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令和4年度企業サポート補助金のご案内

つやま産業支援センター
令和４年度企業サポート補助金のご案内

当センターでは企業サポート補助金をご用意しております。津山市内に事業所がある企業様はご利
用できます。その中から抜粋してメニューをご紹介いたします。この他にもメニューがありますので
何か取り組みをお考えの際は、当センターへご相談の上、是非ご利用ください。

※企業サポート補助金（法人のみ）

○展示会（国外） 最大500,000円（補助率1/2）
国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
（補助対象経費：小間料、出展料、装飾費用、運搬費、資料作成費、旅費など）

○外国語HP作成補助 最大200,000円（補助率1/2）
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
（補助対象経費： ホームページ作成委託費、商品カタログ作成費）

○ECサイト等作成補助 最大300,000円（補助率2/3）
（補助対象経費： ECサイト作成委託費用）

○プロフェッショナル人財等サポート補助 最大400,000円（補助率2/3）
岡山県産業振興財団 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
（補助対象経費：採用者の給料、諸手当の内事業所負担額の２か月分）

○付加価値化・事業転換サポート補助 最大400,000円（補助率2/3）
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、もしくは下請けからの
事業転換を図るための新商品開発の費用
（補助対象経費：旅費、原材料費、外注費、委託費、工具費など）

※企業内起業・第二創業推進事業費補助金

○第二創業サポート補助 最大1,500,000円（補助率2/3）
企業の社員等が新規事業により企業または津山市内で新たに事業を開始する者との連携により起業
（企業内起業）する場合や、経営者等が業態転換、または新事業へ進出して起業（第二創業）する
取り組みに対して補助を交付する。
（補助対象経費：備品、借料、旅費、原材料費、機械装置費、工具費、選考技術調査費、共同調査
費、技術指導受入費、外注費、人件費、広告宣伝費、その他経費など）



津山まちなかカレッジ ５周年記念イベント 開催しました。

Smile Woman Lab. vol.5

デ
ザ
イ
ン
×マーケティング

デザインとマーケティングを
活かした商品開発

10/1（土）にアルネ津山4階に開設している学びの拠点施設、津山まちなかカ
レッジにて5周年記念イベント『Smile Woman Lab. Vol.5 見つけよう「私ら
しさ」』を開催しました。
自身を客観的に知るための「私の説明書」作りや香り占いとハンドクリーム

作り、ものづくり女子座談会、英語でふれあうゲーム大会など多くの方にご参
加いただきました。
また今回は津山にゆかりのある方を４名パネラーに迎え、ハイブリット形式

「2022 まちカレ つやま会議」も同時に開催しました。
すべての女性へ、自分らしく輝くための体験・セミナーなど、津山での学び

のひと時を過ごしていただきました。

9月30日（金）にアルネ・津山４階地域交流センターにおいて、
つやま産業塾「プロフェッショナルコース」を開催しました。
講師の原田 晋伍氏からデザインやマーケティングについて、わかり
やすくご講義いただきました。キーワードは『ONE WORD』。そ
の商品やサービスが何なのか、一言で言えるようになることがポイ
ントであるということ。
後半はしゃもじを使ったワークを行い、参加者から様々なアイデ

アが出ていました。
今後もつやま産業塾では、地域のニーズに合った講座を実施しま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。

つやま産業塾
プロフェッショナルコース開催報告

9月28日(水)と29日(木)に、当クラスターの主催事
業であるメタル交流会に先駆け、講師を務めていた
だく津山高専に在籍時、地域企業と難削材の共同研
究に取り組まれた大同大学の萩野 将広先生が一足早
く津山に入り、会員企業であるときわ製作所㈱、坂
田電機㈱、㈱アイ・エスの３社を訪問しました。

各企業の代表者や社員の皆様と機械加工における
課題や最近の業界の動向、人材確保など様々な意見
交換を行い、大変有意義な訪問となりました。

その企業訪問の終了後、会員企業を中心とした津
山地域の金属加工企業を対象に、知識向上と企業間
交流を目的としたメタル交流会を開催しました。

講師の萩野先生から、機械加工分野の最近の研究
トレンドと工場の情報化について、貴重なご講演を
いただきました。

当日参加した40名は、写真やイラストを使った具
体的な説明に熱心に耳を傾けていました。

津山ステンレス・メタルクラスターでは、会員企
業の技術力向上や人材育成を応援していきます。



時代劇大好き いっぴつけいじょうつかまつりそうろう

ものづくりコーディネーターの 「一筆啓上仕り候」

貴社の会社をテレビ津山が取材し、紹介動画を製作します。
製作した動画は自由に使っていただける他、テレビ津山にて

１カ月間（20回以上）放送、つやま産業支援センターの
YouTubeチャンネル「TSUYAMA-BIZ」で公開いたします。

自社の紹介動画を制作しませんか

▼自己紹介
コーディネーターの荒砂です。大の時代劇ファン

で中でも1960年代の重厚な作りの時代劇映画をこよ
なく愛する62歳。「ちょっとマツケン似?!」説も。

津山高専金属工学科卒で経験企業は6社。経験業務
は工場現場作業、製造技術、金型設計、製品開発・
設計、品質保証、工場マネジメントといろいろな立
場で40年間「ものづくり」に携わって参りました。
「職歴多過ぎ～」と言われそうですが、この経験を
活かし、少しでも皆様のお役に立てればと思ってお
りますのでどうぞよろしくお願いいたします。

▼津山圏域企業様のヒアリング結果
現在、半導体・樹脂・鉄鋼・食品などの深刻な供給

不足と高騰が、日本の製造業に大きな影響を与えてい
ます。7月から津山圏域の企業様を逐次訪問し、コロ
ナ禍での景況感・経営課題などのヒアリングを実施し
ています。

現在までの訪問企業は約40社。企業代表の方々が
異口同音に語られた経営上の問題は次の3点でした。
①原材料価格の高騰→売価・納入価格への転嫁困難
②電気料金の値上がり→製造コスト増で収益圧迫
③人材不足→受注量の消化困難、時間外労働の増加
そこで、本コラムでは、この3つの問題について情

報を整理し、考察してみたいと思います。

※「一筆啓上仕り候」とは現代語で「簡単に申し上げます」という意味。

原材料高騰問題を斬る!今月の一筆啓上

▼価格転嫁はできているのか?
コストの増加は企業努力によって吸収され、消

費者向け販売価格、顧客への納入価格への転嫁が
されにくいと言えますが、業種間で多少の差異は
見られます。
製造業の中でも素材業種などの川上に近い企業

ほど販売価格への転嫁が早く、加工業種などの川
下に近い企業ほど転嫁が遅れているといった傾向
が有ります。こうした価格転嫁の遅れは、企業収
益を圧迫する要因となり、先々の設備投資や雇用
などへマイナスの影響が考えられます。
左記のヒアリング結果においても、企業様の置か
れた苦しい状況が浮き彫りになっています。
次号では、さらにこの問題を深掘りしてみたい

と思います。

▼なぜ原材料価格が高騰するのか?
(初回は総論を中心にお話しします)

資源価格は、2021年夏頃から欧米を中心とした
コロナ禍からの回復による需給のひっ迫で上昇傾
向にあった中、2022年2月のウクライナ情勢の緊迫
化に伴い、さらに上昇圧力が加わったことにより
高値で推移してきました。
また、米国を中心に資源高などを背景とした高

インフレが観測される中で金融引き締めが加速す
る一方、日銀は金融緩和を継続していることから
日米金利差が拡大し、円安が急速に進行していま
す。こうした資源価格の高騰と円安の同時進行に
より日本の輸入物価は上昇し、企業の原材料コス
トの増加に繋がっています。

応募条件 つやま産業支援センターの賛助会員であること

費用負担 5万円

募 集 数 10社程度（先着順）

動画時間 ５分程度

撮 影 １日（2023年1月以降で調整予定）

動画内容 応相談

申込方法 当センターへメールにてお申込みください

info@tsuyama-biz.jp

※基本的に1カ月に1社の取材となります。取材日がかなり

先になる可能性もあります。予めご了承ください。

株式会社イマガワ
【最高の素材と技術】こだわり抜いた

100年家具と建具

荒砂 三喜男CD



発行元 つやま産業支援センター事務局（津山市産業経済部みらい産業課） 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

10

月

15㈯
生産性向上セミナー
IE基礎コース研修

ムダの再認識と分析ツールの活用方法を学び、IE手法の理解を
演習し、ものづくりの改善を主体的に実践する人材を育成します。

9：00～16：00
津山市役所東庁舎
１F E101会議室

①

18㈬
19㈭

ろう付技能クリニック
各種材料のろう付実習を通し、技能高度化に向けた適正なろう付
施工に関する技能と、問題点の把握や解決手法を習得します。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ②

19㈬
若手社員のチームワークと

コミュニケーション

この研修では、チームで活躍するためにフォロワーシップとリー
ダーシップ、チームワーク力を構成する能力、チーム活動のベー
スとなるコミュニケーション力を高めるポイントを学びます。

9：30～16：15 オンライン ③

20㈭
第二回デジタル化

推進セミナー
岡山県内の中小企業の経営者・管理・監督者等を対象に、中小企
業のDX推進とデジタルキーパーソンについて学びます。

13：30～16：10
テクノサポート岡山

・
オンライン

④

20㈭
Webマーケティング

基本講座

この研修では、Webサイトを活用した「売れる仕組み」の全体像を
理解し、自社の現状を振り返りながら売上につながるWebサイト構
築のポイントを学びます。

9：30～16：15 オンライン ③

21㈮
岡山地区

QCサークル大会
津山会場

岡山地区QCサークル大会のサテライト会場として、企業の改善事
例発表を聴講します。

10：00～16：15
津山市役所東庁舎
３F E301会議室

①

26㈬
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

⑤

26㈫
27㈬

半自動アーク溶接
技能クリニック

技能高度化に向けた半自動アーク溶接作業の実習等を通し、適
切な半自動アーク溶接施工に関する技能、問題点の把握や解決
手法を習得します。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ②

27㈬
実践Web

マーケティング
セミナー2022

中小企業・小規模事業者等を対象にDX活用術を学びます。業績
に差がつく「ITトレンド」をいち早く取り入れてみませんか？

19：00～21：00 オンライン ⑥

27㈬
DX時代の

ものづくり現場で役立つ
データ分析と統計の基礎

この研修では、未来を予測し次に何をすべきかを効率的に意思決
定するために必要な統計分析の基礎知識を学びます。

9：30～16：15 オンライン ③

29㈮
生産性向上セミナー
QC基礎コース研修

品質リスクマネジメントの考え方を身につけ、品質トラブルを未然
防止できる、頼れる品質キーパーソンを育成します。

9：00～16：00
津山市役所東庁舎
１F E101会議室

①

11

月

10㈭
若手社員の

「企画力・提案力・実行力」
向上講座

この研修では、グループディスカッションを中心に、潜在的な思考
力を「企画」「提案」「実行」へと分かりやすく学びます。

9：30～16：15 オンライン ③

16㈬
ものづくり企業向け

デジタル活用による業務改善

この研修では、デジタル化によるメリットの一つである「業務効率
化の進め方」をテーマに業務効率化につながる考え方や各種ツー
ルを事例を交えて紹介します。

13：30～16：30 オンライン ③

22㈫
商品撮影＋写真加工

＋デザインを
勉強してみませんか？

スマホやデジカメで綺麗に撮影をするコツ、写真の補正を学びま
す。またチラシやSNSなど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
⑦

30㈬
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

⑤

10～11月

①つやま産業支援センター ℡ 0868-24-0740 ②ポリテクセンター岡山 ℡ 086-246-2530 
③テクノサポート岡山 ℡ 086-286-9661 ④岡山県産業振興財団 ℡ 086-286-9626
⑤岡山県知財総合支援窓口 ℡ 086-286-9711 ⑥岡山県商工会連合会 ℡ 086-238-5666
⑦津山まちなかカレッジ事務局 ℡ 0868-31-2232

●お問い合わせ先（予約）
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
（月曜日以外はオンライン相談対応可能）

●お問い合わせ先（予約）
岡山県知財総合支援窓口
℡ 086-286-9711

毎月第４水曜日 10:00～15:00
（オンライン相談対応可能）

会場：つやま産業支援センター
津山市役所東庁舎

お問い合わせ先


