2020年

１１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。

１．異業種連携プラットフォーム開催の報告
２．津山まちなかカレッジからセミナーのご案内
３．『おかやまIT経営力大賞』優秀賞を賛助会員2社が受賞 他
４．廣瀬マネージャーの優しく語ろうSociety5.0の世界 Vol.10
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
を開催しました。
10月23日㈮、津山市総合福祉会館にて
異業種連携プラットフォームを開催いたし
ました。ご参加いただいた企業、関係者の
皆様には検温、消毒等にもご協力いただき
感謝申し上げます。
今回は初参加の企業17社、首都圏企業6
社を含めた合計50社の様々な分野の方々
にご参加いただきました。企業PRや異業
種交流、首都圏企業とのオンライン交流（
初開催）を行い活発に情報交換が行われ大
変盛況のうちに終えることが出来ました。

企業PR

これからもイノベーションや課題解決の
場となるよう取組んで参りますのでどうぞ
よろしくお願いいたします。

交流会

交流会

首都圏企業とのオンライン交流会

11～12月の講座 Pickup!
所場

津山まちなかカレッジ事務局
TEL ：0868-31-2232

アルネ・津山4階 地域交流センター

✔ まちカレ初の講座です！

画像合成・編集を学ぶ

Photoshop 入門セミナー

11/25

写真の加工や修正だけでなく製品デザインやWEB、映像などさまざまなデザイン分野の素材作成に利用される
Adobe Photoshopの基本操作を習得します。Adobe PhotoshopがインストールされているＰＣをご用意くだ
さい。（７日間の無料体験版でも可）

（水）

and
12/16
（水）

【 受講料 】5,000円
【 定 員 】各回ごと5名
【 時 間 】10：30～15：30（休憩1時間）
【 講 師 】クレア・デザインオフィス 小坂田 充 氏

✔ 人事評価制度にお悩みの企業様へ

生産性向上に最適！

11/27
（金）

人事評価制度構築・運用のポイント
人事評価制度を上手に使って運用できるように、小規模企業でも簡単にできる人事評価の作り方（制度設計）
と運用方法（観察と評価）についてのポイントを説明。
【 受講料 】無 料
【 定 員 】15名
【 時 間 】15：00～17：00
【 講 師 】三井住友海上サポートセンターアドバイザー 冨永 剛生 氏

「人材」から「人財」へ

12/15
（火）

✔ 企業人としての基本マナーから学べます。

若手社員ステップアップ研修
信頼感を得るビジネスパーソンになるためのブラッシュアップ研修
【 受講料 】5,000円 【 定 員 】12名
【 時 間 】10：30～17：00（休憩1時間）
【 講 師 】株式会社パソナ岡山 専任講師

おかやまIT経営力大賞 優秀賞
賛助会員企業が受賞
山陽ロード工業 ＆ 銘建工業

津山市内の小中学校へ
抗菌・抗ウイルスコーティング剤
寄 贈

岡山県は、ITを使い下請けからの脱却、多品種・少

津山市内にあるフェクトとタカラ産業は、

量・短納期への対応、業務の可視化による戦力的経営

１０月２７日に新型コロナウイルス感染症対

の推進など経営力を高めていく取組みを「IT経営」と

策支援として、津山市内小学校27校、中学校8

称しています。そこで、IT 経営を実践し、かつ他企

校に抗菌・抗ウイルスコーティング剤を寄贈

業が参考となるような企業に対しその功績を表彰する
「おかやまIT経営力大賞」を実施しており、１０月２
７日に受賞団体が発表されました。

しました。有本教育長からは「大変心強く思
う。有効に使わせていただきたい。」とのお
言葉を述べられました。

大賞にはフジワラテクノアート（岡山市）が選ばれ
大賞に次ぐ優秀賞には、山陽ロード工業（津山市）と
銘建工業（真庭市）、チャレンジ特別賞にはアステア
（総社市）とビサン（岡山市）、地域貢献賞には岡山
博愛会病院（同）が選ばれました。
【問合せ先】
「おかやまＩＴ経営力大賞」実行委員会
☎086-286-9653

写真左から 有本教育長
フェクト 安田社長、タカラ産業 原田キャプテン

廣瀬マネージャーの優しく語ろうSociety5.0の世界 Vol.10
「VR・MR・ARってなに？ こんな世界が現実に！！」
◆ VR・AR・MRの違いとは？

◆ AR – 工場の作業指示をスマートグラスで

『VR・AR・MR』って聞いたことありますか？似
ているけど、何が違うのか分かりますか？VRとAR
の違いは、VRは現実世界とは全く切り離された仮想
の世界を体験するのに対し、ARはあくまで現実世界
に対して情報を付与する点が挙げられます。また、
MRはVRとARを融合させたもので、仮想世界の情報
を現実世界の重ね合わせて体験することができます。
VRはヘッドセットを使用したゲーム、ARはポケモ
ンGOやGoogleマップ、MRは仮想の物を作り、近づ
き、触れる操作などに使われます。

ARの実用ケースとしては、工場や現場で作業指
示などをスマートグラスに表示することで作業ミ
スを防ぎかつ安全で効率的な作業を実現していま
す。スマートグラスに映像を映すことで、ハンズ
フリーで作業ができ、バーコードを認識すること
で自動的に作業管理がされ、次に作業が簡単なピ
クトで示され、トラブル時にはヘルプ画面が表示
され、バックヤードからアドバイスを受けられま
す。こんな世界がすぐそこまで来ています。

（図1）VR・AR・MRの違いとは？
出典：RAKUDOブログより

◆ MR – 津山城をバーチャル再現しよう！
MRを用いると3DCADデータなどによる津山城
の再現が可能になります。ヘッドマウントディス
プレイ越しの現実世界に映像が実寸で再現されあ
たかも本物が実在するような感覚になります。

（図2）MRによる津山城バーチャル再現の事例

（図3）スマートグラスによるAR 工場作業支援の事例

備考：津山市の資料より作成したイメージです

出典：SAPJAPAN YouTubeより

津山商工会議所

つやま産業支援センター
毎月第３水曜日 10:00～15:00

毎週月・火曜日13:00～20:00

●お問い合わせ先
岡山県知財総合支援窓口
℡ 086-286-9711

●お問い合わせ先
岡山県よろず支援拠点
℡ 086-286-9667

１１～１２月
日 付

イ ベ ン ト 名 等

概

要

時 間

会

場

問

IE改善手法を習得して、無駄を徹底的に排除でき効率的な作業に
コストダウンが実現できる方法を学び、企業収益に貢献する人財 9：30～16：15
を目指します。

テクノサポート岡山

①

【初講座】
CADステップアップセミナー

木造平面図の作図を復習しながら、詳しい図面を書き加えていき
ます。さらに立面図の作図も行い、Jw_cadを使ってCAD操作のレ
ベルアップを図ります。

13：30～17：00

アルネ・津山4階
地域交流センター

②

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

③

18㈬

生産性分析と向上

生産方式を理解し、生産性向上のために現状分析と改善活動が
できる知識、技能を習得します。

9：30～16：30

ポリテクセンター
岡山

④

テクノサポート岡山

①

16㈪

【オンライン講座】
初級IE改善手法講座

18㈬

20㈮
11
月

21㈯

24㈫

25㈬

12
月

役に立つイベント等のご案内

RPAの導入に必要なことを一から学んでいただく研修です。PRAと
【オンライン講座】
は何か、何ができるか、どんなツールがあるのか、費用はどのくら 9：30～16：15
RPA活用による業務の効率化
いかかるのかを学び、実際にRPAツールを体験しながら学びます。

木造平面図の作図を復習しながら、詳しい図面を書き加えていき
アルネ・津山4階
ます。さらに立面図の作図も行い、Jw_cadを使ってCAD操作のレ 13：30～17：00
地域交流センター
ベルアップを図ります。
この研修では、会社という仕組みの理解に基づいた会計のロジッ
クをお伝えし、そのロジックに基づいて重要な会計処理の本質を
【オンライン講座】
お伝えします。また、貸借対照表・損益計算書の読み方を学び、こ 9：30～16：15 テクノサポート岡山
決算書の読み方と使い方講座
れらを踏まえて財務分析の基本、収益性分析と安全性分析に挑
戦します。
人物や風景などの写真の補正や画像の合成加工に欠かせない
【初講座！】
アルネ・津山4階
Photoshopの基礎的な操作方法やWebデザインに必要な知識を
10：30～15：30
Photoshop入門セミナー
地域交流センター
学べます。
【初講座】
CADステップアップセミナー

27㈮

生産性向上に最適！
人事評価制度構築・
運用のポイント

9㈬

初心者からのExcel基礎講座

15㈫

自分達で工夫する
現場のツールと設備

15㈫

「人材」から「人財」へ
若手社員ステップアップ研修

16㈬

チーム力の強化と中堅・
ベテラン従業員の役割

16㈬

【初講座！】
Photoshop入門セミナー

16㈬

岡山県知財総合支援窓口
津山サテライト窓口

②

①

②

人事評価制度を上手に作って運用できるように、小規模企業でも
簡単にできる人事評価の作り方（制度設計）と運用方法（観察と評 15：00～17：00
価）」についてのポイントを説明いたします。

アルネ・津山4階
地域交流センター

②

Excelは初めてという方からブランクがある方、復習しておきたい
方など、基礎固めにぴったりの講座です。基本操作の確認、集計
表やグラフの作成、印刷までの機能を学びます。

アルネ・津山4階
地域交流センター

②

身近にある道具や簡単な物理を使うことで、付帯作業の時間を減
らし、重量物の運搬からの解放などで働きやすい製造現場を目指
9：30～16：30
しましょう。仕事が楽になるからくりの考え方や事例、ワークショッ
プを交えて学びます。

ポリテクセンター
岡山

④

日常業務の振り返り、基本マナー、コミュニケーションスキル、質
の高い仕事について、目標設定とアクションプランを作成し、信頼 10：30～17：00
感を得るビジネスパーソンになるためのブラッシュアップ研修です。

アルネ・津山4階
地域交流センター

②

9：30～16：30

ポリテクセンター
岡山

④

10：30～15：30

アルネ・津山4階
地域交流センター

②

10：00～15：00

津山市役所
東庁舎

③

中堅・ベテラン従業員が求めらえる今後の役割や能力を確認し、
職場の課題に対してこれまでの経験に基づき後輩従業員と共同
で解決策を得るための知識と技能を習得します。
人物や風景などの写真の補正や画像の合成加工に欠かせない
Photoshopの基礎的な操作方法やWebデザインに必要な知識を
学べます。
中小企業の知的財産(知財）の悩みや課題に対応します。

13：00～16：00

お問い合わせ先
①岡山県産業振興財団
②津山まちなかカレッジ事務局
③岡山県知財総合支援窓口
④ポリテクセンター岡山
発行元

℡：086-286-9661
℡：0868-31-2232
℡：086-286-9711
℡：086-241-0076

岡山県産業振興財団では年間を通じて様々な人材育成研修を行っております。
今年はオンライン受講が可能となっておりますので、職場での受講が可能です。
詳細は下記のHPをご確認いただき、是非ご活用ください。
【HP】 https://www.optic.or.jp/okayama-ssn/event_detail/index/1995.html

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

