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事業継続特別支援金／生産性向上特別措置法のご案内
若手・中堅社員研修 津山会場募集のご案内
津山まちなかカレッジから セミナーのご案内
廣瀬ﾏﾈｰｼﾞｬｰの優しく語ろうSociety5.0の世界 Vol.6
トライアル・サウンディング実施開始について
役に立つイベント等のご案内

岡山県事業継続特別支援金の受付が始まりました
支 援 対 象（次の要件を全て満たしている者）
① 国の持続化給付金の給付を受けている事業者
② 県内に主たる事業所を有する会社及び個人事業者
③ 雇用保険被保険者数が21人以上の事業者

支 援 内 容
雇用保険被保険者数一人あたり2万円 ただし、上限1千万円
申請期間：令和2年6月26日から令和3年3月1日
■ お問い合わせ先：岡山県事業継続特別支援金受付係

☎086-226-7924

生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例の拡充・延長を行います。
「生産性向上特別措置法」に基づき、市町村から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した固定資産税につ
いて、現行の特例措置の対象に加え、以下の固定資産税が対象となります。

固定資産税の特例（追加赤字）

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。

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

【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
・構築物（120万円以上/14年以内）

➢ 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。）

事業用家屋（最低取得価格が120万円であり、取得価額の合
計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの）

➢ 適用期限が生産性向上特別措置法の改正を前提と
して、現行の特例措置対象も含め2023年3月末ま
でに2年間延長される見込みです。

そ
の
他

➢ 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。

※ 構築物・事業用家屋については、条例改正後

・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

お問合せ先

津山市産業文化部みらい産業課 ℡24-0740

おかやま産業人材育成塾

受講生
募集中

若手社員研修 ／ 中堅社員研修を開催します。
岡山県産業振興財団では、毎年人材育成に関する様々な研修を行って
おります。その中で特に人気のある「若手社員研修」と「中堅社員研修」につい
て、今年も津山市内で受講できることになりました。

若手社員研修

開催日

8月19日(水)~8月20日(木)
研修時間：12 時間（2日間コース）
時間帯：9:30~16:15（休憩45分）
令和2年

対象者：若手社員向け
受講料：13,200円（税込）
定 員：20名
場 所：津山市総合福祉会館

中堅社員研修

9月8日(火)~9月9(水)
研修時間：12 時間（2日間コース）
時間帯：9:30~16:15（休憩45分）
令和2年

対象者：中堅社員向け

受講料：13,200円（税込）
定 員：20名
場 所：津山市役所 東庁舎
（津山市山北663）

（津山市山北520）
【内容】社会人としての成長・プロフェッショナルマインド・
PDCAサイクル・コミュニケーションの基本・リスク管理・
仕事の優先順位等

開催日

【内容】経営理念・会社人生の振り返り・中堅社員の役割・
仕事の進め方・課題開発力の強化・自己開発プラン作成等
〒701-1221
岡山市北区芳賀5301（テクノサポート岡山）
TEL：086-286-9661 FAX：086-286-9662
HP：http://www.optic.or.jp/

お問合せ先

日商簿記初級 資格チャレンジ講座

定員20名

5,000円（全6回・消費税・テキスト代込み）

『はじめての簿記』8/26(水)～全6回コース開講！
経理･会計担当になれとは言わないが、一般社員に簿記についてもう少し知っておいて欲しい。
そんな風に感じることはありませんか？簿記の知識は社会人の基礎知識といっても過言ではありません。
コスト感覚やモノ・お金の流れが分かる社員へ一回り成長して欲しい、そんな声にお答えして講座開講！
【講師】津山商業高等学校 教諭

年に1回しかないのおススメ講座です！

8/26（水）、8/29（土）、9/2（水）、9/5（土）、9/9（水）、9/12（土）※水曜日18:00～20:00 土曜日10:15～12:15

日商簿記初級 『簿記の基本用語や複式簿記の仕組みを理解し、
資格とは･･･
業務に活用することができる』レベルの資格です
●基本的な用語やしくみを理解し、仕事に活かせるスキルを身につけているか●
簿記初級の資格では、下記の内容について問われます。
①貸借対照表や損益計算書
②複式簿記での基本的な記録のルール
③帳簿から必要な情報を読み取る能力
④商品の売買や代金の決済、給料、消費税などの税金処理等の知識や手続き、
日常的な業務での一般的な事柄

対象は『ビジネスパーソン全体』
簿記の基本知識は、経理会計担当者のみならず、業種･職種を問わず企業人
すべてに必要とされています。
短期間でこれを習得するための目標となる資格のニーズが高まったことなどから、
入門級として2017年4月から施行された資格です。

7/20㈪～受付開始！
講座詳細・予約・その他お問合せは・・・

津山まちなかカレッジ事務局
TEL ：0868-31-2232
FAX：0868-31-2252
https://machikare.jp
MAIL:info@machikare.jp

廣瀬マネージャーの優しく語ろうSociety5.0の世界 Vol.6
「津山だから、津山らしい、津山ならではのSociety5.0とは？」
この5月、6月の2回に渡って、新型コロナウイルス感染症対策の話題を取り上げましたが、ここで
改めて将来に目を向けて、津山におけるSociety5.0に向けた地域課題の解決による新たな事業創造に
ついて考えてみたいと思います。下図に津山が目指す姿“スマートシティつやま”構想とスマート事業
の可能性を示します。センターでは地域企業・機関と域外協力企業・機関との連携を図り、ICTや先端
技術を活用した各産業分野におけるスマート事業創造を支援しています。ここで重要となるのは、企業
成長と地域成長を両立させることで、そのためには先ず一人称で取り組む地域企業の存在、事業を可能
にする地域資源の活用、そして持続的に利益を上げられる仕組みの構築です。

スマート事業の候補としては、表に示すようにス
マート医療では“オンライン服薬指導・配送サー
ビス”、スマート林業では“重機の遠隔操作シス
テム”や“機能性木材加工製品”、スマート製造
では“ロボティックス”や“リモート保守”、ス
マート農業では“有機肥料を用いた高付加価値農
産物生産”、スマート教育では“遠隔教育サービ
ス”、スマート観光では“AR/VR津山城再現”
などが上げられます。以上は、地域企業にヒアリ
ングした結果に基づくもので、実施に向けた地域
企業が存在しているテーマを挙げました。
但し、これらすべてを一気に実施するわけには
行きませんので、事業成長と地域成長の観点から
、順番付けをし、津山だから、津山らしい、そし
て津山ならではテーマを選定する必要があります
。そのためには、津山におけるSociety5.0が目指
す姿＝ビジョンの立案と共有、また、実現に向け
た地域課題の特定が不可欠です。皆さんは、どの
分野の、どのテーマに興味が沸きますか？それと
も、別の新たなテーマが頭に浮かんで来ますか？

（図1 ）
津山におけるSociety5.0が目指す姿
『スマートシティつやま』構想

私は、事業が成功するには、常々、『天の時』
と『地の利』と『人の和』が大切だと考えていま
す。孟子の言葉「天の時は地の利に如かず 地の利
は人の和に如かず」です。『天の時』は前回、前
々回に述べた新型コロナウイルス感染症が導いた
好機、『地の利』はそれによる地方への回帰と元
来、地域にある資源、そして『人の和』は地域企
業と地域内外の志を同じくした者同士の連携と共
創になります。是非、皆さんも将来の津山が目指
す姿“スマートシティつやま”に想いを巡らし、
その実現に向けて、力を合わせて行きましょう。
統括マネージャー 廣瀬 吉嗣

（表1 ）
ICTや先端技術を活用したスマート事業
テーマ候補一覧（企業ヒアリングより）

普段あまり使われていない本庁舎の正面玄関前の池跡。
こんな時だからこそ、屋外の公共空間をもっと活用できないか。
津山市では、民間事業者の皆さまが持つアイデア・ノウハウを
実際に津山市役所正面玄関前で、まずは『食』で暫定利用してい
ただきながら、「対話」を通じた市場調査を実施しています。
是非ご活用ください。
と き 令和2年5月～9月
ところ 津山市役所庁舎玄関前

6月に出店した 早瀬豆富店

※トライアル・サウンディングとは…
行政が活用を検討している敷地に対し、民間事業者
が提案を検討している事業を、まずはトライアルで実施
してもらう期間を設けるという取組みです。
6月に出店した NICOスムージー

～お問い合わせ先～津山市財産活用課 FM推進係
TEL 32-2122 FAX 32-2039

７ ～８ 月
日 時

19㈰

イ ベ ン ト 名

概 要

時 間

Illustrator超初心者講座

Illustratorの基本操作や加工方法など、ひと工夫できるテクニック
を学びます。

10：30～15：30

基本的な関数から一歩進んでみましょう。もっと便利な関数がある
はず！関数を使いこなしたいと思っている方を対象にまとめて学
13：30～15：30
べる講座です。
社員の対応で企業力アップ！企業人としてのビジネスマナーの基
即戦力！すぐに役立つ
21㈫
本を学びます。基本を身につけて、職場の同僚や取引先から信頼 13：00～17：00
ビジネスマナー
されるビジネスパーソンを目指します。
ECとはなにか、越境ECとの違い、世界で急拡大するEC市場につ
海外におけるEC販売プロジェクト
21㈫
いて、JAPAN MALL事業を活用した海外販路開拓についてご紹
14：00～15：30
【JAPAN MALL事業】
介いたします。
20㈪

7月

8月

役に立つイベント等のご案内

Excelお役立ち関数

会 場

問

アルネ・津山4階
①
地域交流センター
アルネ・津山4階
①
地域交流センター
アルネ・津山4階
①
地域交流センター
※ZOOMを
活用します

②

28㈫

初めてのマクロ入門
Excel効率アップ術

作業の自動化「マクロ」。関数からステップアップするためにマクロ
とは何なのか、どんな仕組みなのかを学びます。基礎的な入門講
座です。

13：30～15：30

19㈬
～
20㈭

若手社員研修【全2日】

中小企業等の経営の安定化と産業の活性化を目指し、人財育成
塾を開催します。今回、津山会場にて若手社員研修を開催いたし
ます。是非ご参加ください。

9：30～16：15

津山市
総合福祉会館

③

19㈬

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

アルネ・津山4階
①
地域交流センター

製図や設計等をコンピューター上で行うことが出来るJWCADソフ
アルネ・津山4階
①
24㈪ イチから始めるCAD入門セミナー トを使用して、基本操作を学びながら建築図面の作図や修正を行 13：00～16：00
地域交流センター
います。
26㈬
これから簿記の勉強を始めたい、学生時代に資格を取ったけど自
～
㈬18：00～20：00 アルネ・津山4階
①
はじめての簿記（全6回）
信がない、簿記系の資格が欲しいなどとお考えの方を対象に、簿
9/12
㈯10：15～12：15 地域交流センター
記の基礎・仕分けから帳簿・試算表などを学びます。
㈯
29㈯

IE基礎コース研修

お問い合わせ先
発行元

IE手法を習得し、ムダを徹底的に排除し、効率的な作業でコストダ
ウンが実現できる方法を学びます。生産性向上に貢献する人材
の育成を目指します。
①津山まちなかカレッジ事務局 ℡0868-31-2232
③岡山県産業振興財団
℡086-286-9661
⑤津山市地域雇用創造協議会
℡0868-31-7080

9：30～16：30

津山市
総合福祉会館
3階 中会議室

②ジェトロ岡山
℡086-224-0853
④岡山県知財総合支援窓口 ℡086-286-9711

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

⑤

