
P.1 令和３年度の主な重点事業について

P.4 役に立つイベント等のご案内

2021年

４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。

P.1 つやま産業支援センタースタッフ紹介
P.2 まちカレ講座紹介・岡山デニム＆ウッド♡開催

つやま産業支援センター

企業の経営力強化

創業
・新事業の創出

人材育成

地域産業の強化
・BCP構築

革新製品・付加価値製品・ブランド化支援
販路開拓・パートナーシップ構築支援
産学連携の推進
デザイン経営
自動化・省力化促進

創業者育成、創業ネットワーク形成
技術系創業促進
津山版Society5.0実現支援
サテライトオフィス設置・創業等環境整備

経営人材等育成
技術人材育成
クリエイター等育成
まちなかカレッジ・オープンファクトリー

個別企業支援の体制整備
アフターコロナ・ウイズコロナ対策
サプライチェーン・バリューチェーンの構築
ＢＣＰ構築

重点事業令和３年度の主な

P.3 つやま産業支援センターサポート補助金制度について



「部下とどのように接すればよいかわからない」「部下
がなかなか言うことを聞いてくれない」など管理職として、
様々な悩みをお持ちの管理職の方も多いのではないでしょ
うか。
本研修ではみなさんも知っている著名な指導者のことば

を借りつつ、部下指導に役立つ「コーチング手法」および
「ハラスメントにならない指導方法」を解説します。

受講料

定 員

講 師

2021年

日 時

場 所

15：00～
17：004月21日(水)

会場：15名

無 料

アルネ・津山４F 地域交流センター

リモート併用講座

管理職の

マネージメント力強化研修
チーム力向上のために

津山市・三井住友海上火災保険株式会社 包括連携協定事業

三井住友海上火災保険㈱営業推進部法人開発室

室長代理（社会保険労務士、１級FP技能士）

天川 実 氏

４月８日(木)～２１日(水)まで、「岡山デニム＆ウッ
ド♡」を東急ハンズ新宿店で開催しています。MADE
IN TSUYAMA製品と昨年度多摩美術大学との共同研究
事業により開発した、美作産木材を使用した製品を出展
しています。

津山の高度な技術や品質を首都圏の消費者に直接手に
とっていただき、ものづくりのまち津山を直接ＰＲしま
す。お知り合いにお声掛け下さるとともに、旅行や出張
などでお近くにお寄りの際は是非、当イベントにお越し
ください。

×

https://machikare.jp

E-mail:info@machikare.jpFAX：0868-31-2252津山まちなかカレッジ事務局
TEL ：0868-31-2232

CADってなんだろう？
そんな疑問を解決するCADの概要から、実際にAutoCADを使っ
て線を引いたり、コマンド操作でCADの入門編を2日間で学べ
ます。
CADに対する知識がゼロの方や、初心者の方でも安心して

学べる講座です。

初心者のための

CAD入門講座

2021年

日 時

各回：13:30～16：30

5月14日(金）・28日（金）

場 所 アルネ・津山４F 地域交流センター

受講料

講 師

３，０００円

株式会社キャリアプランニング 契約講師

定 員 会場：3名

3月17日(水)に市民公開講座を津山鶴山ホテルで開催しまし
た。講師に(有)セメントプロデュースデザインの金谷勉社長を
お招きし、「地域×技術×デザイン小さな企業でも必ず強み
はある」と題して「何のために商品をつくるのか」「届ける先
はどこなのか」きちんと出口を見据え、企画から流通までを考
えて動く、いわゆるコト（技術）・モノ（意匠）・ミチ（販
路）を考動していくことが重要だとわかりやすくご講演いただ
きました。



補助金名 概 要 補助率(※） 補助上限額(※）

① 専門家派遣サポート補助金
岡山県産業振興財団、中小企業基盤整備機構
等が実施する専門家派遣事業、経営改善計画
／再生計画策定に要する費用

1/2以内

10万円
（経営改善計画等策定

：20万円）

（同一年度内）

② 長期研修会参加サポート補助金
岡山県産業振興財団、中小企業基盤整備機構
等が実施する研修会参加に要する費用

1/2以内
10万円

（同一年度内）

③
販路開拓
サポート
補助金

展示会等出展補助
県外で開催される見本市、展示会、博覧会、
インターネット商談会への出展に要する費用

1/2以内
国内：25万円
国外：50万円

マーケティング等補助
マーケティングリサーチ費用
（同一製品は過年度含め１回のみ利用可）

2/3以内 30万円

外国語HP等作成補助
日本語以外の言語を主に使用したインター
ネットのホームページ作成費用、商品カタロ
グ作成費用

1/2以内
【発注先】

市内企業：20万円
市外企業：10万円

日本語HP等作成補助
日本語のホームページ作成費用（リニューア
ルは除く）

1/2以内
【発注先】

市内企業：10万円
市外企業： 5万円

プロモーション補助
つやま産業支援センター補助メニューを活用
して開発した製品を販売開始するためのプロ
モーション費用

1/2以内 40万円

ECサイト等作成補助 ECサイトの作成費用（リニューアルは除く） 2/3以内
【発注先】

市内企業：30万円
市外企業：10万円

④ 設備導入サポート補助金
岡山県産業振興財団が行う設備貸与制度を利
用して設備導入する事業者への補助（補助対
象：保証料）

⑴ロボット導入等
2/3以内

⑵上記以外 1/2以内
100万円

⑤
ICTソリューション導入

サポート補助金

市内企業により開発されたICT技術によるソ
リューションを新たに導入する費用（既存製
品は対象外。開発要素のあるものに限る。）

2/3以内 50万円

⑥
プロフェッショナル人財等

採用サポート補助金
プロフェッショナル人材、エキスパート人材
を採用した事業者への補助

2/3以内 40万円

⑦
付加価値化・事業転換

サポート補助金

主に地域外に販売する新規性、独自性を持つ
付加価値の高い新商品開発若しくは下請から
の事業転換を図るための新商品開発の費用

2/3以内
40万円

（革新性ある事業
：80万円）

⑧ 知的財産権取得サポート補助金
特許権・実用新案権・意匠権の取得に係る費
用

1/2以内
特許権：20万円

特許権以外：10万円

⑨

新製品・新技術開発サポート補助金

※申請期限 令和3年5月末

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）

2/3以内 150万円

⑩

サテライトオフィス設置・
創業等サポート補助金

※申請期限 1次募集5月末

サテライトオフィス設置：ソフト系事業（IT、
設計、デザイン等）でのサテライトオフィス
設置を行う市外の中小企業等で１名以上を雇
用するもの

1/2以内

事務機器等：50万円
（25万円）

改修費：200万円
（100万円）

※正社員2名以内の場合、
（）内の金額

創業等サポート：市内での新規性・独創性・
優位性のある事業計画を有する創業予定者
（第２創業含む）

当センターのサポート補助制度をぜひご活用下さい意欲ある企業を様々な仕組みで応援します！

補助金対象者 津山市内に本社または主たる事業所若しくは工場を有する法人（⑩以外）

お問い合わせ先 つやま産業支援センター ２４－０７４０※補助率の特例等詳しい内容は、チラシをご覧ください。

NEW



発行元 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

役に立つイベント等のご案内

日 付 イ ベ ン ト 名 等 概 要 時 間 会 場 問

4

月

20㈫
【オンライン研修】
エコアクション21
認証取得研修会

県内のエコアクション21登録希望事業者を対象に、認証取得研
修会を開催します。活動を通じてSDGsの推進や、コスト削減、
従業員の意識改革、組織の活性化、リスク管理など経営力の向
上にも取り組めますので、ぜひご受講ください。

13：30～16：00 オンライン（Zoom） ①

20㈫
～

23㈮
NC旋盤プログラミング技術

NC機械加工の生産性向上を目指して、工程の最適化（改善）に
向けたプログラミング課題実習と加工・検証実習を通じて、要求
される条件を満足するためのプログラム、工具補正の設定法な
どNC旋盤作業に関する技術を習得します。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ②

21㈬
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

③

21㈬

【リモート併用研修】
管理職のマネジメント力

強化研修
～チーム力向上のために～

「部下とどのように接すればよいかわからない、部下がなかなか
いうことを聞いてくれない」など管理職として様々な悩みをお持
ちの方に対し、部下指導に役立つ「コーチング手法」を解説しま
す。

15：00～17：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
④

21㈬ 品質管理基本
品質管理の考え方を理解し、QC7つ道具を使って課題への対処
ができる知識と技能を習得する。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ⑤

5

月

14㈮
28㈮

初心者のための
はじめてのCAD入門講座

（全2回）

CADって何だろう？そんな疑問を解決するCADの概要から、実
際にAuto CADを使い、線を引く、コマンド操作など入門編を2日
間で学べます。知識がない方、初心者の方向けの講座です。

13：30～16：30
アルネ・津山4階

地域交流センター
④

18㈫
業務効率向上のための

時間管理

限られた人員で最大限の成果を上げることによる労働生産性の
向上を目指して、客観的に仕事の進め方を分析することで、仕
事が進まない原因を取り除き、業務の効率化・スピード化を促
進できる仕組みづくりを行うための知識を習得する。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ⑤

19㈬
とっても優しい

初めてのオンライン
スマホで「ZOOM」体験講座

スマートフォンやパソコン画面で顔をあわせて会話ができる
「ZOOM」。誰かに教えてほしい！使ってみたい！そんな方向け
の体験講座です。

14：00～15：30
アルネ・津山4階

地域交流センター
④

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

③

20㈭
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

行程管理・技術管理の生産性の向上を目指し、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。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ②

４～５月

①岡山県環境保全事業団 ℡086-298-2122 ②ポリテクセンター岡山 ℡086-246-2530
③岡山県知財総合支援窓口 ℡086-286-9711 ④津山まちなかカレッジ事務局 ℡0868-31-2232
⑤ポリテクセンター岡山 ℡086-241-0076お問い合わせ先

●お問い合わせ先
岡山県よろず支援拠点
℡ 086-286-9667

会場：津山商工会議所

毎週月・火曜日13:00～20:00

●お問い合わせ先
岡山県知財総合支援窓口
℡ 086-286-9711

毎月第３水曜日 10:00～15:00

会場：つやま産業支援センター


