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P.1 主な重点事業のご案内&新年度ご挨拶

P.3 2022 Miss SAKE 岡山 市長表敬訪問&市内酒蔵取材

2022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.2 令和4年度つやま産業支援センター補助金メニューのご案内
P.2 つやまエリアオープンファクトリー２０２２ 参加企業募集のお知らせ

P.4 役に立つイベント等のご案内

福田 雅史
みなさん、大変お世話に
なりました。センターで
の3年間はとても有意義
な経験となりました。こ
れからの世の中予期せぬ
事態が多発すると思いま
すが失意にも泰然として
生きていきたいですね。

荒砂 三喜男
さまざまなものづくりの企
業で品質保証の仕事をして
参りました。論理的思考、
全体最適思考が私のモット
ーです。生まれ育った津山
圏域のため、微力ながらお
手伝いができればと思って
おります。趣味はDIY。

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
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

退任 着任



TOF
2022参加企業

募集！ つやまエリアオープンファクトリーは、津山地域の企業・工場を一斉公開することで、地
域のモノづくりや企業の魅力を小中高校生等を中心に地域内外の多くの方に知ってもら
い、体験していただくイベントです。このイベントを開催することで将来的な企業への就業
促進、企業内の人材育成、そして地元企業・製品のファンづくりにも繋げるものです。

開 催 日 2022年7月22日（金）～23日（土） 9時～16時（各工場により見学時間等は異なる）
対象企業 津山市､鏡野町､勝央町､奈義町､久米南町､美咲町に本社、事業所を置く事業者等

ただし、卸・小売業は本社を上記対象地域に本社を置く企業のみを対象とし、金融機関及びフランチャイズ
展開企業（フランチャイジー含む）は対象外。

内 容 各企業、工場による製造現場等の公開、ものづくり体験等のイベント等
見 学 者 工場見学・体験を実施しようとする個人（過去のメインの参加者は小中学生）

なお、小学生以下は保護者の付添が必要
申込方法 申込用エクセルデータに必要事項を入力してinfo@tsuyama-biz.jpにメールで送信してください。
申込期限 2022年5月31日（火）
※詳しくは、つやま産業支援センターにお問い合わせください。

募集内容

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、センターHPをご覧ください。

概　　要 補助率(※） 補助上限額(※）

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

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）

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）

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

40万円（革新性ある事業：80万円）

特許権：20万円/特許権以外：10万円

【発注先】
市内企業：30万円/市外企業：10万円

150万円

40万円

10万円
（経営改善計画等策定：20万円）

（同一年度内）

10万円（同一年度内）

国内：25万円/国外：50万円

【発注先】
市内企業：20万円/市外企業：10万円

【発注先】
市内企業：10万円/市外企業：  5万円

30万円

⑩

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

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

⑨
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

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

新製品・新技術開発サポート補助金
※申請期限　5月末

⑦
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

⑥ 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
プロフェッショナル人財等採用
サポート補助金

付加価値化・事業転換
サポート補助金

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） 100万円

⑤
生産性向上を目的にシステム構築によるソリューションを新たに導入する
費用　ソフトウェア導入費（パソコン等設備購入費、当該ソフトウェア維持
管理のための費用は除く）

1/2以内 20万円
【NEW】生産性向上ＩＣＴ導入
サポート補助金

⑴ロボット導入等2/3以内
⑵上記以外 1/2以内

③

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

マーケティング等補助 2/3以内

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

販路開拓
サポート
補助金

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

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

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

補助金名

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



※イメージ写真

また、あらゆるリスクを想定し、
災害などが発生した場合におい
ても、機能の維持と業務の継続を
図ることにより、地域事業者の事
業の継続や再開に対して、よりス
ムーズに対応できる体制を構築し
ます。

つやま産業支援センターは、内閣府・内閣官房が推進する
「地方創生テレワーク推進運動」の趣旨に賛同し、推進運動
に参加するため、「Ａｃｔｉｏｎ宣言」 を行い、同宣言が内閣府・
内閣官房に正式に受理され、「地方創生テレワーク」事業の
ホームページに掲載されました。

同センターでは、Ａｃｔｉｏｎ宣言に基づき、主に以下の項目を
推進するとともに、テレワークの導入を希望する地域の企業
や事業者を支援するなど、地域全体でテレワークを推進して
いく上でのモデルケースになるよう取り組みます。

１ 職員一人ひとりが時間的制約などに捉われない
多様な働き方の実践

２ 業務の効率化を図ることによるサービスの向上
３ 感染症対策に加え、災害時における機能維持と
業務継続に必要なリスク分散

テレワークによる業務の推進により、多様な働き方を実践し、
業務効率を高めることで、地域事業者を手厚く支援し、魅力あ
る雇用の創出と地域経済の活性化により一層寄与します。

つやま産業支援センター
「地方創生テレワーク推進運動

Ａｃｔｉｏｎ宣言」
を行いました。

市 内 に サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス
２ 施 設 が オ ー プ ン

3月27日（日）に津山鶴山ホテル内とアルネ・津山
3階に新たなサテライトオフィスがオープンしました。
ＮＴＴ西日本と連携し、セキュリティや通信速度を重
視したWi-Fi環境を整備し、より快適な環境を提供しま
す。

サテライトオフィス×ホテルの客室ｙｓ施設と組み合
わせることにより様々な働き方が可能になりました。
是非、宿泊とセットでご利用下さい。

スマートロック等の最新のITシステムを導入し、安心
して快適にお過ごし頂けます。

津山鶴山ホテル

ＣＯＴＯＹＡＤＯ【アルネ・津山３階】

＆

谷口市長（左）

安藤 恵さん（右）

2022 Miss SAKE 岡山

市長表敬訪問 市内酒蔵取材

難波酒造株式会社 株式会社多胡本家酒造場

伝統ある日本酒と日本文化の魅力を国内外に発信する「Miss SAKE」。

岡山県で初めて開催された2022 Miss SAKE 岡山に選ばれた津山市出身

の女優 安藤恵さんが、3月18日、津山市役所を訪れました。

日本酒や焼酎のテイスティングの専門家資格で、取得難度も高い「酒匠

（さかしょう）」を所持しているという安藤さん。

YouTubeチャンネル「メイドイン津山」で配信する予定の動画として、

難波酒造株式会社と株式会社多胡本家酒造場を取材していただきました。

「大好きな地元の日本酒についてお話を聞いたり試飲したりととても贅

沢な時間を過ごさせていただきました！これから2022 Miss SAKE 岡山

としての活動も頑張ります

ので、よろしくお願いいた

します。」と安藤さん。酒

蔵取材の動画配信日は未定

ですが、動画は毎週金曜日

21時に公開しています。

皆さま是非、ご覧ください。



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

4

月

4 16㈯
Excelステップアップミニ講座

（IF関数編）
求職中の方を優先に、自身のスキルアップや仕事の効率アッ
プのためにExcelの便利な機能を学んでみましょう。

10：30～11：30
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

4 19㈫
商品撮影＋写真加工

＋デザインを
勉強してみませんか？

アフターコロナに備え、コストをかけずに販売促進や情報発信
のレベルアップをしてみませんか？スマホやデジカメで撮影す
るコツ、スマホアプリを使って撮影した写真の補正、チラシやメ
ニュー、SNS制作で使えるデザインの作り方を学びます。

10：30～15：30
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

4
20㈬
21㈭

実践機械製図

機械設計/機械製図の現場力強化及び技能継承を目指して、
技能高度化、技能承継に向けた設計現場で求められる機械製
図の規格から製作図に関する総合的な知識、技能を実習を通
して習得する。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
②

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
③

4 27㈬
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

5

月

5 10㈫
メンズビジネスファッション

身だしなみセミナー

正統派スーツスタイルからビジネスカジュアル、クールビズまで
あなたの魅力を最大限引き出す着こなしのコツをお伝えします。
何をどう合わせばいいのか、学んでみましょう。

15：30～17：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

5 17㈫
会社を守るための

労務管理と就業規則

働き方改革関連法や白ナンバーのアルコールチェック等の実
務対応や、「会社を守る」という観点での「就業規則」の作成方
法を解説します。また、人材不足が深刻する中、採用戦略につ
いてもアドバイスします。

15：00～17：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

5 21㈯
Excelステップアップミニ講座

（VLOOKUP編）
求職中の方を優先に、自身のスキルアップや仕事の効率アッ
プのためにExcelの便利な機能を学んでみましょう。

10：30～11：30
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

5 25㈬
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

5 27㈮
とってもやさしい

はじめてのスマホで
オンライン体験講座

スマートフォンやパソコン画面で顔を合わせて会話ができるテ
レビ電話。「ZOOM」を誰かに教えて欲しい、使ってみたい方に
を対象です。

13：30～15：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

４～５月

①津山まちなかカレッジ ℡ 0868-31-2232
②ポリテクセンター岡山 ℡ 086-246-2530 
③ポリテクセンター岡山 ℡ 086-241-0076
④岡山県知財総合支援窓口 ℡ 086-286-9711

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４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QRコードはこちら→ →
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


