
P.1 京都府立大学と津山市が連携協定を締結

P.3 つやま産業塾第２5期生募集開始

2021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。

今月のトピックス

P.2 ワークライフバランス専門家無料派遣制度のご案内
P.2 5月末締め切りの補助金メニューについて

林業・木材産業振興を目指し
京都府立大学と連携協定を締結

４月16日京都府立大学と津山市が連
携協力に関する協定を結び、調印式を
行いました。
京都府立大学では、森林資源を活用

した持続可能な循環型社会の研究が行
われており、津山市においても森林資
源を活用した製品の研究開発が行われ
ていることから、今回の連携協定の締
結にいたりました。

谷口市長（左）と北村学長（右）

P.3 2021津山まちなかカレッジSDGｓフォーラム

この度の協定では、森林の利活用の調査・研究や、新事業の創出を通じた産業振
興及び地域振興、林業やものづくり等通じた人材の育成に関すること等を協力する
ことが明記されており、今後は市が抱える地域課題の解決に向け、京都府立大学が
持つ、技術や人材、ネットワークを活かしながら、連携していくこととなり、産学
官が一体となっての木材製品開発や、森林資源の循環型社会の形成など地域課題へ
の新たなソリューション開発に向けての取組が期待されています。

P.4 役に立つイベント等のご案内



【募集】ワークライフバランスや女性活躍推進へ
～専門家無料派遣のご案内～

ワーク・ライフ・バランス等の推進について、1企業につき年度内3回まで無料
でアドバイザー派遣を受けられます。（津山市内の事業者限定）

【おもな支援内容】
・各種助成金の活用方法・就業規則の整備、見直し
・育児、介護休業法などの法律に関する情報提供
・休業制度の導入活用の検討
・一般事業主行動計画の策定
・労働時間の短縮や業務効率化の改善、生産性向上に向けた取組
・仕事と家庭の両立支援のための雇用環境の整備など
・社内研修、セミナーの講師、その他各種相談

【申込方法】
右記QRコードをお読み取りいただき様式をダウンロードの上、
必要事項を明記の上、お申込みください。

【提出・お問い合わせ先】
津山市役所総務部人権啓発課
津山男女共同参画センター「さん・さん」
☎0868-31-2533 Eメール：sun-sun@city.tsuyama.lg.jp

（※）新型コロナウイルス感染症の影響により、直近6カ月間のうち任意の3カ月の売上合計が前年
同３カ月比で10％以上減少している場合は、補助率が上がります。補助率2/3➡ 3/4
詳しくはつやま産業支援センターHPをご確認下さい。

お問い合わせ先 つやま産業支援センター ℡２４－０７４０

補助金名 概 要 補助率 補助上限額

⑧
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）

2/3以内
（※）

150万円

⑨

サテライトオフィス
設置・創業等
サポート補助金
（１次募集）

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の対象とな
る）

1/2以内

事務機等：50万円
(30万円）

改 修 費：300万円
（ 150万円）

※正社員2名以内の場合
カッコ内の金額

つやま産業支援センタ－ 今月締め切り補助金メニューのご案内

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企業

津山市HP



つやま産業塾「経営能力開発講座」

第25期生募集！

〈問い合わせ〉 津山市人づくり事業運営委員会
（津山市みらい産業課）
☎0868-24-0740

と き 6月～2021年12月（全8回）
受講料 10,000円（全8回分）

※津山市外在住、在勤の方は20,000円
定 員 20名程度
締 切 6月4日（金）
対 象 次の条件をすべて満たす方

①農商工業等の経営者・経営幹部
（候補者含む）等

②令和３年４月１日現在で満５０歳以下
③過去に同講座の受講が３回未満の方

※ お申込み&講座の
詳細は、コチラのQR
コードよりどうぞ！

2021津山まちなかカレッジSDGsフォーラム

「アフターコロナ×SDGs」

６月12日（土）

開場 14：00～
１部：14：30～
２部：15：30～

定員100名

美作大学 100周年記念館
（〒708-8511 津山市北園町50）

QRコードを読み取り後、専
用フォームに入力、または
FAXよりお申込みください。

岡山大学 上席副学長

横井 篤文 氏
上級グローバル・アドミニストレーター
ユネスコチェアホルダー
「持続可能な開発のための研究と教育」

パネルディスカッション

若者の「働く」とは

会場 申込
左記のQRコードよりHPにて

もしくはFAXにて

（問い合わせ）津山まちなかカレッジ事務局
TEL:0868-31-2232 FAX:0868-31-2252

２部１部 講演

ファシリテーター

横井 篤文 氏

パネラー

長江 由美子 氏
岡山大学非常勤講師

久保 駿貴 氏
株式会社ABABA最高経営責任者

グェン アイン トゥアン 氏
外国人材の就業児教育に従事

イグナテフ ドミトリー 氏
ロシア出身。市内にて看護師で活躍中



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

5

月

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 ①

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
②

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 ④

6

月

3㈭
4㈮

収益性向上のための
現場改善マネジメント

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
関係について理解し実践的な実習を通して、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習得します。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ④

7㈪
～
10㈭

マシニングセンタ
プログラミング技術

【全4回】

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
どマシニングセンタ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 ④

12㈯ SDGｓフォーラム
今後のアフターコロナにおいての経済がどう動いて行くのか？
世界経済がどこを目指し、今後どうなっていくのか？

14：30～16：30
美作大学

100周年記念館
②

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。 10：00～15：00

津山市役所
東庁舎

③

17㈭
18㈮

組込み技術者のための
プログラミング

組込みシステム開発・設計の生産性の向上を目指して、効率化
に向けた組込みマイコンシステムの構成や開発手法の実習を
通して、システムの最適化のための設計・開発技法を習得する。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ④

18㈮～
つやま産業塾

経営能力開発講座
第25期生【全8回】

つやま産業塾は人口減少が進む中、活力ある地域経済を維持
するために新しい時代に適応した技術革新の導入や経営戦略
に対応できる人材の育成を目的としています。

18：00～20：30
アルネ・津山4階

地域交流センター
他

⑤

18㈮
25㈮

５Sによるムダ取り・
改善の進め方

生産現場における現場力強化及び技能継承をめざして、技能
高度化、故障対応・予防に向けた生産現場で発生する問題の
分析・改善技法及び指導技法を習得する。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ④

20㈰ 健康フォーラム

生活様式や仕事・楽しみなどをに対する価値観が大きく変わっ
た今、私たちの「ニューノーマルな生活」に潜んでいる、心身の
健康を脅かす危険な因子と、その手軽な解消法を解説。巣篭り
生活で、なぜだかわからないが強い不安や前向きな気持ちにな
りにくいと感じている方は是非ご参加ください。

13：00～16：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
②

５～６月

①ポリテクセンター岡山 ℡ 086-241-0076 ②津山まちなかカレッジ事務局 ℡ 0868-31-2232
③岡山県知財総合支援窓口 ℡ 086-286-9711 ④ポリテクセンター岡山 ℡ 086-246-2530 
⑤つやま産業支援センター ℡ 0868-24-0740

お問い合わせ先

●お問い合わせ先
岡山県よろず支援拠点
℡ 086-206-2180

会場：津山商工会議所
津山商工会館３階

毎週月曜日 13:00～20:00

（オンライン相談対応可能）

●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
津山市役所東庁舎


