
松阪市産業支援センターからのお知らせ (令和 4 年 9 月 8 日)  

 

松阪市産業支援センターです。 

今回は、皆さんにお役に立つセミナーの情報を中心にお送りします。 

是非、セミナーにご参加いただき、お役に立てていただければ幸いです。 

また、松阪市では、障がい者の雇用・就労促進フォーラム  知的障がい者と共に働く「やったらで

きるんや！やらさへんだけや！」への参加者の募集を行っています。 

今後とも、松阪市産業支援センターをよろしくお願いいたします。 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 1.ビジネスセミナー(WEB 広告活用編)を開催します 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/business-seminar2022-09-28.html 

 2.ビジネスセミナー(クレーム対応編)を開催します 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/business-seminar2022-10-06.html 

 3.ビジネスセミナー (Ｚ世代の顧客獲得編)を開催します 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/business-seminar2022-10-17.html 

 4.ビジネスセミナー (Web3 はじめの一歩編) を開催します 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/business-seminar2022-10-26.html 

 5.ビジネスセミナー (インボイス・改正電子帳簿保存法編)を開催します 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/business-seminar2022-11-09.html 

 6.障がい者の雇用・就労促進フォーラム 知的障がい者と共に働く 

 「やったらできるんや！やらさへんだけや！」を開催します 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/work/forum4.html 

 7.「高度人材育成支援補助金」募集中！！ 

  https://www.miesc.or.jp/support/contents/550/ 

 8.販路開拓相談窓口の予約を受付中！！ 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/hanro-kaitaku.html 

 9.お困りごとを解決する 専門家派遣事業の申込受付中！！ 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/sien-haken.html 

10.国・県等の補助金等をご紹介しています 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/hojyokin.html 

11.新型コロナウイルス感染症対策の支援内容をご紹介しています 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/covid-19.html 

----------------------------------------------------------------------- 

 

1.ビジネスセミナー(WEB 広告活用編)を開催します 

 ～WEB 広告を上手く利用して、お客を増やそう～ 

 

近年、WEB 広告はなくてはならないマーケティングチャネルの一つとなりました。 

松阪市では、その必要性や WEB 広告の種類、メリット・デメリット等についてわかりやすく解説す

るセミナーを開催します。 



これで、あなたも費用対効果の高いと言われている WEB 広告でお客を増やしてみませんか！！ 

 

・開催日： 

  令和 4 年 9 月 28 日(水曜日) 

・開催時刻： 

  14 時 00 分から 16 時 00 分 

・講師： 

  合同会社番頭舎 代表社員 服部 巨 氏 

・会場： 

  カリヨンプラザセミナー室 (松阪市日野町 788 番地 カリヨンプラザ 1 階) 

・受講方法： 

  会場への来場または Zoom のいずれかでご参加いただけます 

  ※コロナウイルス感染症の状況により、Zoom のみのセミナーになる場合がございます 

・参加費： 

  無料 

・主催： 

  松阪市(松阪市産業支援センター) 

・共催： 

  公益財団法人三重県産業支援センター (三重県よろず支援拠点) 

 

詳細等につきましては、下記 URL をご覧ください 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/business-seminar2022-09-28.html 

お申し込みは下記 URL から 

 https://logoform.jp/form/TY2e/125283 

 

 

2.ビジネスセミナー(クレーム対応編)を開催します 

 「おもてなしとお断り」～お客様満足度・社員幸福度を高めよう～ 

 

SNS を通じて瞬時に情報が拡散する現代においてピンチはチャンス！ 

重大なクレームが発生しても適切な対応を行えば、良い口コミを生み集客効果を高めることに繋が

ります。 

このセミナーでは、クレームの初期対応から不当な要求への対応まで、多くの事例や対応法等を盛り

込み、わかりやすく即実践できるテクニックをお教えいたします。 

営業やお客様対応等に携わる方は、このセミナーでクレーム対応力を磨きましょう。 

 

・開催日： 

  令和 4 年 10 月 6 日(木曜日) 

・開催時刻： 

  13 時 30 分から 16 時 30 分 

・講師： 



  サミット人材開発株式会社 代表取締役 小菅 昌秀 氏 

・受講方法： 

  Zoom を利用した視聴型セミナー 

・参加費： 

  無料 

・主催： 

  松阪市(松阪市産業支援センター) 

・共催： 

  公益財団法人三重県産業支援センター (三重県よろず支援拠点) 

 

詳細等につきましては、下記 URL をご覧ください 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/business-seminar2022-10-06.html 

お申し込みは下記 URL から 

 https://questant.jp/q/20221006matsusaka 

 

 

3.ビジネスセミナー (Ｚ世代の顧客獲得編) を開催します 

 ～Ｚ世代の顧客を増やそう～ 

 

あなたはＺ世代を知っていますか！！ 

Ｚ世代は、 一般的に 1990 年半ばから 2010 年頃に生まれた世代を指す言葉なのです。 

今、マーケティングの対象として、この「Ｚ世代」が注目を集めています。 

しかし、Ｚ世代について「どう接したら良いか」「どのような特徴があるのか」など、よく知らない

方が多いのではないでしょうか。 

そこで、松阪市ではセミナーを通じて、Z 世代について解説し、顧客に取り込むためのヒントについ

てご紹介します。 

 

・開催日： 

  令和 4 年 10 月 17 日(月曜日) 

・開催時刻： 

  14 時 00 分から 16 時 00 分 

・講師： 

  株式会社 Dream3.0 代表取締役 おうやま 昇 氏 

・会場： 

  カリヨンプラザセミナー室 (松阪市日野町 788 番地 カリヨンプラザ 1 階) 

・受講方法： 

  会場への来場または Zoom のいずれかでご参加いただけます 

  ※コロナウイルス感染症の状況により、Zoom のみのセミナーになる場合がございます 

・参加費： 

  無料 

・主催： 



  松阪市(松阪市産業支援センター) 

・共催： 

  公益財団法人三重県産業支援センター (三重県よろず支援拠点) 

 

詳細等につきましては、下記 URL をご覧ください 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/business-seminar2022-10-17.html 

お申し込みは下記 URL から 

 https://logoform.jp/form/TY2e/125299 

 

 

4.ビジネスセミナー (Web3.0 はじめの一歩編) を開催します 

 Web3.0 って、どんな世界？ 

 ～Web3.0 のはじめの一歩 今知っておくことは～ 

 

今、インターネットの世界が大きく変わろうとしています。 

ビジネスにおいても、この技術で新時代が到来するかもしれません。 

そこで、Web3.0の情報収集を行っている番頭舎の服部代表に、新しい世界を紹介していただきます。 

そして、新たなビジネス展開のヒントにしていただければと思います。 

 

・開催日： 

  令和 4 年 10 月 26 日(水曜日) 

・開催時刻： 

  14 時 00 分から 16 時 00 分 

・講師： 

  合同会社番頭舎 代表社員 服部 巨 氏 

・会場： 

  カリヨンプラザセミナー室 (松阪市日野町 788 番地 カリヨンプラザ 1 階) 

・受講方法： 

  会場への来場または Zoom のいずれかでご参加いただけます 

  ※コロナウイルス感染症の状況により、Zoom のみのセミナーになる場合がございます 

・参加費： 

  無料 

・主催： 

  松阪市(松阪市産業支援センター) 

・共催： 

  公益財団法人三重県産業支援センター (三重県よろず支援拠点) 

 

詳細等につきましては、下記 URL をご覧ください 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/business-seminar2022-10-26.html 

お申し込みは下記 URL から 

 https://logoform.jp/form/TY2e/139579 



 

 

5.ビジネスセミナー (インボイス・改正電子帳簿保存法編)を開催します 

 ～どうしたらいいの? 2023 年 10 月 1 日から開始されるインボイス制度～ 

 ～2024 年 1 月から義務化される改正電子帳簿保存法～ 

 

「インボイス制度」、よく聞く言葉ですが、でも、内容がまだよくわからないとの声を多く聞きま

す！！ 

そこで、インボイス制度の概要、登録申請書の書き方及び改正電子帳簿保存法の概要についてのセミ

ナーを開催いたします。 

原則、2023 年 3 月末日までの登録申請、2023 年 10 月から開始されるインボイス制度、2024 年 1 月

から義務化される改正電子帳簿保存法、その内容をもっと理解したうえで、早急に対応を行いましょ

う！！ 

 

・開催日： 

  令和 4 年 11 月 9 日(水曜日) 

・開催時刻： 

  13 時 30 分から 15 時 30 分 

・講師： 

  税理士法人トータルサポート 代表社員 前川 浩一 氏 

・会場： 

  カリヨンプラザセミナー室 (松阪市日野町 788 番地 カリヨンプラザ 1 階) 

・受講方法： 

  会場への来場または Zoom のいずれかでご参加いただけます 

  ※コロナウイルス感染症の状況により、Zoom のみのセミナーになる場合がございます 

・参加費： 

  無料 

・主催： 

  松阪市(松阪市産業支援センター) 

・共催： 

  公益財団法人三重県産業支援センター (三重県よろず支援拠点) 

 

詳細等につきましては、下記 URL をご覧ください 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/business-seminar2022-11-09.html 

お申し込みは下記 URL から 

 https://logoform.jp/form/TY2e/140520 

 

 

6.障がい者の雇用・就労促進フォーラム 知的障がい者と共に働く 

 「やったらできるんや！やらさへんだけや！」を開催します 

 



松阪市では、障がいのある人の社会参加、雇用・就労を促進すること、障がい者本人の勤労意欲の向

上や、事業者や市民の障がい者雇用への理解促進を深めるためにフォーラムを開催します。 

現場の工場長として様々な悩みを乗り越え、障がい者と共に働く仕組みをつくりあげた山田さん。そ

の体験談から、障がい者の雇用において大切なことを一緒に考えてみませんか。 

 

・開催日： 

  令和 4 年 10 月 2 日(日曜日) 

・開催時刻： 

  13 時 30 分から 

・開催場所： 

  華王殿（松阪市高町 502 番地） 

・内容： 

 (1)13 時 30 分～13 時 50 分 

    令和 4 年度 松阪市障がい者雇用優良事業所・優秀勤労障がい者 表彰式 

 (2)14 時 00 分～15 時 30 分 

     講演：知的障がい者と共に働く「やったらできるんや！やらさへんだけや！」 

     講師：山田 美智子 氏 (株式会社アクス 取締役工場長) 

・参加費： 

  無料 (事前申し込みは不要です) 

・主催： 

  松阪市 (商工政策課・障がい福祉課) 

 

詳細等につきましては、下記 URL をご覧ください 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/work/forum4.html 

 

 

7.「高度人材育成支援補助金」募集中！！ 

 

三重県産業支援センターでは、労働者に対して実施する人材育成研修に係る経費の一部を補助し、県

内中小企業等における高度・専門人材の育成を支援する「高度人材育成支援補助金」の募集を行って

います。 

 

・補助対象者： 

  対象業種(製造業、食関連産業)に該当する企業等で、補助金交付要領第 3 条の全項目を満たす事

業者等 

・補助対象経費： 

  高度・専門人材の育成を目的とする研修事業における、社内研修費、社外研修費、講師の旅費 

・補助金額： 

  補助率   1/2 以内 

  補助限度額 10 万円 

・申請締切： 



  令和 4 年 11 月 30 日(水曜日) 

・補助事業期間： 

  交付決定日から令和 5 年 1 月 31 日(火曜日)まで 

・問い合わせ先： 

  公益財団法人三重県産業支援センター 

  地域活性化雇用創造プロジェクト  担当：西 

  TEL：059-253-1260 E-Mail：chipro@miesc.or.jp 

 

詳細等につきましては、下記 URL をご覧ください 

 https://www.miesc.or.jp/support/contents/550/ 

 

 

8.販路開拓相談窓口の予約を受付中！！ 

 

松阪市では、専門家が自社等で開発を計画している製品や取扱い商品の販路拡大や売上拡大のため

の助言を行う、相談窓口を開設しております。 

皆さんのご活用をお待ちしております。 

 

・開設日等： 

  毎月第 3 水曜日 (祝祭日等により変更する場合があります) 

・開始時刻： 

  13 時 30 分より ※1週間前までに要予約 

  (予約状況により、後日調整をさせていただく場合がございます) 

・窓口会場： 

  カリヨンプラザ 1 階 会議室 (松阪市日野町 788) 

 

詳細、予約につきましては、下記 URL をご覧ください。 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/hanro-kaitaku.html 

予約は下記 URL から 

 https://logoform.jp/form/TY2e/110166 

 

 

9.お困りごとを解決する！！ 専門家派遣事業の申込受付中！！ 

 

松阪市では、市内の事業者の皆さんが抱えているお困りごとを解決するため、各分野の登録専門家を

無料で派遣する専門家派遣事業の受付を行っています。 

 

例えば・・・ 

(1)ホームページの更新ができない。新たに自分達で更新が行えるホームページを立ち上げたい。 

(2)新商品を開発したので、周知のためにリーフレットやショップカードを作成したい。 等 

お困りごとを解決したい事業者の皆さんからのご相談をお待ちしております。 



 

・対象企業： 

  松阪市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者等  

・派遣回数： 

  最大 4 回／1 テーマ 

・派遣費用： 

  無料 

 

詳細等につきましては下記 URL をご覧ください。 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/sien-haken.html 

登録専門家を確認したい場合は、下記 URL をご覧ください。 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/sien-senmonka2.html 

専門家の派遣申込みは下記 URL から 

 https://logoform.jp/form/TY2e/58151 

 

 

10.国・県等の補助金等をご紹介しています 

 

松阪市では、「国や県等の補助金」について、ホームページでご紹介をしています。 

皆さんのご活用をお待ちしております。 

 

国・県等の補助金等のご紹介 URL 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/hojyokin.html 

 

 

11.新型コロナウイルス感染症対策の支援内容をご紹介しています 

 

松阪市では、「新型コロナウイルス感染症対策の支援内容」を一覧にしてホームページでご紹介をし

ています。 

皆さんのご活用をお待ちしております。 

 

新型コロナウイルス感染症対策の支援策 URL 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/covid-19.html 

 

 

メールが不必要な方は下記にご連絡をいただきますようお願いいたします 
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