2019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。

今月締め切りの補助金メニューについて
関塾津山の講演会のお知らせ
津山まちなかカレッジ 講座のご案内
受賞された企業様のご紹介／知財総合支援窓口のご案内
役に立つイベントのご案内【5～6月】
5月31日㈮
締切まで
あとわずか‼

新製品・新技術開発サポート補助金
サテライトオフィス設置・創業等サポート補助金

新商品・新技術開発補助、サテライトオフィス・創業補助に関するお知らせです。
次の補助金について、第一次募集は令和元年５月３１日までとなっています。申請をご検
討されている企業様はお早めにお問い合わせください。対象は「津山市内に本社又は事業所
若しくは工場を有する中小企業」です。なお、一次募集で補助予算額の上限に達した場合、
二次募集はございませんのでご了承ください。
補助金名

概

要

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、自動化技術、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）

サテライトオフィス設置・
創業等サポート補助金

市外の中小事業者、UIJターン創業希望者、市内の創業希望者（第２
創業含む）が、３年以上の事業計画を有し、市内の空き店舗等を利用
して新たに事務所を開設する際に係る費用
【対象事業】新規性・独創性・優位性のある事業（地域ニーズに即した
ものは加点）サテライトオフィスについては上記に加えソフト系事業（Ｉ
Ｔ、設計、デザイン等）かつ1名以上の雇用が条件

補助率

補助上限額

2/3以内

150万円

1/2以内

正社員3名以上の事業所
事務機等50万円
改修費300万円
個人、社員2名以内の事業所
事務機等30万円
改修費150万円

また、その他の補助金について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。

日本経済を支える数多くの中小企業。
少子高齢化に直面する地域にあり、新たな企
業を増やし、既存の企業が発展し承継するた
めの展望は見いだせるか！
全国の現場を歩いてきた関 満博先生が語
る津山を元気にする処方箋。平成２７年１２
月以来の講演会です。是非お聞き逃しなく！

講 師

一橋大学 名誉教授

関 満博氏
日 時

令和元年

５月２６日(日)
14：30～16：30

場 所

津山市立図書館 視聴覚室
（津山市新魚町17 アルネ・津山4階）

お問い合わせ先

津山市立図書館 TEL：0868-24-2919

スキルをアップしたい方へのオススメはこちら☝
■ビジネスマナー講座
■OAスキルアップ(Word・Excel・Power Point)
■部下育成講座
■リーダー育成講座

今後の計画を立てたい方はこちら☝
■生涯設計セミナー
■コミュニケーション講座
■アンガーマネジメント講座
■定年準備セミナー

すべての方へのオススメはこちら☝
■各種資格対策講座
■健康講座
■キャリアコンサルティング
■アンガーマネジメント講座

キャリアアップしたい女性にはこちら☝
■キャリアデザイン講座
■就職支援講座
■ビジネスメイク講座
■女性の健康講座

子どもたちにはこちらをオススメ☝
■プログラミング・ロボット講座
■電子工作教室
■科学教室

津山まちなかカレッジおすすめ講座・イベント情報
ちょっとしたWordのクセをつかむだけできれいに仕上がる！ 「Wordって使いにくい」と思っていませんか？
Wordを使うためのコツとビジネス文書をキレイに
作成するための重要なポイントをご紹介します。
ExcelではできないWordならではの文書作成を
少人数制講座で基礎から身に付けましょう。

Word基礎講座
キレイにビジネス文書を仕上げるならやっぱりWord
日 時

場 所

6月1日(土)

10：30

講 師

▼

13：30

アルネ・津山４F 地域交流センター

受講料

『知ってるつもり』を『できる』に変える

ビジネスマナー講座 基礎編
信頼感を得るビジネスパーソンになる

6月11日(火) 13：30

講 師

場 所

アルネ・津山４F 地域交流センター

受講料

▼

若手・中堅社員向け

感情コントロールと
職場コミュニケーション術
アンガーマネジメント診断つきで実践的に学べる！
14：00

定 員

5名

株式会社パソナ岡山
専任講師

1,500円

定 員

10名

アンガーマネジメントを取り入れたコミュニケーショ
ン術です。感情をコントロールすることを身に付け
気持ちよい仕事・職場、そして効率UPを目指しま
しょう。怒りの傾向やタイプが分かる診断付きで、
より実践的に学べます。

日 時

6月18日(火) 17：00

講 師

場 所

アルネ・津山４F 地域交流センター

受講料

▼

1,500円

ビジネスマナーの基本を身に付けて、職場の同
僚や取引先から信頼されるビジネスパーソンを
目指しましょう。
・第一印象の効果 ・電話のかけ方、受け方
・訪問、来客マナー ・ビジネスメールのポイント

日 時

10：30

株式会社パソナ岡山
OA専任講師

怒りの取り扱いアドバイザー
稲田 尚久 氏

5,000円

定 員

20名

県工業技術開発功労者表彰を受賞
4月18日、津山市内にある坂本接骨院の坂本
清院長が足に装着する外反母趾サポーターを
独自開発したことが評価され、岡山県の本年度
「県工業技術開発功労者表彰」を受賞されまし
た。
伸縮性や強度に富んだ特殊な素材を使用した
サポーターは、親指の矯正することで他の指も
まっすぐな状態に戻し、ひざや股関節の負担も
減らすというものです。
表彰は県内の中小企業を対象にしており、今
年度は５社の計７名が選ばれています。坂本院
長は津山市が推薦し、県北唯一の受賞となりま
した。

第27回中国地域ニュービジネス大賞
特別賞受賞
一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会が
主催する表彰制度にて、有限会社ファインアート
かわばたのファイバーシート天井システム開発が
特別賞を受賞しました。
2011年の東日本大震災をきっかけに膜天井の
事業化を発起され、その後異業種連携により新た
な工法が加わることで隙間なく水平にシートを張
ることが出来る天井システムが開発されました。
このシステムにより、震災時の落下やケガなどの
リスクが軽減でき、安心・安全な膜天井が生まれ
ました。現在では市内の学校や企業、市外の大手
企業の関連施設など施工実績をあげています。
また、2018年防災製品大賞では復興支援部門
で銅賞を受賞、膜天井としては国内唯一国土交通
省より新技術としてNETISに認定されるなど多
数の機関から高く評価されています。

岡山県知財総合支援窓口では、知的財産等に関するご相談を受け付け
ております。
津山市でも当センター内で、毎月第３水曜日には津山サテライト
相談窓口を設置しております。特許、ロゴマーク、商品ネーミング、新
技術、屋号、商品デザイン、営業上のノウハウ、その他アイディアなど
のお悩みの解決に向けて相談員がアドバイスいたします。
是非、相談をご検討されている企業様は知財総合支援窓口までお申し
込みください。
なお、津山市外の企業様もご利用いただけます。また、津山市内の企
業は知財取得に関して当センターの補助金をご利用いただけます。詳し
くは当センターへお問合わせください。
予約連絡先
〒701-1221 岡山県岡山市北区芳賀5301 テクノサポート岡山3階
岡山県産業振興財団 知財総合支援窓口
TEL:086-286-9711

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

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

５ ～６ 月
日 付

部下をやる気にさせる叱り方

26㈰

少子高齢化時代の
起業・経営・承継

28㈫

働きがいのある会社No.1
Salesforce流 働き方改革

28㈫
29㈬

収益性向上のための
現場改善マネジメント

1㈯

初心者からのWord基礎講座

3㈪
4㈫

各種溶接基本技術研修

3㈪
4㈫

製造業における
コストダウン実践法

5月

4㈫
4㈫
～
6月

7㈮
5㈬
12㈬

8㈯
15㈯
11㈫

12㈬

19㈬

AIによる日報のリスク通知

3次元ツールを活用した
機械設計（部品設計編）

製造現場におけるヒューマン
エラー対策と実践的技法

概

要

時 間

叱ることは技術です。あなたの怒りのタイプと怒り方の傾向につい
て知ることが出来る、アンガーマネジメント診断付きで実践的に学 14：00～17：00
べます。
日本経済を支える数多くの中小企業。少子高齢化に直面する地域
にあって、新たな起業を増やし、既存の企業が発展し承継するため
14：30～16：30
の展望は見いだせるか！全国の現場を歩いてきた関先生が語る津
山を元気にする処方箋。
2019年版日本における「働きがいのある会社」No.1のセールス
フォース・ドットコムをお招きし、働きがいのある組織を作りながら、 14：00～16：00
楽しく成果を上げるためのヒントを実例を交えてお話頂きます。
生産計画／生産管理の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、
最適化（改善）、安全性向上に向けたものづくりと収益の関係につ
9：30～16：30
いて理解し、全体最適を考慮した収益性の高い製造業の現場運営
を行える能力を、実践的な実習を通して習得します。
うまく設定できない、バランスが悪い等の悩みはありませんか？
Wordのクセをつかんで、一枚のビジネス文書をきれいに作成してみ 10：30～13：30
ましょう。
溶接加工の現場力強化を目指して現在の習熟度に基づき各種
アーク溶接作業による各種継手の溶接実習や組合せ溶接実習を
9：30～16：30
通じて、技能高度化に向けた適正な溶接施工に関する技能を習得
します。
生産計画／生産管理の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、
最適化（改善）、安全性向上に向けた生産現場に発生する問題点
9：30～16：30
をコストに絞った視点でとらえ、テーマ別に改善する具体的方策を
探し出す手順や解決法を習得します。

会

場

アルネ・津山4階
①
地域交流センター
津山市立図書館
視聴覚室

②

第一セントラルビル

1号館
5階 D会議室
ポリテクセンター
岡山

③

④

アルネ・津山4階
①
地域交流センター
ポリテクセンター
岡山

ポリテクセンター
岡山

リスクの兆候をとらえた「人」の間接的な表現やサインをＡＩを利用し、
日報の情報から抽出し、トラブルによる被害を最小限に抑えるため
津山商工会議所
14：00～16：00
の仕組みを自社開発ソフトに搭載しましたので、具体的にご説明い
3階 第1会議室
たします。
設計業務改善や効率化をめざして、3次元設計支援システムを効
ポリテクセンター
果的に活用するための設計構築の考え方や様々な設計技術を習 9：30～16：30
岡山
得します。
工程管理／技術管理の生産性の向上をめざして、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
9：30～16：30
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します。

問

ポリテクセンター
岡山

⑤

④

⑥

④

④

建築図面の生産性の向上をめざし、効率化、適正化、最適化（改
ポリテクセンター
④
善）に向けた図面作成の実習を通して、建築図面に関する作成技 9：30～16：30
岡山
術を習得します。
信頼感を得るビジネスパーソンになるには、ビジネスマナーの基本
アルネ・津山4階
①
ビジネスマナー講座～基礎編～ を身に付けることが先決。職場や取引先から信頼させるビジネス 10：30～13：30
地域交流センター
パーソンを目指しましょう！
シンプルな集計表からグラフ作成が出来る様、基礎から学べる講
アルネ・津山4階
①
初心者からのExcel基礎講座 座です。Excelの特長・仕組みを理解し、実務でも活用できるよう土 10：30～13：30
地域交流センター
台をしっかり作りましょう。
実践建築設計2次元CAD技術
（JW-CAD)

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

役に立つイベント等のご案内

イ ベ ン ト 名 等

22㈬

経営相談会

中小企業の知的財産(知財）の悩みや課題に対応します。
①津山まちなかカレッジ事務局
③株式会社ソフィア
⑤岡山県産業振興財団
⑦知財総合支援窓口

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）

℡0868-31-2232
℡0868-25-1000
℡086-286-9661
℡086-286-9711

10：00～15：00

②津山市立図書館
④ポリテクセンター岡山
⑥アスクラボ株式会社

津山市役所
東庁舎

⑦

℡0868-24-2919
℡086-246-2530
℡0868-28-2488

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

