
P.3 津山市地域雇用創造協議会よりお知らせ

P.1 MADE IN TSUYAMA からのお知らせ

P.3 コラム『今日から始める ICT Vol.5 』

2022年

2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.2 津山まちなかカレッジからセミナーのお知らせ
P.2 事業復活支援金 申請受付開始について

P.4 役に立つイベント等のご案内

昨年11月に当センターのYouTubeチ
ャンネル「メイドイン津山」がスタートし
ました。MADE IN TSUYAMAに関連す
ることを始め、津山市の魅力をさまざまな
角度から発信しています。年末年始にかけ
ては、「つやま特命大使」「つやまPR大
使」のコメント動画も追加しています。ぜ
ひご視聴ください。

今後も地域の魅力を発信していきますの
でチャンネル登録と高評価をどうぞよろし
くお願いいたします！

毎週金曜午後9時更新中。

２月１６日（水）から２月２８日（月）までとっと
り・おかやま新橋館にて「MADE IN TSUYAMA 

FACTORY BRAND FAIR2022」を開催いたします。

㈱笏本縫製のオリジナルネクタイ、㈲内田縫製は新
作デニム等、㈲末田工業所はオリジナルバッグを出品
し高度な技術や品質を首都圏の消費者に直接ＰＲいた
します。

また、㈱アドバンのオリジナルシャツ、岡山田原コ
ンサート㈱のオリジナルジャケット、パンツをテスト
マーケティングいたします。

お知り合いにお声掛け下さるとともに、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。

「MADE IN TSUYAMA FACTORY

BRAND FAIR2022」を開催



令和４年1月31日から申請受付開始

事務局HP
https://jigyou-fukkatsu.go.jp

令和4年2月１日時点の情報であり、変更になる可能性がございます。

✓ 法人は上限最大250万円を給付

✓ 個人事業主は上限最大50万円を給付

対象者：新型コロナの影響で、
2021年11月～2022年3月のいずれかの月（対象月）の売上高が、
2018年11月～2021年3月までの間の任意の同じ月（基準月）の
売上高と比較して50％以上又は30％以上50％未満減少した事業者
（中小法人・個人事業者）

売上高減少率
個人

事業者

法人

年間売上高※

1億円以下
年間売上高※

1億円超～5億円
年間売上高※

5億円超

▲50％以上 50万円 100万円 150万円 250万円

▲30％以上50％未満 30万円 60万円 90万円 150万円

給付額：
▶上限額

▶算出式

申請方法：登録機関による事前確認後、
申請用のWEBページから申請

※ 基準月（2018年11月～2021年3月の間で売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

給付額 ＝（基準期間※1の売上高）－（対象月※2の売上高）×5

※1 「2018年11月～2019年3月」「2019年11月～2020年3月」「2020年11月～2021年3月」のいずれかの期間
（対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月（基準月）を含む期間であること）

※2 2021年11月～2022年3月のいずれかの月 （基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること）

お問合せ先：事業復活支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】 電話：0120-789-140
受付時間8時30分～19時00分（土日、祝を含む全日対応）

受講料

定 員

講 師

場 所

日 時

津山市役所東庁舎 E101会議室
（オンライン開催となる場合があります。）

ミチナス代表 長江 由美子氏

３月４日（金）
１部 １３：３０～１６：００ ビジネススキル研修

・ビジネスマナーのふりかえり

・ビジネスコミュニケーション など

２部 １６：００～１７：００ 名刺交換会・交流会

３，０００円（税込）

３０名（1企業：3名まで）

TEL：0868-31-2232 FAX：0868-31-2252

お問合せ先 津山まちなかカレッジ事務局

若手社員研修
＆交流会

津山ステンレスネットが将来の地域産業人材の育成
を目的に津山工業高校の生徒への技術指導支援を行い
ました。

今回は１０月27日から１月２０日の間、『高校生
ものづくりコンテスト』へ出場する生徒たちに溶接を
5回、旋盤は6回の支援を行いました。

今回の技術支援を通じて、技能の上達のほか、地域
企業の経営者から直接企業の魅力や経営者の想いを感
じ取っていただる機会になったと思っております。

当センターは今後も津山工業高校と連携し、地域産
業の人材育成に取り組んでまいります。



津山市地域雇用創造協議会からのお知らせ

企業の魅力向上事業として令和元年度

から市内企業が取り組み、昨年10月に発

表した「TSUYAMA FURNITURE 津山

家具」。この度、津山家具を下記の期間

で展示いたします。地域のスギやヒノキ

の美しさをシンプルに表現した家具シリ

ーズです。

是非、製品の質感や心地良さを間近で

ご覧ください。

◇と き 2月14日(月) 午後から

18日(金) 15時まで

◇ところ 津山市役所1階 市民ホール

（津山市山北520）

昨年10月から6回シリーズで開催いたしました「地域内企業のため

の動画制作セミナー」は、1月12日に最終回を迎えました。

株式会社火燵（こたつ） 代表取締役 安部 貴士 氏を講師にお迎えし

て実施した本セミナーは、前半では動画マーケティングの基礎から企画

書の作成方法などを学び、機材を用いた効果的な撮影方法もご講義いた

だきました。後半は絵コンテの作成から動画の編集方法、Youtubeへ

のアップ方法と続き、完成まで個別サポートをしていただきました。

最終回では、完成した動画の発表会を行うとともに、今後自社で継続

的にクオリティアップができるよう、Youtubeを活用した動画の成果

検証方法も学びました。

今回のセミナーが参加企業様の情報発信力の向上と、事業拡大につな

がることを期待しています。

セミナーの様子

「地域内企業のための動画制作セミナー」
開催しました

TSUYAMA FURNITURE津山家具

展示します

コーディネーター小林しんやの
「脱ハンコだけじゃない。業務効率への第一歩～イマドキのほうれん草（報・連・相）」

「直ぐに折り返し電話するよう、申し伝えます」
(電話を切る)

「電話の相手、急いでいるようじゃのう」

「はい。先輩に電話しても出ないので、メッセ
ージアプリで連絡してみます」

「業務に私用アプリを使うのは、情報漏えいの
危険もあるから禁止じゃぞ」

「何かいい方法はないかしら。。。」

「先輩は着信履歴を見て会社へ電話→受けた者は
誰が電話をかけたのか周囲に聞いて回る。こりゃ無
駄な動きじゃな。効率良い方法を検討するかのぅ」

「社外からも安心して使用できる社内のコミュニケー
ションツールが必要ですね！」

「セキュリティ基準を満たすアプリを探そうかのぉ」

登 場 人 物
某中小企業の社長(57) 期待の新人(20)
インターネット大好きな、自称“パソコンおやじ” スマホのフリック入力が得意。パソコン初心者。 Picture： ©いらすとや

クラウドサービスを使うことにより、① 初期投資(CAPEX)から月額費用(OPEX)へシフト ② 働く場所を
問わない環境構築 ③ 業務フロー見直しによる業務効率化も期待できますよ。

セキュリティ基準を定め、その基準を満たすクラウドサービスを探すのは大変です。
例えば、政府のセキュリティ要件を満たすクラウドサービスリスト(ISMAP)から選択するのも一つの方法ですよ。
次回(最終回)は、10月から約半年間の取り組みでどう変わったか、検証してみましょう！

小林 真也CD

ちょっと知って欲しんや
今日から始めるICT Vol.5

【セキュリティ ワンポイント情報】もし「侵入型ランサムウェア攻撃」を受けたら？

拡張子が変更され、ファイルが開けなくなったなどの事象は、攻撃の被害を受けている可能性があります。JPCERT/CC
のホームページには、インシデント対応を進める上での参考情報が掲載されています。詳細はコチラ➡



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 概 要 時 間 会 場 問

2

月

12㈯
津山市人づくり事業

市民公開講座
「一番ピンを見つける」

毎年、年に一度開催する市民公開講座。今回はマツダ㈱ シニア
イノベーションフェローの人見 光夫氏をお招きし、強みを活かしな
がら柔軟に変革してきたビジネスモデル、様々な逆境を跳ね返し
たマツダの発想力をお話し頂きます。

13：30～15：30

【オンライン
同時開催】

津山鶴山ホテル
２F 鶴の間

①

15㈫
RPA活用による

業務改善の効率化
【全２日間】

ロボットソフトRPAのスキルを実務レベルへさらに高めます。Office
ソフトと業務システムの連携など典型的な活用シーンを抑え、明
日から現場のロボット使いに仲間入りです。

9：30～16：15 【オンライン】 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㈬
岡山県中小企業
ものづくり関連

支援制度説明会

岡山県産業振興財団では、中小企業者等が行う新技術・新製品
の研究開発等を対象とした令和4年度の補助金等の支援制度説
明会を開催します。是非、ご参加ください。

13：00～17：00

テクノサポート岡山
大会議室

【オンライン
同時開催】

④

17㈬ サイバーリスク対策セミナー

いま、世界の企業や組織がサイバー攻撃の脅威にさらされていま
す。組織の情報が盗み取られるばかりか、データが破壊されて機
能停止に追い込まれる。身代金まで要求される「ランサムウェア」
の被害です。組織の大小に関係なく、無差別に狙われています。
その実態について、これまでの取材をもとにお話しします。

15:00～17：00

東京海上日動
岡山ビル

【オンライン
同時開催】

⑤

21㈪ Power Point初心者講座
図形やイラスト、写真を見り込んだ資料は、PowerPointを使うとと
ても簡単に作成できます。作成したいテーマでチラシやカードを作
成しながら基本的な使い方を身に付けましょう。

14：00～16：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
⑥

22㈫
Excelマスター講座

【全２回】①

SUMなどの簡単な関数なら知っているけど、もっと便利な関数が
あるはず。もっと関数を使いこなしたい！という方に、実務で役立
つ関数をまとめた講座です。

13：30～16：30
アルネ・津山4階

地域交流センター
⑥

24㈭ 「LINE WORKS」活用講座
多様なビジネスの現場で選ばれているLINE WORKSの便利な使
い方や皆様が抱える課題に役立つヒントを動画やデモを交えなが
らご紹介します。

16：00～17：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
⑥

3

月

4㈮ 若手社員研修&交流会

県内外でキャリアコンサルタントとして活躍されているミチナス代
表の長江 由美子氏を講師にお招きし、若手社員を対象にビジネ
ススキル研修、名刺交換会・交流会を行います。貴社の組織の未
来を任す人材育成のために是非お申込みください。

14：00～17：00
津山市役所

東庁舎
E101会議室

⑥

4㈮

地方創生経営者フォーラム
・岡山

長寿企業後継者の
苦悩と革新

誰にも明かされることのなかった地域の宝である長寿企業の知恵
を、未来を担う経営者、後継者へ繋ぎ、地域の仲間と共に本気で
活かしあうことでイノベーションを興し、企業発展、地域活性化へと
導く事を目的にフォーラムを開催しています。是非ご参加ください。

15：00～17：30
能楽堂ホール

tenjin9
⑦

8㈫
Excelマスター講座

【全２回】②

SUMなどの簡単な関数なら知っているけど、もっと便利な関数が
あるはず。もっと関数を使いこなしたい！という方に、実務で役立
つ関数をまとめた講座です。

13：30～16：30
アルネ・津山4階

地域交流センター
⑥

2～3月

①津山市人づくり事業運営委員会 ℡ 0868-24-0740 ②テクノサポート岡山 ℡ 086-286-9661
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東京海上日動火災保険㈱ ℡ 0868-24-3412 ⑥津山まちなかカレッジ ℡ 0868-31-2232
⑦智慧の燈火プロジェクト事務局、東京海上日動火災保険㈱ 岡山支店 ℡086-227-2321

お問い合わせ先

●お問い合わせ先 ℡ 086-206-2180 ●お問い合わせ先 ℡ 086-286-9711

【日 時】毎月第３水曜日 10:00～15:00

（オンライン相談対応可）
【会 場】つやま産業支援センター

●予約はこちら→ →
お問い合わせ先 ℡ 0868ー24-0740

知財や特許、商標のご相談は
岡山県知財総合支援窓口

IT、IoTに関するご相談は
つやま産業支援センター

【日 時】毎週火・木曜日 10:00～16:00

（電話・オンライン相談対応可）
【会 場】つやま産業支援センター【日 時】毎週月曜日 13:00～20:00

（月曜日以外はオンライン相談対応可）
【会 場】津山商工会議所

経営・創業に関する様々なご相談は
岡山県よろず支援拠点


