデータとして集約、それら
をAI（人工知能）により解析、人の状況や要求などに
合わせて、必要な時に、最適な解（価値）を、人が使い
易い形（手段）で提供することができる『人間中心の世
界』を目指しています。

テクノロジーを意識することなくスマートに人の生活
や企業の活動に自然に溶け込み、年齢や場所など
による制約を越えて、様々な課題に対応できる社会
それが『スマート社会』です。

次回は、各産業分野における『スマート事業』につ
いてご紹介します。
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役に立つイベント等のご案内

5~12月の第２木曜日
10:00～16:00

お問い合わせ先
岡山県よろず支援拠点
℡ 086-286-9667

津山商工会議所 作州津山商工会

毎週月・火曜日
13:00～20:00

日 付 イ ベ ン ト 名 等 概 要 時 間 会 場 問

2

月

19㈬
岡山県中小企業ものづくり

関連支援制度説明会
中小企業等が行う新技術・新製品の研究開発等を対象とした補助
金等の支援制度説明会を開催いたします。

13：00～17：00
津山市総合福祉会館

3階
中会議室

①

19㈬
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

②

20㈭ コーチング研修

無意識に行っている部下とのコミュニケーションが、部下のやる気を
失わせていませんか？部下が意欲的に行動することを促せるよう
な、管理者やリーダーとしてのコミュニケーションの基本スキルを身
につけましょう。

15：00～17：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
津山まちなかカレッジ

③

21㈮
「なぜ？

働き方改革が必要なのか」
～ワークライフバランスとは～

ワークライフバランスという言葉はよく聞くが、具体的にどういうこと
なのか？何をすればいいのか？このセミナーでは「働き方改革」へ
の第一歩としてそういった疑問を解決します。

13：00～14：30
津山市役所

東庁舎
E101会議室

④

26㈬
ビジネスマナー講座

～基本編～

ビジネスマナーの基本を身につけて、職場の同僚や取引先から信
頼されるビジネスパーソンを目指します。
【内容】○ビジネスマナーの重要性 ○第一印象の効果
○電話のかけ方、受け方 ○ビジネスメールのポイント
○知っておきたい訪問・来客マナー

13：00～16：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
津山まちなかカレッジ

③

3

月

10㈫ 労務管理セミナー

経営者、人事労務管理担当の方を対象に、働き方改革関連法の概
要や取組み方法についてのセミナーです。長時間労働の是正、年
次有給休暇取得義務化、同一労働同一賃金に焦点をあて、実務対
応のポイントについて分かりやすく解決いたします。

14：00～16：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
津山まちなかカレッジ

③

11㈬
日産生産方式

現場改善セミナー

日産生産方式の特徴である多様性や汎用性のほか、日産式改善コ
ンサルティングの特徴である人づくりについて、日産自動車株式会
社の現役社内コンサルタントからお話しいただきます。また、全国の
中小企業での支援事例、今年度の岡山県事業でアライアンス生産
方式の現場改善指導を受けた㈱賀陽技研と㈱藤岡エンジニアリン
グに事例発表をしていただきます。

15：00～17：30
津山市役所

東庁舎
E101会議室

⑤

14㈯ 初めてのExcelマクロ入門
マクロとは何なのか？どんな仕組みなのか？作業の自動化「マク
ロ」の基礎的な内容をお教えします。

13：00～15：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
津山まちなかカレッジ

③

18㈬
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

②

18㈬
応募者が殺到する募集・

採用定着の進め方

求人募集を出しているけど応募がない、費用をかけたが人が集まら
ず採用に至らない。そんな経営者や採用担当者の方を対象に求人
応募者の心を射止めるノウハウを習得できるセミナーです。

13：30～15：30
アルネ・津山4階

地域交流センター
津山まちなかカレッジ

③

18㈬ 初心者からのWord基礎講座
「文章がガタガタになって設定できない」「バランスよく仕上げられな
い」そんな悩みはありませんか？Wordのくせをつかみ、ビジネス文
書をきれいに作成してみましょう。

13：00～16：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
津山まちなかカレッジ

③

お問い合わせ先
岡山県商工会連合会 広域ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
℡ 086-238-5666

２～３月

お問い合わせ先
岡山県知財総合支援窓口
℡ 086-286-9711

毎月第３水曜日 10:00～15:00

つやま産業支援センター

※今年度から月1回の実施

よろず
商工会

経営相談会

①岡山県産業振興財団 ℡086-286-9651
②岡山県知財総合支援窓口 ℡086-286-9711
③津山まちなかカレッジ事務局 ℡0868-31-2232
④津山男女共同参画センター「さん・さん」 ℡0868-31-2533
⑤つやま産業支援センター ℡0868-24-0740

お問い合わせ先


