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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。

今月のトピックス
１．異業種連携プラットフォーム開催のお知らせ
２．津山まちなかカレッジからのご案内
３．MADE IN TSUYAMA 出展のお知らせ
４．廣瀬マネージャーの優しく語ろうSociety5.0の世界 Vol.8
５．役に立つイベントのご案内

異業種連携
プラットフォーム 開催
異業種連携で新製品開発や
課題解決に挑戦してみませんか

会場

津山市総合福祉会館４階 大会議室（津山市山北520）

対象 圏域の経営者等

定員 50名

16:00～

参加企業による事業PR

17:00～

企業交流会

新たに首都圏企業によるWeb会議システムを用いたPRも予定！
当日はマスクを着用の上ご参加ください。
申込方法は…
● WEB申込
● FAX申込

津山市地域雇用創造協議会HP → 申込専用フォームに必要事項記入し、送信
チラシ裏面に必要事項記入し、FAX送信

10.3（土）

日

時

2020.

場

所

アルネ・津山4階地域交流センター

10：30～15：00

参加費

無料※予約制（受付開始9/16～）

駐車場

アルネ駐車場（最大8時間無料）

講座詳細・予約・その他お問合せ
●骨格診断＆スタイルアップのファッションアドバイス
●印象度UP！ステキな女性の眉メイク
●私のやる気スイッチON!セルフコントロール術
●悩んだ時のための「私のトリセツ」づくり
●「親子DE参加」絵本の読みきかせ
●「つやまエリアで働く」お仕事インフォメーション

津山まちなかカレッジ事務局

TEL：0868-31-2232
FAX：0868-31-2252
E-mail:info@machikare.jp
https://machikare.jp

※各イベントにより時間が異なります

9～10月
9/29
（火）

講座Pickup!

HACCP導入サポート講習会
内容は…
①HACCPの制度について

（金）

場

アルネ・津山4階
地域交流センター

✔ 津山圏域の飲食業向け Zoom参加OK

②衛生管理改革の作成

③管理記録簿の作成

【時間】14：00～16：00
【受講料】無料
【講師】岡山健康づくり財団専任講師

10/23

会

イチから始めるCAD入門セミナー

など

【定員】15名

✔ 大人気講座です！

製図や設計等をコンピューター上で行うことができるJWCADソフトを使用して、基本操作
を学びながら建築図面の作図や修正を行います。※PCの簡単な操作ができる方が対象となり
ます。

【時間】13：00～16：00
【受講料】3,000円
【講師】㈱パソナ岡山専任講師

【定員】5名

※ 定員になり次第締切となります。

今年も、とっとり・おかやま新橋館にて、
生産工場から直接お客様にお届けする特別な
フェア「メイドイン津山ファクトリーブラン
ドフェア２０２０」を開催します。
笏本縫製「シャクノネ」からは、プレゼン
トにも最適な山梨・京都産シルクを用いたこ
だわりのネクタイを。
内田縫製からは、定番のセルビッチデニム
を使用したジーンズ各種のほかコートやカバ
ーオール、ワンピースなどを販売。
末田工業所「KOROKU」からは、セルビッ
チデニムとヌメ革を合わせた上品で堅牢なビ
ジネスバッグなどを販売します。
お知り合いにお声掛け下さるとともに、近
くにお寄りの際は是非お越しください。

※ ご 来 店の 際 は、
マスクの着用にご協
力をお願いします。

廣瀬マネージャーの優しく語ろうSociety5.0の世界 Vol.8
「スマート医療の最前線、ICTで健康寿命を延ばせ！！」
◆ 自宅で受診 - オンライン診療・服薬指導
本格化？
今月は、津山が目指すスマート医療（健康）に
ついて考えます。昨今の新型コロナウイルス感染
症の影響で病院へ行くことをためらうようになっ
たという声をよく耳にしますが、その対策として
首都圏ではオンラインシステムを活用したオンラ
イン診療を行うクリニックや診療所が増え、また
オンライン診療からオンライン服薬指導、更には
薬剤の配達まで一貫したサービスも始まっていま
す。この仕組みは、むしろ交通の便が悪い山間地
等でより有効であり、ウィズコロナ時代の受診形
態の在り方といえます。（図１）

スポーツジムやフィットネス、整体院、さらには
レジャー施設、イベント運営会社、小売業なども
対象になる。勿論、個人情報の取り扱いには十分
な配慮が必要となるが、各種データを扱うこと
で、新たなQOL向上サービスや製品等が生まれ
る可能性を感じます。

◆ 健康の未来 - AIが将来の健康状態を予測
一方、岡山県下のある病院では、AI等のICT技
術を積極的に活用し、利用者が健康診断を受ける
と、現状の結果だけではなく、1年後から3年後
の健康状態をAIで予測して結果を返す健康予測
サービスを始めています。また、診療自身にも医
師の補助として画像診断や総合診療にAIが活用さ
れ始めました。

※2020年4月10日付 厚生労働省発出の「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報
通信機器を用いた診療等の段階的・特例的な取り扱いについて」の通知に基づき発行された処方箋

◆ 生活情報がカギ – PHRの普及
この様に病院が治療だけではなく、予防や健康
維持に注力し始めており、その役割を拡げつつあ
り ます 。そ のカ ギを 握る のが PHR （Personal
Health Record）の普及で、全国どこの医療機関
に受診しても、利用者個人で管理確認できるよう
になります。PHRは、医療や投薬に関する診療
情報だけではなく、健康診断や検査値、検査画
像、更には、個人の趣味や嗜好、生活スタイル等
に至るまで登録しておくこともでき、将来は、地
域の薬局やフィットネス、整体院、針灸師等に見
せ、健康維持の目的で個人に合ったサービスを受
けることも可能となります。また、一人暮らしの
高齢者をつなぐコミュニティー形成にも役立つと
考えます。（図２）

（図1）オンライン服薬指導のモデル
出典：（一社）岡山県薬剤師会

◆ 医工連携から、医産(産業)連携へ
以上の様に、先端技術の導入により病院の役割
が治療から予防、生活まで広がる可能性が出てき
たことで、医療を取り巻く産業界は、大きく変わ
ろうとしています。
これまでは病院と協業してきた医療機器メー
カーやシステム会社が中心でしたが、これからは

（図2）利用者が個人の健康情報を活用しサービス
を受ける将来イメージ
出典：日経 xTECHホームページより引用

津山商工会議所

商工会

よろず

毎週月・火曜日
13:00～20:00

経営相談会

お問い合わせ先
岡山県よろず支援拠点
℡ 086-286-9667

９～１０月
日 付

つやま産業支援センター

5~12月の第２木曜日
10:00～16:00

毎月第３水曜日
10:00～15:00

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

お問い合わせ先
岡山県知財総合支援窓口
℡ 086-286-9711

役に立つイベント等のご案内

イ ベ ン ト 名 等

14㈪

作州津山商工会

概

要

時 間

ピンチはチャンス！！コロナ時代の今だからこそ業務効率を上げ
よう。基本的な働き方改革の考え方や法制度、また実現に向けた
仕事の生産性向上、効率UP術
14：00～16：00
制度等、働く人ひとりひとりの幸福実現に向けての取り組み方の
セミナーです。

Zoomを使用した
オンライン研修

②

10：00～15：00

津山市役所
東庁舎

③

9：30～16：15

Zoomを使用した
オンライン研修

②

9：30～16：15

Zoomを使用した
オンライン研修

②

この講座では会社という仕組みの理解を通して、複式簿記の原理
を仕分け⇒転記⇒集計という実践を通して身につけ、さらにこのロ
ジックに基づいて重要な会計処理の本質を学び、最後に企業の
9：30～16：15
決算書の見方をお伝えします。覚えるのではなく、理解する会計
を体験頂きます。

Zoomを使用した
オンライン研修

②

労災事故などゼロに向けたケーススタディやリスクアセスメントに
よって、危険余地の感性を高め、事故を未然に防げるよう、また、
災害時の危機管理も合わせて学びます。

9：30～16：15

Zoomを使用した
オンライン研修

②

個々が伝える力を身につけることで、それぞれの役割の中で自信
を持ち、信頼される企業になり、本来の能力と可能性を最大限に 14：00～16：00
生かすための取り組みを紹介するセミナーです。

アルネ・津山4階
津山まちなか
カレッジ

①

求職者は求人票で初めて会社と出会います。応募者の心をつか
む求人ノウハウ習得セミナーです。

14：00～16：00

アルネ・津山4階
津山まちなか
カレッジ

①

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

Zoomを使用した
オンライン研修

②

津山市
社会福祉会館

④

津山市
社会福祉会館

④

この研修では、真の交渉力は何かを理解した上で、交渉力を高め
9：30～16：15
るためのポイントや話の持って行き方を学びます。

16㈬

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。

顧客の真の悩みや課題を見つけ、その課題解決に役立つ「顧客
【オンライン】
視点」に立ち、組織的な提案営業に結び付けていく、実践的な提
成果が出る提案営業の実践法
案営業の考え方、実践方法を身につけます。

18㈮

【オンライン】
IoT導入の基本！
進め方・活用方法

24㈭

【オンライン】
1日でわかる
「やさしい会計入門講座」

29㈫

【オンライン】
職場の安全衛生

5㈪

社内のコミュニケーション力、
組織力向上

19㈪

スマホ時代の募集・
採用定着の進め方

21㈬

岡山県知財総合支援窓口
津山サテライト窓口

10月

21㈬

23㈮

今注目のIoT。モノとインターネットがつながると、携帯電話にイン
ターネットを繋げたことでスマートフォンが出来たように無限の可
能性があります。今回はIoTの基本から事例を通して分かり易く解
説し、実際にIoTツールのデモをしながら学んで頂きます。

顧客の真の悩みや課題を見つけ、その課題解決に役立つ「顧客
成果が出る提案営業の実践法 視点」に立ち、組織的な提案営業に結び付けていく、実践的な提
9：30～16：15
案営業の考え方、実践方法を身につけます。
企業経営者・創業者等を対象に企業交流会を行います。企業が
持つ技術やアイディアなどの強みを組み合わせ、革新的な商品や
異業種連携プラットフォーム
16：00～19：00
サービスを生みだします。また、希望者を対象に首都圏企業との
オンラインPRも行います。

24㈯

QC基礎コース研修

お問い合わせ先
発行元

問

①

【オンライン】
営業向け！「交渉力強化」

9月

場

アルネ・津山4階
津山まちなか
カレッジ

15㈫

16㈬

会

QC手法を習得して製造現場で発生している問題や現象を定量的
に分析し、効果的な対策案を講じることができる人財の育成を目
指します。
①株式会社パソナ岡山
③岡山県知財総合支援窓口

℡0868-31-2232
℡086-286-9711

9：30～16：30

②ポリテクセンター岡山
④津山市地域雇用創造協議会

℡086-246-2530
℡0868-31-7080

つやま産業支援センター事務局（津山市産業文化部みらい産業課） TEL:0868-24-0740 E-mail：info@tsuyama-biz.jp

