企業／経営者の役立ち情報

つやまビジネス通信

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紙
です。

202２年

９月

Topics
今月のトピックス
「まなび」の秋 到来！（各種セミナー等のご紹介）
専門家派遣プログラムのご紹介
クリエイティブ人材ネットワーク 会員クリエイター募集
ITコラム『ちょっと知って欲しんや』
９月～１０月 役に立つイベント等のご案内

津山ステンレス・メタルクラスター
メタル交流会 開催のご案内
津山高専に在籍時、津山地域の企業と難削材の
共同研究に取り組まれた大同大学の萩野先生を
お招きして、「機械加工分野の最近の研究トレ
ンドと加工の情報化」について、ご講演いただ
きます。
［日
［場

時］
所］

［参加料］
［講 師］
［対 象］
［申

込］

［その他］

令和4年9月29日(木) 15時～17時(予定)
津山市役所東庁舎1F E101会議室
（津山市山北663）
無料
萩野 将広 氏（大同大学 講師・工学博士）
津山ステンレス・メタルクラスターの
会員企業、津山地域の金属加工企業
以下のURLにアクセスして、必要事項を
ご入力ください。
https://forms.gle/EDCdc3dA9b2vfuc77
オンラインでの聴講を希望する場合は、
センターまでお問い合わせください。

第6404回岡山地区QCサークル大会
津山聴講会場のご案内
県南エリアで活動している岡山地区QCサーク
ル（小集団改善活動）の事例発表会をオンラ
インにて中継し、聴講いただけます。自社の
現場改善にお役立てください。
［日
［場

時］
所］

令和4年10月21日（金）10:00～16:15
津山市役所東庁舎3F E301会議室
（津山市山北663）
［参加料］ 無料
［その他］ 途中参加・途中退場可
［発表企業］㈱岡山村田製作所、㈱シンニチロ、
JFEスチール㈱西日本製鉄所等
［申込方法］右の2次元コードよりアクセスの上、
必要事項を入力
［その他］ 発表企業や当日の次第については2次元
コードよりご確認できます。

受講者
募集

製造業のための
生産性向上セミナー

現場改善能力を高め、生産性の向上や事業拡大を
目指すことを目的としたセミナーです。企業の人
材育成などにご活用ください。

IEコース基礎研修【締切】令和4年10月7日(金)17時
［日
［講

時］
師］

令和4年10月15日(土) 9時～16時
エーステクニカルリサーチ 芦田 友紀 氏

QCコース基礎研修 【締切】令和4年10月21日(金)17時
［日
［講

時］
師］

令和4年10月29日(土) 9時～16時
つやま産業支援センター 荒砂 三喜男

《場

所》

津山市役所東庁舎1F E101会議室
（津山市山北663）
無料
以下のURLにアクセスして、必要事項を
ご入力ください。
https://forms.gle/pwfq2RdvWaJCFJCs6
後日、案内チラシにてご案内する予定です。

《参加料》
《申 込》

《その他》

第２３回 改善活動発表大会
発表企業の募集
改善活動の普及･啓発や社員教育を図ることを目
的に第２3回改善活動発表大会を開催します。
貴社の生産性や品質の改善事例の成果発表や人材
育成の場として積極的にご応募ください。
【発表大会】
［日 時］
［場 所］
【募集内容】
［募集企業数］
［発表内容］
［応募方法］
［応募締切］

令和4年12月18日（日）9：30～12：30
津山鶴山ホテル （津山市東新町114-4）
３～４社程度
※応募多数の場合は選考により決定
IEやQC手法等を活用した現場改善事例を
15分程度で発表していただきます。
①コチラからフォームを入力
②メールまたは電話にて連絡
令和４年９月30日(金)

専門家派遣プログラムのご案内 〈事例紹介〉
CASE①（木工製造業A社の場合）
課題：不良発生による損失金額、手直し率の高さ
目標：原因の追究と品質改善（不良率の抑制）

事業者の皆さまが抱える各課題に応じて、
登録専門家を派遣し、課題の解決を図るサ
ポートをします。まずはお気軽に当センタ
ーまでご相談下さい。業種は問いません！

成果：３工程で不良率1％以下を達成！
社員の品質への意識が向上！

［対象］
津山市内中小企業等
（個人事業主、創業予定者を含む）

CASE②（繊維製造業B社の場合）
課題：自社製品の効果的PR方法を模索
マーケティング手法を身に着けたい
目標：チラシとHPの連携で引き合い数の増加

［派遣時間・回数］
１回４時間を上限。年度内１０回まで。
［費用］
１回あたり5,000円
コロナによる無料措置あり。
詳細は当センターHPにてご確認ください。

成果：助言を受けて、チラシのリニューアルを実施
製品の売上が前年比約3倍にアップ！

FACTORY BRAND FAIR 2022
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
にお届けするフェア「MADE IN TSUYAMA FACTORY BRAND
FAIR 2022」を開催します。
笏本縫製「SHAKUNONE」は、プレゼントにも最適なこだわりの
オリジナルネクタイを。内田縫製からは、新作のカバーオールやレ
ディースワイドパンツなどが登場。末田工業所「KOROKU」からは
、セルビッチデニムとヌメ革をあわせたバッグやリュックなどを販
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。

期間：

9.16FRI － 9.26MON

10：00～19：00
最終日は17：00まで

会場：とっとり・おかやま新橋館
すべての女性へ、自分らしく輝くための体験・セミナーなど役立つ情報の発信

津山まちなかカレッジ

10/1（土）
10：30～15：30

５周年記念イベント

開催します！

Smile Woman Lab. vol.5
①自分を知るための「私の説明書」作り
②香り占いとハンドクリーム作り
③印象アップのためのメイク術
④ものづくり女子座談会
⑤キッズビジョントレーニング、英語でふれあうゲーム大会
⑥2022まちカレつやま会議

つやま産業塾プロフェッショナルコース
「デザイン×マーケティング デザインとマーケティングを活かした商品開発」の受講生を募集!
実践的な商品開発に必要なデザインやマーケティングについて学びます。
【日時】 令和4年9月30日（金）15：00～17：30（休憩時間含）
【場所】 アルネ・津山４階 地域交流センター
【講師】 原田晋伍氏（パナソニックハウジングソリューションズ株式会社、津山市出身）
【定員】 先着15名
【受講料】 1,000円
【申込】 HPにある申込専用フォーム、又はまちカレHPから申込可

デ デザインとマーケティングを
活かした商品開発
ザ
イ
ン
×マーケティング

ICTコネクトイノベーションズ

クリエイティブの連携で地域と企業を輝かせる

ICTコネクトイノベーションズ
（小林）

つやまクリエイティブ人材ネットワーク
募集期間
9/1～9/30

令和4年8月16日（水）、AI・IoT普及推進協会代
表理事の阿部氏にご登壇頂き、基調講演とワークシ
ョップを行いました。基調講演では「これからの時
代はデータを持つ者が一番強い。だから中小企業の
AI/IoTは 早い・安い・上手い の三拍子で取り組む
必要がある」とのお話を伺いました。次に株式会社
ワードシステムによるワークショップを行い、ある
シチュエーションでの困り事をIoTを使って解決す
る方法をグループでアイディア出しを行い、発表し
あいました。

３つ のポイント
ＷＥＢ
専用のＨＰにより、会
員クリエイターを紹介
し、地域企業とのマッ
チングを図ります。

小林しんやの

知って

学

流

オンライン交流会や地
域企業、経営者との交
流会を実施し、人的ネ
ットワークを形成しま
す。

び

経営のわかるクリエ
イターの育成を目標
とした様々なセミナ
ーを実施します。

（1）津山市内に在住もしくは事業拠点等を有している個人及び法人。
（2）個人においては開業届を提出済みのもの。
（3）以下に定める仕事に従事しているもの。
ＷＥＢクリエイター、ＷＥＢシステム、ディレクター、デザイン、マー
ケッター、
フォトグラファー、ライター、イラストレーター、映像製作
その他センターが必要と認める内容

事務局：つやま産業支援センター
☎ 0868-24-0740
✉ info@tsuyama-biz.jp

申込はHPから
https://tsuyamabiz.jp/csnet/

今日から始めるＤＸ Vol.5(最終回)

ちょっと

欲しんや

交

初年度
年会費
無 料

↑ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ成果の一例
←今回はZoomで行いました

コーディネーター

会員クリエイター募集

～ＤＸことはじめ ④～

第４の経営資源、活用してますか

会社は何らかのリターンを得るため、さまざまな
投資を実行しています。今回は経営資源としての”
情報”について考えます。
▶情報＝生産性向上ツール？
「あぁ、ITのことなら、〇〇さん、お願いね！」
日常よくある会話です。ここでいうITはパソコンや
WiFi等の情報機器や自社の経営状況を集計したエク
セル表、改正電帳法等の法令に適合させるためのIT
ツール等を指していると思います。無論、投資した
これらを使い倒し、生産性を向上させることも重要
です。ヒトやモノといった経営資源からは製品やサ
ービスといった付加価値を生みますが、第４の経営
資源といわれる”情報”から付加価値を生むことはで
きないのでしょうか。
▶現場とデータからアイディア発想してみる
7月号”省力化からビジネスの種が生まれる！？”
では、現実を可視化する重要性にお気づきかと思い
ます。最も早く手軽に現実を可視化するには、様々
なセンサーを用いる方法が適当だと考えます。

「ウチは言われた通りの部品を作って納めるだけ
だから、監視するようなセンサーはいらない～」
という声も聞きます。モノづくりの現場は職人が
並々ならぬカイゼン活動を続け、その成果が詰ま
った”宝石箱”だと私は思います。現場を様々なセン
サーを使ってデータ化することで、技術継承にも
つながります。これを例えばサブスクリプション
サービスとして外販するとどうでしょうか。部品(
モノ)だけではなく優秀な職人の技術(情報)も付加
価値を有することになります。ここから更に新し
いビジネスモデルとして、生産機器メーカー×優
秀な職人の技術(が入っている加工データ)を組み合
わせたサービスがあるのはご存じかと思います。
現場には色んなアイディアが落ちています。それ
をすくって新事業を創るのも面白いと思います。

【ワンポイント情報】
中小企業のデジタル化に役立つ情報を紹介する
「みらデジ」ご存じですか？
国の補助金やITツール・アプリケーション等の経営支援施策
リンク集や、会社のデジタル化をはじめとした経営状態を
チェックできる「みらデジ経営チェック」お試しできますよ！
中小企業庁の「みらデジ」はこちらから➡

会場：津山商工会議所
津山商工会館３階

会場：つやま産業支援センター
津山市役所東庁舎

毎週月曜日 13:00～20:00

毎月第４水曜日 10:00～15:00

（月曜日以外はオンライン相談対応可能）

（オンライン相談対応可能）

●お問い合わせ先（予約）
岡山県よろず支援拠点
℡ 086-206-2180

9～10月
日

付

業務に役立つ
表計算ソフトの関数活用

要

時

間

会

場

問

業務の効率化を目指して、事務処理に必要なデータ処理における
9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ①
表計算ソフトの関数の効果的な活用方法を習得する。
10：30～12：00

アルネ・津山4階
地域交流センター

②

20㈫
10/4㈫

BCP実践講座
B to Bメインの産業

想定外の事態が発生した場合に中核となる事業を早期復旧・継続
13：00～17：00
するために重要なBCPを策定してみませんか？

テクノサポート岡山
中会議室

③

21㈬

スマホ1台で出来る
動画編集講座

SNSというツールが一般化し、ソーシャルメディアを通じた情報発
信が簡単にできる時代になり、企業のPRにも必要不可欠なツール 13：30～16：30
となりつつあります。実演を交え分かりやすく動画編集を学びます。

オンライン

④

26㈪

一日でわかる
「やさしい会計入門講座」

この講座では会社の仕組みの理解し、複式簿記の原理を仕訳～
集計まで実践します。更に重要な会計処理の本質を学び、決算書 9：30～16：15
の見方を学びます。

オンライン

④

27㈫

Excel初心者講座

28㈬

岡山県知財総合支援窓口
津山サテライト窓口

29㈭

品質管理実践

30㈮

1㈯

10
月

概

Excelステップアップミニ講座
知っておくと業務の効率化につながる便利な関数を学びます。
【マクロ編】

17㈯

9
月

役に立つイベント等のご案内

イ ベ ン ト 名

15㈭

●お問い合わせ先（予約）
岡山県知財総合支援窓口
℡ 086-286-9711

つやま産業塾
「プロフェッショナルコース」
デザイン×マーケティング
津山まちなかカレッジ
5周年記念イベント
Smile Woman Lab. Vol.5

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「お仕事に役立つこと」にポイントを絞ってお伝えする、少人数
の初心者向け講座です。

14：00～16：00

アルネ・津山4階
地域交流センター

②

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

⑤

品質管理の考え方を理解し、不良・クレームゼロを実践するため
に必要な知識と技能を習得します。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ①

国内外で活躍中のデザイナーによる商品開発に必要なデザイン
やマーケティングについて、ワークショップを交えて学びます。

15：00～17：30

アルネ・津山4階
地域交流センター

②

まちカレ創立5周年を記念した年に一度のイベント。役立つコン
テンツが盛りだくさんな一日です。「私らしさ」を是非みつけてく
ださい。

10：30～15：30

アルネ・津山4階
地域交流センター

②

3㈪
17㈪

BCP実践講座
B to Cメインの産業

想定外の事態が発生した場合に中核となる事業を早期復旧・継続
13：00～17：00
するために重要なBCPを策定してみませんか？

テクノサポート岡山
中会議室

③

4㈫

飲食店経営者のための
集客アップセミナー

飲食店経営者やこれから飲食の創業を検討されている方を対象
14：00～16：00
に集客アップにつながるポイントやコロナ対策について学びます。

津山商工会館
1階 大ホール

⑥

4㈫
5㈬

TIG溶接技能クリニック

5㈬

ものづくり企業向け
わかりやすい
「デジタル化の進め方」

6㈭

高年齢者雇用推進
フォーラム

お問い合わせ先

溶接加工の現場力強化を目指し、TIG溶接実習を通して、適正な
溶接施工に関する技能と問題点の把握及び解決手法を習得しま
す。
デジタル化推進時に見失ってはいけないのが、導入の目

的。目的に沿って成果に繋げるためのデジタル化推進方
法を学びます。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ⑦

13:30～16:30

オンライン

④

７０歳迄の就業機会の確保が企業に求められる今、県内の代表
的企業の先進的取組みや注目企業の独自技術によるユニークな 13：30～15：30 ポリテクセンター岡山 ⑧
取組み事例をご紹介します。

①ポリテクセンター岡山
③岡山県産業振興財団
⑤岡山県知財総合支援窓口
⑦ポリテクセンター岡山

℡
℡
℡
℡

086-241-0076
086-286-9626
086-286-9711
086-246-2530

②津山まちなかカレッジ事務局
④テクノサポート岡山
⑥日本政策金融公庫
⑧高齢・障害・求職者雇用支援機構

℡
℡
℡
℡

0868-31-2232
086-286-9661
0570-077-483
086-241-0166

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

