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202１年

１０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。

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 TSUYAMA FURNITURE 展示会開催報告

P.4 役に立つイベント等のご案内

10月６日㈬～８日㈮に津山ステンレス・メタルクラスターが関西
機械要素技術展（大阪市）に出展しました。
津山ステンレス・メタルクラスターは、津山地域の金属加工等の

企業４４社で構成される団体で、地域産業の特徴であるステンレス
加工を中心とした金属加工技術をPRし、新規受注の獲得や、ネット
ワークの構築に努めました。
来場された方より「製作の打診をしてみたい」といった声も複数

頂き、コロナ禍の中ですが実りのある展示会になりました。出展に
際しご協力いただいた企業の皆様、ありがとうございました。

10月7日㈭にステンレスネット企業から５名と当セ
ンター職員３名で、金属の切削加工企業である成光精密
株式会社(大阪市)を視察しました。
同社はNTT西日本株式会社と株式会社リバネスとで

協定を結び、AIによる検査等の技術開発とその技術を、
町工場同士で共有し、 今年8月より地域製造業全体の生
産性向上やブランド力向上へ取り組んでいます。
今回は機械へ取り付ける工具の摩耗や歪みを感知し、

交換時期を判別するAI開発についての説明を受け、意見
交換を行いました。小規模な企業においてもAI化による
生産性向上の可能性を探求することは、当地域でも重要
な点の１つであると感じました。

ブースの様子

意見交換の様子

ご協力いただいた
会員企業の皆様



TEL：0868-31-2232 FAX：0868-31-2252

お問合せ先 津山まちなかカレッジ事務局

IE基礎コース研修実施
製造業のための生産性向上セミナー

10/2(土)～11(月) にPORT ART&DESIGN TSUYAMAに
てTSUYAMA FURNITURE津山家具の作品展示が行われ、
多くの皆様にご来場いただきました。10/22(金)～31(日)に
は東京(日比谷OKUROJI)にて展示会を行います。機会がご
ざいましたらぜひ、お立ち寄りください！

TSUYAMA FURNITURE津山家具 ＨＰ : https://tsuyamafurniture.com/

お問い合わせ先：津山市地域雇用創造協議会
TEL：0868-31-7080 E-mail：info@tsuyama-koyou.jp 
HP ：https://www.tsuyama-koyou.jp/

9/25（土）に地域内企業の生産性向上を目的に津山市
地域雇用創造協議会との共催でオンラインによる「IE基
礎コース研修」を実施いたしました。

講師にものづくりマネージメント企画の吉田徹氏をお招
きし、IEの作業の分析方法の種類や実際の改善事例つ
いて、絵図やVTRを交えながら、分かりやすくご説明いた
だきました。研修の最後には (株)すえ木工の河本工場長
よりIoT技術を活用したデータ取りによる改善活動につい
ても情報提供をいただいました。

当センターでは、津山市内の事業者様を対象に各社の
課題解決を目的に「専門家派遣プログラム制度」を設けて
います。生産性向上や品質管理だけでなく、IT導入やEコ
マース集客など幅広いジャンルの支援が可能ですので、
お気軽にご相談ください。

受講料

定 員

講 師

2021年

日 時

場 所

14：00～
16：0010月26日(火)

5名

アルネ・津山４F 地域交流センター

あなたも「パワポ」デビュー！

PowerPoint初心者講座

株式会社キャリアプランニング 専任講師

2021年

日 時

10月30日(土）

場 所 津山圏域雇用労働センター

受講料

講 師

無 料

社会保険労務士 キャリア設計オフィス

森脇 昌子氏

対 象

10名

１，５００円

図形やイラスト、写真を盛り込んだ資料は、PowerPointを使
うととても簡単に作成できます。
マウス操作と文字入力が出来れば初めての方でも操作可能で
す♪基本的な使い方を身に付けながら、自分が作りたいテーマ
でチラシやカードを作成しましょう。

津山市地域雇用創造協議会では、自分らしい働き方を見つけ
てもらう為のワークショップとミニ面接会を開催します。
ワークショップでは「自分らしく輝くキャリアアップ」と題し、自分らし
い働き方を発見してみましょう。また市内企業５社によるミニ面接
会もご用意しています。

自分らしい働き方発見講座
＆ ミニ面接会

13：30～
16：00

定 員

津山市内で就職を希望する方



東高の生徒の皆さんと
センター職員（中央奥）

10月8日㈮に津山東高校１年生が総合的な探
究の時間の取り組みの一環（同校呼称：行学）
として、農林業や福祉班等に分かれ、分野フィ
ールドワークを実施しました。つやま産業支援
センターでは、商工業分野の班の講師として、
疑問や質問に対し、助言や応答をさせていただ
きました。生徒の皆さんからは「産業支援にゴ
ールがないことが驚いた」「津山に人が残った
り戻る仕組みを考えたい」など心強い意見や感
想をいただきまし
た。

限られた時間で
したが今回の機会
が生徒の皆さんに
対して少しでもプ
ラスになれば幸い
です。

東急ハンズ新宿店にて「OKAYAMA DENIM
FAIR 2021」を開催します。

内田縫製「UCHIDAHOUSEI」のセルビッチデ
ニムを使用したジーンズや各種アウター等と末
田工業所「KOROKU」のセルビッチ

デニムとヌメ革をあしらったバッグを

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。

OKAYAMA DENIM FAIR２０２１

会場：東急ハンズ新宿店

期間：10.22FRI－11.4THU
10：00～20：00
最終日は17：00まで

【セキュリティ ワンポイント情報】 「ネット提供サービスへの不正ログイン」にご注意！
クラウドサービスは便利な一面、正規な人でなくてもログインできればサービス利用できるので注意が必要です。
初期パスワードを変更することはもちろん、 「２段階認証」に対応しているサービスでは、その利用を推奨します。

コーディネーター小林しんやの
「脱ハンコだけじゃない。業務効率への第一歩～その作業、自動化できるかも！？ その①」

(FAX注文書を眺めながらPCに向かう)

「もう仕事は慣れたかのぉ～？
フォッフォッフォッ。」

「紙を見ながら入力するのって大変。。。
時間はかかるしよく間違えてしまいます。
何かいい方法はないですかね？」

「ええことを教えてやろう。人工知能を使って手書
き文字をデータ化できるAI-OCRというものがある
んじゃ。スキャナーによっては間違って認識した
り、認識できないことがあるので注意が必要なん
じゃなぁ。フォッフォッ。 」

「そうなんですね！いいこと聞きました！他にもい
ろいろ調べてみます！」

登 場 人 物
某中小企業の社長(57) 期待の新人(20)
インターネット大好きな、自称“パソコンおやじ” スマホのフリック入力が得意。パソコン初心者。 Picture： ©いらすとや

皆さんご存じですか？書類を見ながらパソコンに入力する業務って、カイゼンできるんですよ。
スキャナで取り込んだ画像データの文字部分を認識し、文字データへ変換するAI-OCRについて学んでみましょう！！

購入前の「お試しサービス」を利用しながら、文字をきちんと認識できるか事前確認ができますよ。
書類を文字データ化した後はどうしましょう？ 次回はコピペに頼らない RPAを使った業務効率のお話です。

小林 真也CD

ちょっと知って欲しんや
今日から始めるICT Vol.1



発行元 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

役に立つイベント等のご案内
日 付 イ ベ ン ト 名 概 要 時 間 会 場 問

10

月

20㈬
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

26㈫ PowerPoint初心者講座

図形やイラスト、写真を盛り込んだ資料は、PowerPointを使うとと
ても簡単に作成できます。マウス操作と文字入力が出来れば初め
ての方でも操作可能。基本操作を身に付けながらチラシやカード
を作成しましょう。

14：00～16：00
アルネ・津山４階
地域交流センター

②

27㈬
若手社員のチームワークと

コミュニケーション

この研修ではチームにおける架け橋として活躍するために、発揮
すべきフォロワーシップとリーダーシップ、チームワーク力を構成
する能力、チーム活動のベースとなるコミュニケーション力を高め
るポイントを学びます。

9：30～16：15 【オンライン】 ③

28㈭
29㈮

切削加工の理論と実際
（全２日コース）

切削加工における生産効率・品質向上をめざして、切削加工の理
論と実際との相違点を学習し、生産現場における問題解決を図り、
効率化や後進の指導が出来る能力を習得します。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ④

30㈯
自分らしい働き方発見講座

＆ミニ面接会

「自分らしく輝くキャリアアップ」と題したワークショップでは、自分ら
しい働き方を発見してみましょう。また市内企業５社によるミニ面
接会も参加してみませんか。

13：30～16：00
津山圏域

雇用労働センター
②

11

月

7㈰
14㈰

電気系保全実践技術
（有接点編）

（全２日コース）

電気系保全作業に必要な知識及び技能を技能検定（電気系保全
作業2級）の課題を通して習得します。（リレーの故障診断、有接
点シーケンスカイロのトラブル発見技法）

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ④

10㈬
生産性向上のための

コストダウン術！

製造現場をモデル化した教材を使い、原価計算とコストダウンの
ポイントを学び、自社のコストダウン活動を改善し、利益を向上さ
せるための実践力を高めます。

9：30～16：15 【オンライン】 ③

10㈬
Googleマイビジネス

活用セミナー
基礎コース

Googleが提供するサービスでGoogle検索やGoogleマップなどに自
分のお店情報を表示し、管理できる無料ツールです。基本仕様を
学びます。

14：00～16：00
アルネ・津山４階
地域交流センター

②

15㈪
顧客が耳を傾ける効果的な

プレゼンテーション

人間関係を中心とした営業活動重視から取引することによる具体
的なメリットの提案重視へと変化しました。自社との取引が顧客に
ついて与えるメリットを的確に、短時間で伝える力について学びま
す。

13：30～16：30 【オンライン】 ③

16㈫
部下のやる気を高める

ノウハウ習得講座
部下の意欲を高めるノウハウと、モチベーションの高め方を実践
的に学び、職場と部下の同時成長を目指します。

9：30～16：15 【オンライン】 ③

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

18㈭
対人関係強化と

問題解決の進め方
この研修では対人関係を向上し、問題解決を合理的に進める考え
方、進め方を楽しく、実践的に習得していただきます。

9：30～16：15 【オンライン】 ③

18㈭
19㈮

収益性向上のための
現場改善マネジメント

（全２日コース）

生産計画／生産管理の生産性の向上を目指して、効率化、適正
化、最適化（改善）、安全性向上に向けたものづくりと収益の関係
について理解し実践的な実習を通して、全体最適を考慮した収益
性の高い製造業の現場運営を行える能力を習得します。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ④

24㈬ 健康経営セミナー
大切な社員とその家族が心身ともに健康で長く働き続けられる職
場づくりとは？取り組み事例を交えながらポイントを学びます。

14：00～16：00
アルネ・津山４階
地域交流センター
【オンライン併用】

②

10～11月

①岡山県知財総合支援窓口 ℡ 086-286-9711 ②津山まちなかカレッジ ℡ 0868-31-2232
③テクノサポート岡山 ℡ 086-286-9661 ④ポリテクセンター岡山 ℡ 086-246-2530お問い合わせ先

●お問い合わせ先 ℡ 086-206-2180 ●お問い合わせ先 ℡ 086-286-9711

【日 時】毎月第３水曜日 10:00～15:00

（オンライン相談対応可）
【会 場】つやま産業支援センター

●予約QRコードはこちら→ →
お問い合わせ先 ℡ 0868ー24-0740

知財や特許、商標のご相談は
岡山県知財総合支援窓口

IT、IoTに関するご相談は
つやま産業支援センター

【日 時】毎週火・木曜日 10:00～16:00

（電話・オンライン相談対応可）
【会 場】つやま産業支援センター【日 時】毎週月曜日 13:00～20:00

（月曜日以外はオンライン相談対応可）
【会 場】津山商工会議所

経営・創業に関する様々なご相談は
岡山県よろず支援拠点


