
P.3 MADE IN TSUYAMA 東急ハンズ新宿店でポップアップ出展販売

P.1 つやま産業塾第２６期 募集開始のお知らせ

P.3 コラム『ちょっと知ってほしいんや～今日から始めるDX Vol.1』

2022年

５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。

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ご案内
P.2 つやま企業サポート補助金～募集締切５月末について～

P.4 役に立つイベント等のご案内

今年度のテーマを『変化への挑戦 challenge』と題して、つや
ま産業塾の第26期生を募集しています。
社会やビジネスの複雑性が増し、予測不能で変化の激しい時代を

迎えるなか、自ら考え、行動し、事業を創発していく力が個人に求
められています。産業塾で、「事業構想力」「価値総出力」「企業
家（起業家）精神」を磨いてみませんか？

【申込締切】 6月3日（金）※定員に達し次第受付終了

【定 員】 20名
【期 間】 6月～12月 全8回
【申込方法】 右の申込

フォームから

㈱パドック

超小型電気自動車「ｅ-ｍｏ」

を津山高専へ寄贈

㈱パドック（津山市下田邑）が津山工業高等専門学校に超小型電気自動車
「ｅ-ｍｏ」1台を寄贈し、4月18日に贈呈式が行われました。
今後、津山高専では「ｅ-ｍｏ」を活用して走行、バッテリー、駆動制御等の
様々な分野での取組みや研究を検討していく予定です。
今年2月には津山高専に５Ｇ環境も整備されるなど、新たに学生が次世代モ

ビリティに触れることで５Ｇとの連携やアイデアの創出に期待ができます。

https://www.tsuyama-biz.jp/post-seminar/1657/


①新製品・新技術開発サポート補助金 申請期限が迫っています！
②サテライトオフィス設置・創業等サポート補助金 ご応募はお早めに！

会 場

【申請期限】
①令和4年5月31日（火）
②令和4年5月31日（火）（一次募集）

【補助率・補助上限】
①2/3以内・150万円
②1/2以内・250万円

講 師

2部 名刺交換会・交流会
※名刺を多数ご用意ください

アルネ・津山3F サテライトオフィス COTOYADO

コラーニングスペース

対 象 入社から４年目までの若手社員

組織の未来を任せられる人材育成のための
「若手を育み、成長を促す！」

若手社員研修
＆交流会

1部 ビジネススキル研修

・ビジネスマナーのふりかえり
・仕事の進め方
・ビジネスコミュニケーション
・職場の人間関係づくり

ミチナス代表 長江 由美子 氏

岡山大学 自然科学研究科 非常勤講師
（キャリア形成担当）

令和４年

６月１５日（水）
１部14：00～16：00

2部16：00～17：00

30名
（1企業：3名まで）

3,000円（税込み）

日 時

定 員

受講料

【令和4年度つやま企業サポート補助金のお知らせ】
つやま産業支援センターの補助金について、申請期限が近い補助金についてお知らせいたします。

下記の内容をご確認ください。



コーディネーター 小林しんやの

「デジタル化」を進め、 「データの時代」を生き残ろう！！
小林 真也CD

ちょっと知って欲しんや
今日から始めるＤＸ Vol.1

【セキュリティ ワンポイント情報】
サイバーセキュリティお助け隊サービス ご紹介

中小企業1,117社の調査によると、不審な外部アクセス検知は
181,536件と報告(※)、仮に自社がサイバー攻撃による被害を受
けた場合、その影響は予想以上に及ぶ可能性があります。
積極的なサイバーセキュリティ対策をお薦めします。

お助け隊サービスの詳細はこちら ➡

「データの時代」と言われて久しい中、ＩＴ化との違いがよく

ワカラナイという声を聞きます。そこで今回は、ＩＴ化とデジ

タル化・データの時代について考えたいと思います。

▼ ＩＴ化とは？

ＩＴ（情報技術）とは、コンピュータを使ってあらゆる種類の

電子的なデータや情報を作成、処理、保存、取得、交換す

ることです。

コンピュータなどの情報機器が普及する前、紙とエンピツ・

算盤(←古いですね)・電卓はオフィスの必需品で、計算ス

ピードと正確性はヒトの能力に依存しました。その後、情報

機器導入に伴うオフィス

のＩＴ化が進んだため、

情報の保存と管理は ＩＴ

化の前と後で、右記の

ようになります。

▼ ＩＴ化は進んだが、デジタル化は進んだのか？

「え！？、これまでの紙(＝アナログ)からコンピュータ(＝デ

ジタル)に変えることで、デジタル化を進めたことになるの

では？」 そうです、安心してください、進んでますよ！！

ここではもう少し深堀りして、「デジタル化のメリットを得ら

れているか？」という視点で考えてみます。

デジタル化のメリットとして、①再利用(複製/編集)しやす

い、②検索しやすい、③手順化しやすい(属人化しない)、

④つなげやすい 等があり、①と②はＩＴ化当初からメリット

を享受している一方、③と④は途半ばだと感じています。

▼ データの時代＝ビジネスデータを分析し活用する時代

アナログ・デジタルを問わず、企業はある目的をもってデ

ータ分析を行います。しかし先行きが不透明で予測困難な

時代のデータ分析には、<1>必要十分なデータ項目や粒

度(横軸[時間]や縦軸[分解度])、<2>適切な分析手法が必

要になり、これまでより多くのデータが必要になります。大

量のアナログデータは分析しづらいがために、デジタル化

は必須となります。

次号では、ＤＸについて考えたいと思います。

（※）中小企業サイバーセキュリティ対策支援体制構築事業（R2年度）より引用

ＩＴ化前 ＩＴ化後

保存 紙 ディスク

管理 ファイル コンピュータ ※本コラムへのご意見、ご感想はこちらまで ➡

東急ハンズ新宿店UP
POPPOP
UP
4月5日(火)～4月18日(月)まで、東急ハンズ新宿店で

MADE IN TSUYAMAのポップアップ出展を行いました。
UCHIDA HOUSEIからは新作ジーンズとGジャン、ワン

ピースなど、KOROKUからは新作ボディバッグを含む商
品を出展して、テストマーケティングを行い、直接、お客
様に自社オリジナル製品をお届けしました。
東京では、桜が散っていく時期でしたが、UCHIDA 

HOUSEIの代名詞ともいえる桜のデニムシリーズに来場者
は目を引かれているようでした。



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

5

月

17㈫
会社を守るための

労務管理と就業規則

働き方改革関連法や白ナンバーのアルコールチェック等の実務
対応や、「会社を守る」という観点での「就業規則」の作成方法を
解説します。また、人材不足が深刻する中、採用戦略についても
アドバイスします。

15：00～17：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

19㈭
～
20㈮

製造現場における
ヒューマンエラー対策と

実践的技法

工程管理/技術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ヒューマンエラーの発生要
因の分析及び防止の実践的な手法を体得し生産性の向上を図る
と共に実践的な生産管理が行える能力を習得する。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
②

21㈯
Excelステップアップ

ミニ講座
（VLOOKUP編）

求職中の方を優先に、自身のスキルアップや仕事の効率アップの
ためにExcelの便利な機能を学んでみましょう。

10：30～11：30
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

24㈫
初心者のための
Excel基礎講座

Excelの基本操作に加え、知っていると効率が上がる便利な機能
や「お仕事に役立つ事」にポイントを絞ってお伝えする、少人数で
の初心者向け講座です。

13：00～15：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

25㈬
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

④

26㈭ DXの推進
DXによる企業変革の有効性を理解し、自社のDX推進に向けたポ
イントを習得する。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
③

6

月

9㈭
ものづくりの仕事のしくみと

生産性向上

製造業の業務の流れと各部門の役割について学び、製造業全体
の基本的な仕組みを理解すると共に、製造現場での仕事に対す
る考え方、自身の立場や責任を理解し、業務改善の考え方を習
得する。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ④

15㈬ 若手社員研修＆交流会
組織の未来を任せられる人材育成のために若手社員研修を行い
ます。ビジネスマナーの振り返り、仕事の進め方、職場の人間関
係づくり、名刺交換会、交流会を行います。

【一部】
14：00～16：00

【二部】
16：00～17：00

アルネ・津山3階
COTOYADO

①

17㈮
つやま産業塾 第26期
経営能力開発講座

社会やビジネスの複雑性が増し、予測不能で変化の激しい時代
を迎える中、自ら考え行動し事業を創発していく力が求められて
います。つやま産業塾では事業構想力や価値創出力、企業（起
業）家精神を磨いていきます。

18：00～20：30
アルネ・津山4階

地域交流センター
他

⑤

18㈯

Excelステップアップ
ミニ講座

（知っていると便利な
関数編）

求職中の方を優先に、自身のスキルアップや仕事の効率アップの
ためにExcelの便利な機能を学んでみましょう。

10：30～11：30
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

22㈬
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

23㈭
効果的なOJTを

実施するための指導法

後輩従業員へのノウハウの継承を目指して、中堅・ベテラン従業
員が持つ経験や技能をOJTを通じて後輩従業員に伝達するため
の知識と技能を習得する。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ④

24㈮
効率よく分析するための

データ集計
効率よく大量のデータを分析するための、表計算ソフトを活用した
データ集計手法を習得する。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ④

24㈮
・
29㈬

５Sによるムダ取り・
改善の進め方

生産現場における現場力強化及び技能継承をめざして、技能高
度化、故障対応・予防に向けた生産現場で発生する問題の分析・
改善技法及び指導技法を習得する。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ②

５～６月

①津山まちなかカレッジ ℡ 0868-31-2232  ②ポリテクセンター岡山 ℡ 086-246-2530 
③岡山県知財総合支援窓口 ℡ 086-286-9711 ④ポリテクセンター岡山 ℡ 086-241-0076
⑤津山市人づくり事業運営委員会 ℡ 0868-24-0740

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４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


