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《今号の注目記事》
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■◇ 会員大会記念コンサート「ビリーバンバン」登場
9月20日から前売り券を販売
http://www.toyokawa-cci.org/news/consert.htm
豊川商工会議所第24回会員大会の記念コンサートが、豊川市制施行70周年記
念事業として文化会館大ホールで、11月16日(土)14時30分から開催されます。
テレビのＣＭなどでお馴染みのフォークデュオ・ビリーバンバンさんを招き
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「～愛をテーマに贈るソフトなアコースティックサウンド～」と題して行いま
す。
★入場料は、Ｓ席と自由席で異なります。
Ｓ席は座席指定限定500席。
豊川商工会議所会員 → 1席2,000円
一般の方と豊川商工会議所非会員 → 1席3,000円
自由席は豊川商工会議所会員 → 無料
（ただし、入場整理券が必要、１人２枚まで）
一般の方と豊川商工会議所非会員 → 1席2,000円
入場券は9月20日(金)

9時から販売（整理券配布）。

ビリーバンバンさんは、1969年、兄弟デュオ「ビリーバンバン」としてキング
レコードから「白いブランコ」でレコードデビュー。
88年「いいちこ」のＣＭはＣＭサウンドセレクションＣＭ音楽ベスト６。
お問合せは、豊川商工会議所（担当 村上、伊與田、TEL 86-4101）まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ B-1グランプリイベント専用チケットの前売りについて
9月20日から販売開始！
http://www.toyokawa-cci.org/b-1/b-1ticket.htm
平成25年11月9日(土)、10日(日)に開催します「B-1グランプリin豊川」を楽
しむためのキーとなる、イベント専用チケット「たべりんくうポン券」販売が
9月20日(金)から開始します。
【チケットの内容】
名称「たべりんくうポン券」

1組1,000円（100円×10枚綴り）

【販売期間】
平成25年9月20日(金)～11月8日(金)
【販売窓口】
B-1グランプリin豊川実行委員会事務局（豊川市役所）、豊橋市役所、蒲郡
市役所、田原市役所、豊根村役場、豊川市観光協会、豊川市観光案内所、愛知
県観光協会、豊川商工会議所、音羽商工会、一宮商工会、小坂井商工会、御津
町商工会、ひまわり農業協同組合、豊川信用金庫、蒲郡信用金庫、豊橋信用金
庫、サンクス、プリオインフォメーションカウンター、ラグーナ蒲郡、イオン
13店舗（豊川店、豊橋南店、田原店、蒲郡店、岡崎南店、高橋店、東浦店、半
田店、豊田店、三好店、大高店、浜松志都呂店、浜松市野店、サーラプラザ
【使用できる期間】
平成25年11月9日（土）から平成25年12月1日（日）まで
たべりんくうポン券は、イベント終了後も上記の期間、「協力店」で金券と
して使用できます。
詳しくは下記ホームページへ
http://toyokawa.b-1grandprix.com/
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《会議所からのお知らせ》
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■◇ ゆるキャラグランプリ2013 ご当地ゆるキャラ「いなりん参戦」
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/kaiintaikai.htm
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豊川市の更なる知名度向上を目指して、「いなりん」にとって３度目となる
「ゆるキャラ(R)グランプリ2013」にエントリーしました！
１０位以内入賞できるようにがんばります。メールを見られた方も是非ご協
力下さい。投票方法などは、ホームページをご覧下さい。
(1)「ゆるキャラ(R)グランプリ2013」の概要
1.内
容 ゆるキャラ日本一をインターネット投票で決めるイベント
2010年から開催し、今回が４回目となります。
2.投票期間 平成25年9月17日(火)10時～平成25年11月8日(金)（53日間）
3.投票方法 「ゆるキャラ(R)グランプリ2013」のホームページから投票。
1日1回パソコン、スマートフォンから投票（クリック）する
ことができます。 URL：http://www.yurugp.jp/#open01
(2)「いなりん」の過去の成績
第2回（2011年）66位(348体中)、第3回（2012年）153位(865体中)
……………………………………………………………………………………………
■◇ 中小企業の強い味方 ジョブ・カード制度
http://www.toyokawa-cci.org/news/jobcard.htm
○キャリアアップ助成金をご存知ですか？
有期契約労働者等といった非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ
等を促進するため、人材育成の取り組みを実施した事業主に対して助成する制
度です。
自社内での実習（ＯＪＴ）と座学（Ｏｆｆ－ＪＴ）を効果的に組み合わせた
３カ月以上６カ月以内の職業訓練です。
一定の要件を満たす場合は、国からの助成金を受けられます。
当所では、そんな助成金申請の為、訓練実施計画の作成や申請に向けた準備等
のお手伝いをジョブカードセンターが行っています。是非ご活用下さい。
問合せは、豊川商工会議所
愛知県地域ジョブ・カードサポートセンター（TEL 86-4101）もしくは愛知
労働局（TEL052-219-5519）まで
……………………………………………………………………………………………
■◇ 会員向け特別融資制度 最大で5,000万円
http://www.toyokawa-cci.org/keieisien/kaiinmuketokuetuyuusi.htm
豊川商工会議所は、地元金融機関と連携して、市内の主な金融機関のベスト
商品プランから、最大5,000万円までの大型融資「会員向け特別融資制度」の利
用をすすめている。
この制度は担保や第三者保証人は原則不要で、会員だけの有利な金利で、ス
ピーディーな審査で受けられるもの。
【利用資格】豊川商工会議所会員事業所（但し、会費完納の方）。
【利用方法】
①会員向け特別融資制度パンフレットをご覧頂き、ご希望の金融機関を選定
②「会員証明書」（会員歴、会費に未納がないことを証するもの）の発行を
本所中小企業相談所にて受けて下さい（本所経営指導員が面談の上、証明
書を発行いたします）。
③申込金融機関が必要とする書類などをご確認の上、「会員証明書」を添え
て、直接、希望金融機関へお申込み下さい。
【参加金融機関】
豊川信用金庫、三菱東京ＵＦＪ銀行、名古屋銀行、岡崎信用金庫、蒲郡信用
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金庫、豊橋信用金庫、豊橋商工信用組合、商工組合中央金庫
【その他】
「会員証明書」の取扱は、本所中小企業相談所窓口にて、月曜から金曜日（祝
祭日を除く）の9時～17時まで。
【注意】
なお、特別融資制度の内容は、各金融機関によって異なります。
また、金融機関の審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、予
めご了承下さい。
【お問合せ先】豊川商工会議所中小企業相談所（℡８６・９９８４）または、
参加金融機関の各営業窓口へご相談下さい。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 労働保険の事務を委託しませんか
http://www.toyokawa-cci.org/keieisien/roudouhoken.htm
労働者を一人でも雇われている事業所は必ず労働保険に加入しなければなり
ません。しかし、事務手続きがわずらわしく、負担となっている場合も少なく
ありません。
そこで事業主が行わなければならないこれらの事務処理を、厚生労働大臣の
認可を受けた労働保険事務組合が事業主に代わって一括処理できることにした
のが労働保険事務組合制度で、現在、豊川商工会議所ではこの労働保険事務組
合として、多数の事業主から委託を受けて、事務手続きを行っています。
★労働保険の事務を委託すると以下のメリットがあります。
○事務組合が一括して事務処理をしますので、事業主の事務処理が軽減。
○労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も労災保険に特別
に加入できる。
○労働保険料を年間３回に分けて納付できる。
○労働保険料納付は口座振替のため、納付の手間なし。
労働保険事務組合豊川商工会議所への委託については、豊川商工会議所（担
不二門（ふじと）、近藤）までお問い合わせ下さい。
TEL 86-4101 info@toyokawa-cci.org
……………………………………………………………………………………………
■◇ 福祉住環境コーディネーター・環境社会（eco）検定試験のご案内
http://www.toyokawa-cci.org/news/tousyoukentei.htm

当

★第31回福祉住環境コーディネーター検定試験
▽試験日 11月24日(日)
▽試験時間 〈3級〉10時～（制限時間2時間）
〈2級〉13時30分～（制限時間2時間）
▽受験料 3級4,200円、2級6,300円
▽受付期間 9月10日(火)～10月11日(金)
★第15回環境社会検定試験(eco検定)
▽試験日 12月15日(日)
▽試験時間 13時30分～（制限時間2時間）
▽受験料 5,250円
▽受付期間 10月1日(火)～11月1日(金)
▽検定試験の申込み・問合せ 申込み受付から合格発表まで、一括して東京
商工会議所が行います。
電話（03-3989-0777）またはインターネットでお申込み下さい。
（http://www.kentei.org/）
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※豊川商工会議所では、申込みはできません。
ご不明な点は、担当 浅井まで問合せ下さい。（TEL 86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 景況動向調査 平成25年度第1四半期結果
http://www.toyokawa-cci.org/news/keikyou.htm
豊川商工会議所は、平成25年度年第１四半期（25年4月～6月）までの景況動
向調査を行いました。この地域における景気動向を把握する事が目的。
会員企業421社を対象に調査を行い、165社から回答を得た（回答率39.2％）。
調査は、ＤＩ（ディフュージョン・インデックス＝業況判断指数）でとらえ、
「増加（上昇）」の割合から「減少（下降）」割合を差し引きした値であり、
対象となる指標（売上など）の変化の方向（増加傾向か下降傾向か）を示すも
のす。
「自社の業況（総合判断による）」の回答によれば、前年同期比（平成24年4月
～6月と比較）より「好転した」と回答したのは18.4％、「悪化した」と回答し
たのは22.1％でＤＩ値は▲3.7、前回調査（24年度第４四半期、25年1月～3月）
の同数値の▲14.0から約10ポイント回復した。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川職業能力開発専門学院
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin.htm
・応対マナーセンスアップ講座
日時 10月10日（木）
9時30分～16時30分

1日間6時間

・職場の見える化講座
日時 10月15日（火）22日（火）
9時30分～16時30分 2日間12時間
・若手社員スキルアップ講座
日時 10月24日（木）
9時30分～16時30分

1日間6時間

問合せ先 豊川職業能力開発専門学院 担当者 TEL86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 労働委員会【メールマガジン労働情報】抜粋
（独立行政法人労働政策研究・研修機構が発信している情報を抜粋しています）
（独立行政法人労働政策研究・研修機構のＨＰ → http://www.jil.go.jp/）
●７月の雇用調整助成金等対象者、約３４万人／厚労省速報
厚生労働省は８月30日、雇用調整助成金等の申請時に事業所が提出する
「休業等実施計画届」の受理状況（速報値）を公表した。７月の受理事業
所数は前月から933カ所減の１万8,187事業所、対象者数は２万2,725人減
の34万2,660人だった。また、経済的な事情により１カ月間に30人以上の
従業員を退職させざるを得ない場合に提出が義務づけられている「再就職
援助計画」の７月の認定状況（速報値）は前月比４カ所増の76事業所、
離職者数は1,589人減の2,652人だった。
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=190643
（再就職援助計画認定状況等）
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=190645
●７月の有効求人倍率０.９４倍、前月比０．０２ポイント改善／一般職業紹介状況
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=190647
●全産業の人件費、前年比２．２％減／財務省・法人企業統計調査
http://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/results/h25.4-6.pdf
●創業１００年以上の「長寿企業」、全国に２万６，０００社超／帝国データ
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p130901.html
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●国別労働トピック／ＪＩＬＰＴ
＜中国＞▽最低賃金、７月までに２０地域で引き上げ
http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2013_9/china_01.htm
＜韓国＞▽カギ握る時間制雇用の拡大／就業率７０％達成の政策目標
http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2013_9/korea_01.htm
……………………………………………………………………………………………
■◇ 地域力活用市場獲得等支援事業
「地域振興等機関主催型広域展示販売・商談会事業」の第２次公募中
展示販売会・商談会の開催を支援します。（※出展者30事業者以上が対象）
最大で、 3,000万円の補助（補助率：定額）が出ます。
地域振興等機関（※）が、展示販売会や商談会を開催し、出展者等に対する
事前事後の支援を行いながら中小企業者・小規模事業者の販路開拓等の実現を
目指します。
（※）地域振興等機関とは、商工会、商工会連合会、商工会議所、中小企業団
体中央会、認定経営革新等支援機関、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人
など、中小企業を支援する機関を指します。
▼公募要領・申請書類は、こちらからダウンロードして下さい。▼
http://www.shokokai.or.jp/top/Html/shinko/shinko-462.htm
全国商工会連合会 TEL：03-6268-0086
……………………………………………………………………………………………
■◇ 消費税転嫁対策に関する「講師養成研修会」開催のご案内！！
「消費税転嫁対策特別措置法」の内容およびそのガイドラインの知識等を習得
する研修会を全国13都市で総計24回開催しております。
各会場で申し込みが殺到しており、既に募集を終了している会場がでてきて
おりますが、若干席に余裕のある会場もございますので、ご出席を検討されて
いる方がいらっしゃいましたら、下記のURLからお早めにご参加の申し込みを
お勧めします。
なお、会場の都合で定員になり次第お断りをする場合もございますので、予
めご了承ください。
右記のURLからご確認ください。

http://www.tkc.jp/ict/st

【問い合わせ先】
株式会社ＴＫＣ「消費税転化対策に関する研修会等実施事業」事務局
［TEL］ 03-3266-9236
［FAX］ 03-3266-9237
［E-mail］ syouhizei-tenka@tkc.co.jp
……………………………………………………………………………………………
■◇ （情報提供）平成26年度経済産業省関連概算要求
●ものづくり中小企業・小規模事業者連携事業創造促進事業 126.0億円（新規）
中小ものづくり高度化法に規定する特定ものづくり基盤技術を全面的に見直し
、新たに、環境・エネルギーや医療分野などの成長分野にも対応したビジネス
化を見据えた研究開発を支援し、数多くのグローバルニッチトップ企業の創出
を図る。
●中小企業・小規模事業者連携促進支援事業
23.0億円（新規）
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農商工連携促進法等に基づき、中小企業・小規模事業者等が連携して行う新商
品開発や販路開拓等を支援。さらに、医療など成長分野への進出に際し参入障
壁となっている許認可等の取得を支援。
＜農業産業化支援型＞（補助上限：2,000万円、補助率２／３）
中小企業・小規模事業者の技術力を生かした農林漁業の生産・流通を効率化す
る取組を支援。
＜観光・サービス支援型＞（補助上限：500万円、補助率２／３）
体験農園や漁業体験、森林育成と連携したネットゲーム等の農林漁業と関連し
た観光・サービス事業を支援。
●小規模事業者活性化事業 34.0億円 （25年度30.0億円）
認定支援機関を活用して、小規模事業者の新事業展開計画の作成や、計画に基
づく新商品・新サービスや販売・提供方法の開発を支援。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《行政・各種団体情報》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 愛知県・豊川市・蒲郡市の動き
【愛知県】→ http://www.pref.aichi.jp/
・「B-1グランプリ in 豊川」の開催準備状況に係る知事への報告等について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000064627.html
・平成24年経済センサス - 活動調査（確報）平成24年2月1日実施
→ http://www.pref.aichi.jp/0000064620.html
・漁況速報 ～おさかな旬報～
→ http://www.pref.aichi.jp/0000010792.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・豊川市文化ホール公演事業「立川志らく独演会」のご案内
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/bunka/concert/siraku.html
・赤坂の舞台歌舞伎公演と関連行事開催のお知らせ
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/akasakanobutai.html
・「きらっと☆とよかわっ！ガイドマップ」に情報が追加されました
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiunei/johokasuishi/2013091310
2515324.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・営業再開のお知らせ（ユトリーナ蒲郡）
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/yutorina/
・「ふるさと満喫まつり2013」 －たべりん！あるきん！よってきん！！－
ます
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/keikaku/furusato.html
・みかわdeオンパク開催
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/onpaku.html
……………………………………………………………………………………………
★こんにちはJCです！
http://www.toyokawa-cci.org/jc/jc.htm
★JAひまわりインフォメーション
http://www.toyokawa-cci.org/ja/ja.htm
★ＪＡＮカード 今月のイベント
http://www.toyokawa-cci.org/jan/jan.htm
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★催事カレンダー
http://www.toyokawa-cci.org/saijigyary/saiji.htm
★ギャラリー情報
http://www.toyokawa-cci.org/saijigyary/gyarary.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆

次回発行予定 ◆◆
平成25年10月1日（火）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本メールの内容等に対してご意見ご要望がありましたら、
info@toyokawa-cci.org までお知らせ下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者：豊川商工会議所
〒442-8540 豊川市豊川町辺通4-4
TEL 0533-86-4101 FAX 0533-84-1808
ホームページ http://www.toyokawa-cci.org/
代表メール
info@toyokawa-cci.org
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