
各会の会員募集中

開発補助制度の締め切り

役に立つイベントのご案内

2018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。

まちなかカレッジ講座
若手・中堅社員研修のお知らせ

一次募集 ５月31日（木）締切

補助金名 概 要 補助率 補助上限額

産学官連携による
研究開発
サポート補助金

大学・高等専門学校等と中小企業者等が、新商品の開発や新技
術の導入を目的に実施する共同研究及び委託研究

⑴100万円以内は10分の10以内
⑵100万円を超える部分は
2分の1以内

⑴および⑵の合計
300万円

新製品・新技術開発
サポート補助金

革新的な新製品、新技術、付加価値製品などの開発費用
（特に自社技術を用いた新事業展開、地域資源を用いた付加価
値製品の開発、地域内企業の連携による革新的技術の開発等を
優先）

1/2以内
200万円

（革新性ある事業:500万円）

自動化・省力化・
ロボット技術実証
サポート補助金

機械等を用いた自動化、省力化に資する新製品・新技術開発の
ための試作品等開発、実証実験、試験運用、試験結果の分析、
製品改良の費用
（特に工場、作業現場、農林業などの人的作業を軽減する製品や
技術の開発を優先）

2/3以内 300万円

新商品・技術の開発に対する下記の補助制
度の募集中です。第一次募集は平成30年５月
31日までとなっています。活用を考えている

企業の皆様は、お早めにお問い合わせくださ
い。

また、サテライトオフィス設置・創業等サ
ポート補助金の締め切りも平成30年５月31日

となっております。こちらもお早めのご申請
をお願いします。

その他の補助金は随時募集中となっており
ます。お気軽に当センターまでお問い合わせ
ください。

※対象は「津山市内に本社又は主たる事業所若しくは工場を有する中小企業」です
※自動化・省力化・ロボット技術実証サポート補助金の共同企業は、市内企業に限りません
※一次募集で予算額の上限に達した場合、二次募集はありません

商品・技術等の開発補助制度

S-MJ ｓaｉa PROT‐１

産学官連携による研究開発サポート補
助金を活用し、津山高専と共同研究し
て開発された新商品

RGB３色のLEDで自在な色を
つくりだす無影灯



岡山県産業振興財団が行う

なぜ働くか？プロフェッショナ
ルとは何か？
プロとしての仕事の進め方、行
動の仕方を学び、次期リーダー
を目指そう！

自らを知り、自己革新を行い、会
社を引っ張るたくましい中堅社員
になろう。

若手社員研修

中堅社員研修

平成30年 ６月26日㊋～６月27日㊌
９:30～16:15（休憩45分）

日 時

日 時

平成30年 ７月10日㊋～７月11日㊌
９:30～16:15（休憩45分）

お問い合わせ先 公益財団法人岡山県産業振興財団 総務部総務企画課 TEL086-286-9661

プロフェッショナルへの道を目指す！

自分を知ってビジネスを楽しくする！

受講料
12,960円（税込）/人

会 場 つやま産業支援センター

アルネ・津山４F 地域交流センター

部下育成コーチング
基礎編・応用編

ー現在にマッチした指導法を学ぶー

・傾聴スキルの向上を図る
・部下の能力を引き出す
・チームビルディングの基礎を構築

アルネ・津山４F 地域交流センター

2018年

日 時

各日程とも 13:30～16:30

①５月22日(土)

場 所

受講料 定 員2日間で 15名

・質問力で部下が成長する
・褒め方・叱り方の習得
・一人ひとりの能力を最大限に引き
出し、組織力アップを実践

基礎編

「知ってるつもり」を「できる」に変える

印象度UP＆ビジネス文書

来客応対、何も意識せずやっていませんか？
受付での印象が会社全体のイメージを決めます。会社
の“顔”として明るく丁寧な応対を身につけましょう！

2018年

日 時

10:30～13:30

５月22日(火)

場 所

受講料 定 員1,500円 10名

お問い合わせ先 津山まちなかカレッジ事務局 TEL31-2232 FAX31-2252

ビジネス文書の種類・基本構成や慣用語、Wordでの見
やすいレイアウトの作り方も学べて一石二鳥。
自信をもってWordでビジネス文書をつくりましょう。

第1部（10:30-11:50）

来客対応レッスン＆印象UP術

第2部（12:00-13:30）

Wordも学べるビジネス文書
応用編

①

②

②６月23日(土)

8,000円/人

講 師

Moritaキャリア
プランニング
代表

森田ひとみ氏



津山圏域改善活動委員会は、QCサークル活動など企

業内での改善活動の普及と浸透を推進し、企業の更なる
発展と体質改善、強化を目的に活動しています！

事業内容
1 産学交流会（年3回程度）
2 企業ＰＲ会（12月頃）
3 津山高専研究室訪問・会員企業訪問
4 出前講座
5 津山高専学生祭(弥生祭)での展示
6 人材育成事業
7 地域共同テクノセンター利用料の減免

津山地域のステンレスを中心とする金属加工企業や関
連する企業がネットワークを形成して、
その技術を活かし、地域産業の強化と全
国への発信を目的に活動しています！

事業内容
1 改善活動委員会（毎月開催）
2 改善活動発表大会（12 月開催）
3 QC手法基礎コース研修会（年1 回）
4 QC・改善をテーマとした工場見学（年2 回）
5 各種研修会等への参加費補助

事業内容
1 地域産業のプロモーション（大型展示会出展）
2 研修会や視察等の開催
3 人材の教育(技術、経営、組織等)

4 市場、技術動向の情報収集及び情報支援
5 産業集積に向けた戦略の立案及び企業間連携の促進

年会費

３万円
※うち1万円は、
つやま産業支援
センター賛助会
費

年会費

３万円 ※うち1万円は、つやま産業支

援センター賛助会費

随
時

会
員
募
集
中

津山高専技術交流プラザでは、津山高専と産業界との交流
を深めることで、地域産業の発展に寄与するとともに、津山
高専の教育研究を振興するために活動しています！

年会費
２万円 ※うち1万円は、つやま産業支援センター賛助会費

お問い合わせ先 つやま産業支援センター TEL0868-24-0740

※上記の会に複数加入いただいた場合、つやま産業支援センター賛助会費を重複していただく事はありません



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） 津山市山北663 津山市役所東庁舎１階 ℡ 0868-24-0740 e-mail:info@tsuyama-biz.jp

役に立つイベント等のご案内

5月以降の毎月第３火曜日 10:00～16:00

会場:作州津山商工会本部会館
お問い合わせ・相談お申し込み先

岡山県よろず支援拠点

TEL 086-286-9667

津山商工会議所 作州津山商工会

月曜日 13:00～20:00

会場:津山商工会議所

日 付 イ ベ ン ト 名 等 概 要 時 間 会 場 問

5月

16㈬ 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。
※要予約

10:00～15:00
つやま産業
支援センター

②

20㈰ Ziba Books
「こども哲学～アーダコーダのじかん～」「絵本の時間＆ブックカ
フェ」の開催のほか、キーマカレーやコロッケも食べられます。

11:00～17:00 Ziba Platform ③

20㈰ 植本祭
第1部（13:30～15:00）トークイベント「本のある空間づくり」
第2部（15:00～16:00）植本祭＆ワークショップ

13:00～16:00

アルネ・津山4階

地域交流セン
ター

⑤

23㈬,

24㈭
収益性向上のための現場改
善マネジメント

現場における収益性向上の為に、企業競争力を把握して競争
に勝つものづくりを知り、制約のある中での現場改善のポイント
を習得します。

9:30～16:30
ポリテクセンター

岡山
①

25㈮～
H31.1

全20回

第13期 後継者育成塾
※申込は18㈮まで

将来経営者になる、経営者に就任して間もない方を対象に開講
する「後継者育成塾」では経営者としての心構えや「自己改革」
を促し、素質の向上を目的に研修を行っています。

9:30～16:30
テクノサポート

岡山
④

26㈯
部下育成コーチング
基礎編

・傾聴スキルの向上を図る
・部下の能力を引き出す
・チームビルディングの基礎を構築

13:30～16:30

アルネ・津山4階

地域交流セン
ター

⑤

28㈪ Word基礎講座
基礎からきっちり身に付く内容です。
学べる機能：文字の強調、均等割り付け、書式のコピー、左イン
デント、行間、箇条書き、タブ、罫線作成・編集

10:30～13:30

アルネ・津山4階

地域交流セン
ター

⑤

6月

6㈬ 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。
※要予約

10:00～15:00
つやま産業
支援センター

②

9㈯ Excel基礎講座
Excelの特徴や仕組みを理解し、実務でも活用できるよう土台を
作る初心者向けの講座です。

10:30～13:30

アルネ・津山4階

地域交流セン
ター

⑤

13㈭,

20㈬ 見える化による現場改善技術
生産現場における製造工程の効率化（改善）をめざして、現場
指導者に必要な現場改善技法と指導技法を習得します。

9:30～16:30
ポリテクセンター

岡山
①

14㈭，
15㈮

有接点シーケンス制御による
電動機制御の実務

電動機と有接点リレーシーケンス制御による運転回路の設計、
制御盤組立等の作業の効率化・改善をめざして、安全と品質に
配慮した電動機制御の実務作業とその評価方法を習得します。

9:00～17:30
ポリテクセンター

岡山
①

14㈭,

21㈭
製造現場におけるヒューマン
エラー対策と実践的技法

製造現場における不良ゼロ達成を目指して、ヒューマンエラー
の発生要因の分析や防止の実践的な手法を体得し、作業生産
性の向上を図り、実践的な作業管理が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
①

19㈫～
22㈮ 旋盤精密加工技術

部品加工や冶工具製作における旋盤作業の技能高度化をめざ
して、技能検定2級相当の旋盤作業（テーパ加工、偏心加工、ね
じ加工等）を課題加工実習を通して習得します。

9:30～16:30
ポリテクセンター

岡山
①

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。
※要予約

10:00～15:00
つやま産業
支援センター

②

20㈬～
22㈮ 実践機械製図

機械設計業務の効率化をめざして、機械製図の組立図及び部
品図に関する総合的かつ実践的な知識、技能を習得します。

9:30～16:30
ポリテクセンター

岡山
①

23㈯
部下育成コーチング
応用編

・質問力で部下が成長する
・褒め方・叱り方の習得
・一人ひとりの能力を最大限に引き出し、組織力アップを実践

13:30～16:30

アルネ・津山4階

地域交流セン
ター

⑤

①ポリテクセンター岡山 ℡086-246-2530 ②岡山県知財総合支援窓口 ℡086-286-9711
③Ziba Platform ℡0868-32-8801 ④テクノサポート岡山 ℡086-286-9626
⑤津山まちなかカレッジ事務局 ℡0868-31-2232 

お問い合わせ先

５～６月

商工会

よろず
経営相談会 お問い合わせ・相談お申し込み先

岡山県商工会連合会広域サポートセンター
TEL 086-238-5666


