
ものづくりコーディネーターコラム『一筆啓上仕り候』
２月～３月 役に立つイベント等のご案内

2023年

２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紙
です。つやまビジネス通信

企業／経営者のお役立ち情報

Topics

各種研修開催のご案内
ICTコネクトイノベーションズ・市民公開講座開催報告、異業種連携PF開催のお知らせ

２月２８(火)から３月３日(金)まで、IFFT東京国際家具見本
市に津山家具 TSUYAMA FURNITURE が出展します。

津山家具は津山市内５社（株式会社イマガワ、株式会社すえ
木工、有限会社髙橋工芸、株式会社津山銘木、有限会社松永建
材店）が共同で展開する家具ブランドで、美作産材の杉・桧を
使用して、地元産材の本来の美しさをシンプルに表現した家具
となっています。

また、この仕組みによって、上質な杉・桧の質感や心地よさ
を知っていただくと共に、環境にとっても森にとっても良い循
環を生み出すコンセプトも兼ね備えています。

東京出張などありましたら、是非、お立ち寄りください。

時間 10：00～17：00（最終日は16：30まで）
場所 東京ビッグサイト
会場 東展示棟７ホール

津山家具 TSUYAMA FURNITURE

Ｈｏｍｉｎｇ

ビジネスプランコンテスト ＆ 基調講演
無 料

観覧者申込み 受付中!!日にち 2023.2.23 (木・祝)

時 間 12:45 開場 ／ 13:30 開演
会 場 津山文化センター大ホール（津山市山下68）

内 容 【第１部】
ビジネスプランコンテストファイナルステージ
公開プレゼンテーション

【第２部】
基調講演 「すべてはビジョンからはじまる」
㈱中川政七商店 代表取締役会長 中川 淳 氏

株式会社中川政七商店
代表取締役会長 中川 淳 氏

（十三代目中川政七）

観覧申込は下記二次元コード
又は「Homingレプタイル」で
検索をお願いします。

Homingビジネスプランコンテスト開催・東京国際家具見本市出展のお知らせ

IFFT東京国際家具見本市に出展



１月２８日（土）、津山鶴山ホテルにて津山市人づ
くり事業 市民公開講座『これからも挑戦し続ける町
工場』を開催しました。

大寒波により津山市でも観測史上１位の46㎝の積
雪を記録するなど、気象状況が極めて不安定な状況で
したが無事開催することが出来ました。

浜野製作所のある東京都墨田区は、元々家族経営、
多種多業種の中小零細企業が集積している町であり、
近年は工場数が激減しています。浜野氏は、1993年
に創業者である父の死後、同社社長に就任。その7年
後に工場が近隣のもらい火により全焼する不運に見舞
われます。

そういった経営のピンチを経験したことから、経営
理念をお客様・スタッフ・地域へ感謝・還元としてい
ることや、「ありがとう」と言われるものづくりにつ
いて歩行困難なある家族から感謝されたエピソード等
を交え、ものづくり企業の素晴らしさや町工場だから

内 容

・講 演 演題「内発的動機から始める新規事業
～アイデンティティ型デザイン経営の実践～」

講師 株式会社SASI 代表取締役 近藤 清人 氏

・企業交流会

上記の2次元コード（申込）に
アクセスして入力フォームより

お申し込みください。近藤 清人氏

１月２０日（金）、会場の津山圏域雇用労働センタ
ーとオンラインとのハイブリッド形式にてICTコネク
トイノベーションズを開催しました。今回は低コスト
でよりよい生産性向上の実現を目的に、IoTでデータ
を集める事例とデータを分析する手法について各企業
から発表いただきました。

基調セミナーでは株式会社アステックコンサルティ
ングより松山 和人氏をお招きし、現場の諸問題を経
験と勘で回避するのではなく、データ分析による問題
解決に取り組むことの重要さを改めて認識しました。

後半は、IoTに取り組んでいる有限会社中村工業所
より加工終了システム『はよきんちゃい！』について
熱く語っていただき、株式会社ソフィアと株式会社ワ

ードシステムからはデータ分析
に有用なITツールについてご紹
介頂きました。今後も企業DX
化推進のため、ICTコネクトイ
ノベーションズを開催していき
ます。

２月３日(金)、つやまICTコネクト企業向けに顧客
視点を醸成し、コミュニケーション力を養う研修会
を開催しました。

講師に株式会社４C 代表取締役 黒木 伸一氏をお招
きし顧客との接点が多い従業員等を対象に、講義と
個人ワーク、グループワークを通して相手の話を聴
く・相手に伝わる・相手を把握するコミュニケーシ
ョンを体得する内容でした。

IT用語はカタカナが多く、自分は伝えたはずでも
相手には正確に伝わっていないことがあります。相
手に伝わるコミュニケーションの体感として、講師
が伝えた内容を絵に描くワークを行い、情報の送り
手と受け手にはギャップが存在することを実感しま
した。

また、津山圏域でICTに関わる同志が集まる機会と
して、グループワークは
もちろん、休憩中もお互
いの情報交換をしながら
親交を深める機会となり
ました。

出来たことをお話頂きました。
産学官連携や異業種連携を通じて多くの繋がりが

生まれ、今では上場企業から派遣社員の受け入れや
ガレージスミダでは多くのスタートアップ支援を行
い、人と人とのつながりや関係性の中から新しいこ
とを生み出す、これからの中小ものづくり企業の1
つの方向性についてお話し頂きました。

今後も市民の方向けに年に1度、他業種の方をお
呼びして市民公開講座を行います。

講師：株式会社浜野製作所 代表取締役CEO 浜野 慶一氏



うさぎどし は
時代劇大好き いっぴつけいじょうつかまつりそうろう

ものづくりコーディネーターの 「一筆啓上仕り候」
※「一筆啓上仕り候」とは現代語で「簡単に申し上げます」という意味。

荒砂 三喜男CD 擦り減れる 金の草鞋で 求む人今月の一筆啓上
自作川柳
其の参(お粗末)

前号は中小企業の利益を圧迫する電気料金の今後の見通しについて述べました。本号ではそれに劣らず深刻
な人手不足の問題と人時生産性について解説いたします。

▼自社の人時生産性を把握していますか?

次号では私の担当するコラムの締めくくりとして
企業マッチングについて一筆啓上仕ります。

▼地方における人手不足の現状データ
日本商工会議所が昨年9月に発表した「人手不足の状

況新卒採用・インターンシップの実施状況」によると
「人手が不足している」と回答した企業割合は約65％と
なり、過去最高だった2019年調査の66.4％に迫る深刻な
「人手不足」となっています。 私が昨年7 月から現在
までに訪問させていただいた70社以上の津山圏域企業で
は、それを大きく上回る9割以上の企業が人手不足に悩
まされている状況を実感しました。

▼外国人人材の活用について
種々の求人媒体による採用活動によっても必要な人材

を獲得できない状況の中、津山地域でも外国人人材を雇
用される企業が年々増加しています。

厚生労働省が発表した令和４年10月末現在のデータで
は、外国人を雇用する事業所数は約30万事業所、外国人
労働者数は 約182万人となっています。国籍別にみると
、ベトナムが最多の46万人（外国人全体の 25.4％)次い
で、中国38万人同 21.2％）、フィリピン 20万人（同
11.3％）の順です。産業別では製造業が26.6%で最多と
なっています。

かね わらじす

業種別平均人時生産性

労働人口の減少と働き方の多様化が進む中で注目さ
れ重要な指標となっているのが「人時生産性」です。

人時生産性とは、1人が1時間働いた場合にどれだけ
の粗利が生み出されているかを測る指標です。そもそ
も人時(にんじ)とは、1人で行う場合に1時間かかる作
業量のことを指します。たとえば、2人で1時間かけて
終わる作業は2人時、2人で30分かけて終わる作業は1
人時となります。人時生産性は下図のような計算式で
算出できます。

ここでいう粗利とは、売上高からコストを差し引い
たものです。総労働時間は、その業務にかかった人数
×時間となります。たとえば、2人の従業員が2時間か
けて12,000円の粗利を出した場合、人時生産性は
3,000円です。

人時生産性を高めるためには、最適な人員配置によ
る総労働時間の削減、ITツール導入などが有効です。
人時生産性を分析し正しく改善を進めていくことで、
日本全体の課題となっている労働人口減少による人材
不足への対策ができます。

へ

2022年

ベトナム

フィリピン

中国

製造業

KPI策定ワークショップ

KPI（Key Performance Indicator）とは、企業や組
織の目標を達成するために行う活動の具体的な行動指
標のことです。目標の達成度合いを数値化して計測で
きるようにした指標がKPIです。

単なる数値目標ではないKPIの意味と管理方法を解説
し、ワークショップを通じて自社のサクセスマップを
作成しKPIの策定を行います。

【会 場】 アルネ・津山４階 地域交流センター

【定 員】 5社（各社3名まで）

【講 師】 株式会社ソフィア 前田 哲也 氏

【日 程】 ２月２８日(火) 15：30～17：30

【受講料】 無 料
お問合せ・お申込み
津山まちなかカレッジ事務局
TEL：0868-31-2232 FAX：0868-31-2252

企業向けリスク管理セミナー

法人が抱える様々な経営リスク

突然予測不可能なこと（自然災害、代表者がお亡く
なりになった等）があった場合に備え、事業を継続す
るために強靭な会社作りが必要です。ここでは施策例
や生命保険を通しての様々な対策方法を解説します。

【会 場】 アルネ・津山4階 地域交流センター

【定 員】 20名

【講 師】 三井住友海上あいおい生命
中国営業部 岡山生保支社 菅原 聡人 氏

【日 程】 ３月１３日(月) 15：00～17：00

【受講料】 無 料



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

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

２
月

14㈫
外国人材雇用
活用セミナー

外国人材活用の現状、雇用の留意点、受入態勢づく
り、最新の海外情勢を学び、これからの人材不足に
備えてみませんか？

14：00～17：00
アルネ・津山4階
津山市立図書館

視聴覚室
①

16㈭
3/2㈭

現場力を育てるリーダー
育成コース

～現場を動かすプレゼン
テーションテクニック～

ここでは演習を交え、現場での働きかけ、人を動か
すプレゼンスキルを強化します。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ②

18㈯
25㈯
3/4㈯

実践建築設計３次元CAD技術
住宅関連業務従事者にとって必要な建築プレゼン作
成技能を演習を通して学びます。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ②

20㈪
異業種連携プラットフォーム

ビジネスマッチング

異業種連携プラットフォームとは、地域企業が持つ
技術やアイディア等の強みを組み合わせ革新性のあ
る製品・サービスを生み出す仕組みです。

16：00～19：00
グリーンヒルズ津山
リージョンセンター

ペンタホール
③

21㈫
22㈬

実践的PLC制御技術
技能高度化、故障対応・予防に向けた生産システム
保全に関する総合実習を通して、PLCを用いた生産
設備設計の実務能力を習得します。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ②

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
④

24㈮
岡山県中小企業ものづくり

関連支援制度説明会

中小企業者等が行う新技術・新製品の研究開発等を
対象とした令和5年度の補助金等の支援制度説明会
を会場及びオンラインにて開催します。

13：00～17：00
テクノサポート岡山

大会議室
【オンライン】

⑤

26㈰
デザインツール

CANVAでチラシ作成

約8000点以上のテンプレートや数多くの写真・イラ
スト・アイコンが豊富に用意されている無料デザイ
ンツールCANVA基本操作を学びます。

10：30～12：00
アルネ・津山4階

津山地域交流センター
①

27㈪
令和４年度

高付加価値加工技術
第３回セミナー

このセミナーでは、加工現場のDX化（データの見え
る化）において成果をあげられた事例を紹介いたし
ます。

13：00～16：50
テクノサポート岡山

大会議室
【オンライン】

⑤

28㈫
KPI策定

ワークショップ
目標の達成度合いを数値化して計測できるようにし
た指標のKPIの意味と管理方法を解説します。

15：30～17：30
アルネ・津山4階

津山地域交流センター
①

３
月

2㈭ C’snet SKILL UP SEMINAR

株式会社クリエイターズマッチ 代表取締役 呉 京樹
氏をお招きし、「地域発デザインで、未来をかえ
る」と題し、クリエイティブ人材の地産地消への挑
戦についてお話し頂きます。

17：00～19：00
アルネ・津山4階

津山地域交流センター
③

6㈪
～
8㈬

短期集中
パソコン初心者講座

基本操作に加え、知っていると効率が上がる便利な
機能など、ポイントを絞って学びます。

10：15～12：15
アルネ・津山4階

津山地域交流センター
①

7㈫
16㈭

現場力を育てるリーダー
育成コース

～生産現場で活用する
リーダーシップ手法～

現場力を高めるリーダーシップ手法について、演習
を交えて実践力を強化します。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ②

13㈪
法人が抱える

様々な経営リスク

法人に何か予測不可能なことがあった場合に備えて、
事業を継続させることが出来る強靭会社作りが必要
です。本セミナーでは施策例や生命保険を通しての、
様々な対策方法を解説します。

15：00～17：00
アルネ・津山4階

津山地域交流センター
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
④

２～３月

①津山まちなかカレッジ事務局 ℡ 0868-31-2232 ②ポリテクセンター岡山 ℡ 086-246-2530
③つやま産業支援センター ℡ 0868-24-0740 ④岡山県知財総合支援窓口 ℡ 086-286-9711
⑤岡山県産業振興財団 ℡ 086-286-9651

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

会場：津山商工会議所
津山商工会館３階

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能）

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

毎月第４水曜日 10:00～15:00
（オンライン相談対応可能）

会場：つやま産業支援センター
津山市役所東庁舎

お問い合わせ先


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4

