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７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。

OTEX出展募集のお知らせ
QC・IE基礎コース研修のご案内
新たな投資に対する支援制度のお知らせ
津山まちなかカレッジ出張講座のお知らせ
役に立つイベントのご案内

岡山の技を魅せる、展示商談会

中四国最大規模

OTEX

検索

http://www.optic.or.jp/otex/
お問い合わせ先

公益財団法人 岡山県産業振興財団

TEL086-286-9670 FAX086-286-9671

平成３０年度津山圏域改善活動委員会研修（第１８回ＱＣ手法基礎コース研修会）

ＱＣ・ＩＥ基礎コース研修
日 時 平成30年

８月２５日（土）

9：00～17：30
会 場 津山市役所東庁舎１階 Ｅ１０１会議室
（津山市山北６６３）
参加費 2,000円（昼食代込）／人
※研修会当日の受付にて現金でお支払いください。

締 切 ８月２０日（月） （※先着４０名）
その他 筆記用具はご持参ください。
お問い合わせ先

内 容
１．ＱＣ（品質管理）講座
①現場の品質管理
②ＱＣ７つ道具の概要
２．グループ研修
①小集団活動の事例紹介 ②特性要因図 グループ別立案作成
③グループ別発表 ④発表の講評
３．ＩＥ講座
①ＩＥとは
③動作経済の法則

②工程分析
④時間分析

主催：津山圏域改善活動委員会 後援：つやま産業支援センター TEL24-0740

新たな投資に対する支援制度のお知らせ
生産性向上特別措置法に基づく主な支援
「生産性向上特別措置法」に基づき、2020年度までの「生産性革命・集中投資期間」において、中小企業の生産性革命
の実現のため、市町村から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。

認定を受けられる中小企業者の規模

制度の概要
➢ 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者
等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図る
ための計画で、生産性向上特別措置法において定
められているものです。
➢ この計画は、設備を設置する事業所がある市町村
が、国から導入促進基本計画の同意を受けている
場合に、中小企業等が認定を受けることが可能で
す。
➢ 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援
等を受けることが可能となります。（支援の内容
によって、一定の要件があります。）
➢ 認定を受けられる中小企業者は左表のとおりと
なっています。
➢ 固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異な
りますので留意願います。

資本金の額又は
出資の総額

常時使用する
従業員の数

製造業その他 ※１

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業

3億円以下

900人以下

ソフトウエア業又は
情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

5千万円以下

200人以下

業種分類

政
令
指
定
業
種
※1
※2

旅館業

「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

固定資産税の特例について（スキーム図）

「先端設備等導入計
画」の申請・認定まで
に工業会の証明書が取
得できなかった場合で
も、認定後から固定資
産税の賦課期日（１月
１日）までに工業会証
明書を追加提出するこ
とで特例を受けること
ができます。

資金繰り支援

固定資産税の特例
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1％以上向
上する下記の設備
対象
設備

その他

【減価償却資産の種類（最低取得価格・販売開始時期）】
・機械装置（160万円以上・10年以内）
・測定工具及び検査工具（30万円以上・5年以内）
・器具備品（30万円以上・6年以内）
・建物附属設備（※）（60万円以上/14年以内）
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

お問い合わせ先

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあ
たり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協
会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追
加保証が受けられます。

補助金の優先採択
先端設備等導入計画の認定を受けた事業者は、次の
補助金での優先採択（審査時の加点や補助率の上昇
等）があります。
〇ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
〇小規模事業者持続化補助金
〇戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン補助金）
〇サービス等生産性向上ＩＴ導入補助金

つやま産業支援センター TEL24-0740

メニュー
津山まちなかカレッジで行う様々な研修
を皆さまの職場にて実施いたします。
研修内容もご相談に応じアレンジ可能で
す。社内で研修を検討中の企業様は是非、
ご相談ください。
※設備や備品が無い方はご相談下さい。
持参いたします。

お問い合わせ先

ビジネスマナー（電話対応・接遇マナー・コミュニケーション）
健康講座（職場でのストレッチ・ヨガ・肩こり腰痛予防・リフレッシュ）
OA講座（Word・Excel・Outlook）
キャリアデザイン講座 など

料金例
OA講座 受講者10名 3時間の場合 30,000円
時間や内容により異なりますのでお問い合わせ下さい。

津山まちなかカレッジ事務局 TEL31-2232 FAX31-2252 E-mail：info@machikare.jp

津山市地域おこし協力隊 下山凜の
活動日誌

ネ
ネコラム
おはようございます。こんにちは。こんばんは。は
じめまして。津山市地域おこし協力隊の下山凜です！
今年度からつやま産業支援センターに配属となった
新米の地域おこし協力隊員なので、まずは簡単に自己
紹介をさせてください。
私は中国上海市生まれで10才の時に来日し、昨年
まで東京に住んでいました。高校から美術を学んでい
て、大学では彫刻を専攻しました。社会人になってか
らは得意の語学を活かして、接客業に携わっていまし
た。一方で似顔絵やフィギュアを自作しては展示会に
出展して、自分なりに美術を嗜んできました。余談で
すが、昨年は3D光造形プリンターを購入し、様々な
モノを作っています。
そんな私と津山のつながりは、夫の出生地（祖父母
の実家が津山）であるということです。津山市地域お
こし協力隊の説明会で「津山には優れた素材や優れた
技術・企業がある」とつやま産業支援センターの沼さ
んから情熱的な話を聞いたとき、自分のモノづくりに
対する想いが刺激され、企業の皆様と協力して新しい
商品を開発したい思いを抱いたのを覚えています。
そして、夫婦どちらも津山市地域おこし協力隊とし

ネコアレルギーですが
ネコ大好きで
ネコを２匹飼っています

て、今年の3月に津山市に移住してきました。中古住
宅を購入し、今はＤＩＹによるオリジナル住宅づくり
を目指して夫婦で頑張っています。住宅づくりについ
てはまた、いつかお話します。
さて、地域おこし協力隊としての活動も早３カ月が
過ぎました。現在、企業の工場から出る廃材を活用し
て商品化をする取り組みを行っています。廃棄ロスの
解消につながるということで挑戦し甲斐のある活動だ
と思っています。
そんなチャレンジは果たして自分にできるのだろう
かと思うこともありましたが「考えながら立ち止まる
より、考えながら進もう」というのが私の信条です。
木材と革のハギレを活用し、地域の方々のサポートも
受けながら商品の試作を作っていく予定です。皆さま
のところでも廃材があれば、情報をいただけると嬉し
いです。展示会にも参加する予定ですので、いずれ皆
様に報告したいと思います。
微力ではありますが津山の為に尽力していく所存で
すので、皆様のご指導ご鞭撻、ご協力のほど宜しくお
願い致します。
（津山市地域おこし協力隊 下山 凜）

津山商工会議所

商工会

作州津山商工会

月曜日 13:00～20:00
会場:津山商工会議所
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

よろず

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
岡山県商工会連合会 広域サポートセンター
TEL 086-238-5666

７ ～８ 月
日 付

7月

役に立つイベント等のご案内

イ ベ ン ト 名 等

18㈬

岡山県知財総合支援窓口
津山サテライト窓口

18㈬

PowerPointで
ラクラク☆チラシ作成

18㈬～
19㈭

プレス生産技術（加工技術編）

19㈭～
現場のための省エネルギー技術
20㈮

25㈬～
27㈮

CAM実践技術

経営相談会

概

要

時 間

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

会

場

つやま産業支援
センター

問
①

マウス操作と文字入力ができれば大丈夫。写真やイラストを盛り
アルネ・津山
③
10：30～13：30
込みながら案内チラシを作ってみましょう。
地域交流センター
プレス加工の品質安定と高効率化を目指して、プレス加工の不具
ポリテクセンター
合要因を適切に分析できる能力とプレス加工理論に関する専門 9：30～16：30
岡山
知識を習得します。

②

生産設備などの省エネ活動を実施する上での計画・計測・検証作
業の技能高度化をめざして、電気機器の省エネ対策や現場に即
ポリテクセンター
9：30～16：30
した各種電気設備の計測実習による分析検証を行う事で現状の
岡山
問題点を把握、そして改善することで実践的技能を習得します。

②

機械加工作業の効率化・最適化をめざして、加工モデルの作成か
らNC加工までの一連の流れを理解し、生産手段の変更や工程の
ポリテクセンター
9：30～16：30
改善・改良等に対応出来る加工データや加工プロセスをデータ
岡山
ベース化する手法を習得します。

②

27㈮～
つやまエリアオープンファクトリー 工場・会社の魅力を発見！みんなが参加できる見学会！
28㈯

9：00～16：00

津山圏域エリア

④

10：00～15：00

つやま産業支援
センター

①

1㈬

岡山県知財総合支援窓口
津山サテライト窓口

2㈭,
9㈭

製造現場でのコーチング実践

生産・製造現場における生産効率の向上及び、製品の品質向上
ポリテクセンター
を目指して、部下の指導方法や支援方法など製造業に適したコー 9：30～16：30
岡山
チング手法を事例と実践的な実習を通して習得します。

②

3㈮,
4㈯

実践的PLC制御技術

自動化システムの設計・保守業務における効率化・最適化をめざ
ポリテクセンター
し、PLCに関する基礎知識、回路の作成・変更法について実習を 9：30～16：30
岡山
通して習得することを目標とします。

②

6㈪~
9㈭

設計ツールを活用した製品設計
技術(部品設計編）

3次元CADを用いたソリッドモデルおよびアセンブリモデルの作成
ポリテクセンター
から、設計基準・製品の機能を意識したモデリング、設計変更を考 9：30～16：30
岡山
慮したモデリングの作成方法を習得します。

②

7㈫~
8㈬

LANで一般的に使われているL3スイッチ（レイヤ３スイッチ）や
LAN施工・評価とルーティング技 ルータなどのネットワーク機器の実機と使ってLANを構築し、簡単
ポリテクセンター
9：00～17：30
術〈L3スイッチルーティング技術〉 な性能評価を行います。また、RIPやOSPFなどLAN内で使用され
岡山
るルーティング技術の仕組みや設定方法を学びます。

②

8月

8㈬

ビジネスマナー講座
～基本編～

11㈯

初心者からのExcel基礎講座

15㈬

岡山県知財総合支援窓口
津山サテライト窓口

お問い合わせ先
発行元

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

信頼感を得るビジネスパーソンになる！ビジネスマナーの基本を
アルネ・津山4階
③
身に付けて、職場の同僚や取引先から信頼されるビジネスパーソ 10：30～13：30
地域交流センター
ンを目指す講座です。
Excelを使ってシンプルな集計表やグラフ作成が出来るよう、少人
アルネ・津山4階
③
10：30～13：30
数制で基礎からしっかり学べる講座です。
地域交流センター
つやま産業支援
中小企業の知的財産（知財）の悩みや課題に対応します。
①
10：00～15：00
センター
※要予約

①岡山県知財総合支援窓口
③津山まちなかカレッジ事務局

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）

℡086-286-9711
℡0868-31-2232

②ポリテクセンター岡山
④つやま産業支援センター

℡086-246-2530
℡0868-24-0740

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

