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…「駅伝のまち豊川」をアピール 豊川高女子4度目の全国制覇
豊川工業高校、東部中も大健闘
… 地元企業就職情報誌を刊行
… 個人事業主のための申告をお手伝い 税務署の確定申告受付
… 経済講演会開催 2月27日「今後の日本経済の見通し」
… 労働委員会【メールマガジン労働情報】抜粋
… 健康まめ知識「漢方薬と陰陽五行説」
… 「中部ものづくり基盤技術展」開催のご案内
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《今号の注目記事》
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■◇ 祝 豊川高校が甲子園初出場！3月21日からの選抜大会
http://www.toyokawa-cci.org/news/kousienhatusyutujyou.htm
第86回選抜高校野球大会の出場校選考委員会が１月24日に開かれ、地元・豊
川高校が春夏通じて初の甲子園出場を果たしました。
豊川高校は25年10月に行われた「第66回秋季東海地区高校野球大会」で準優
勝を果たし、選抜への出場が確実視されていました
選抜高校野球大会は3月21日から12日間、兵庫県の甲子園球場で行われます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 政財官から300人が出席 新春懇談会 盛大に開催
http://www.toyokawa-cci.org/news/sinsyunkondankai.htm
豊川商工会議所と豊川市共催による「新春懇談会」が1月6日(月)、会議所ホ
ールで開かれ、商工会議所の会員事業所や地元政財界から約300人が出席、鏡
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開きなどで新年を祝い、新年の抱負や景気回復に期待しながら歓談しました。
懇談会の冒頭で山脇実市長は「Ｂ‐１グランプリや市制70周年事業は経済界
はじめ市一体となって盛り上げることができた。消費増税も経済界の実力を発
揮して景気腰折れを防いでくれると思う」とあいさつされました。
日比嘉男会頭は「消費増税の影響が懸念されるが、アベノミクス効果で景気
回復への明るい展望も見え始めた。午（うま）年は大型景気の起点となった年
が多く、飛躍の年にしたい」と抱負を語りました。
続いて来賓祝辞、市長、会頭ら14人による鏡開きが行われ、今泉淳乙市議会
議長の音頭で乾杯。その後出席者が年頭のあいさつを交わしながら新年を祝い
ました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「駅伝のまち豊川」をアピール 豊川高女子4度目の全国制覇
豊川工業高校、東部中も大健闘
http://www.toyokawa-cci.org/news/koukouekiden.htm
全国高校駅伝競走大会が12月22日(日)に京都市で行われ、愛知県代表として
出場した豊川高校(女子)は史上最多となる４度目の全国制覇を成し遂げ、男子
の豊川工業高校も17位と大健闘。
また、12月15日(日)に行われた第21回全国中学校駅伝大会(山口市)に男女ア
ベック出場した豊川東部中学は、男子が13位、女子が24位とこちらも大健闘、
「駅伝のまち・豊川」を大いにアピールしました。
12月24日(火)には優勝した豊川高校のパレードが行われ、大勢の市民が優勝
の喜びを分かち合いました。
パレード終点の豊川駅では山脇実・豊川市長、日比嘉男・豊川商工会議所会
頭らが出迎え、同校の大活躍を称えました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 地元企業就職情報誌を刊行
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/syuusyoku.htm
豊川商工会議所学生就職情報室では、豊橋・蒲郡商工会議所、新城・田原商
工会共同で、来春卒業予定の大学生らを対象とした「東三河優良企業就職情報
誌」を発刊しました。
今回で25回目となり、3会議所・2商工会管内の104社を掲載。各会議所・商
工会の就職活動スケジュールの他、業種別企業情報（求人職種、我が社の夢、
人材観、企業概要、待遇・採用実績等）を各社1ページで紹介。希望者に商工
会議所窓口、また企業説明会で配布しています。
大卒者の就職は、景気回復しつつも、企業の採用は厳しく、掲載企業も大幅
に減少しているが、同情報誌の発刊で早くも"就職戦線"のスタートが切られま
した。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 個人事業主のための申告をお手伝い 税務署の確定申告受付
http://www.toyokawa-cci.org/news/kakuteisinkoku.htm
★★個人事業主のための相談指導★★
豊川商工会議所中小企業相談所では、個人事業主の皆さんが安心して申告で
きるよう、期間中経営指導員が決算書、申告書作成の相談指導を行います。
完成した申告書は商工会議所で預かり、税務署へ提出しているので、青色申
告の方も白色申告の方も気軽に商工会議所へお出かけください。
なお、申告書控に税務署の受付印が必要な方は、直接、税務署にご提出を。
本所における相談受付は、3月14日(金)までで、土・日・祝日を除く毎日9時
から17時まで。
なお、給与所得者の還付申告、住宅借入金等控除のための申告、公的年金等
の申告、株式、土地等譲渡所得申告などは、受付けできません。ご了承下さい。
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★★確定申告の無料相談

4日間開催★★

市内小規模事業者のために、豊川商工会議所中小企業相談所が毎年実施して
いる「確定申告無料相談」は、専門相談員(税理士)2名と5名の経営指導員で次
の4日間対応します。当日は必要書類と認印をご持参の上、お出かけ下さい。
◇とき 3月3日(月)、4日(火)、10日(月)、11日(火)。いずれも13時～16時。
◇ところ 豊川商工会議所

★★消費税転嫁対策窓口相談を開設★★
改正消費税に対応するために、専門家による消費税転嫁対策窓口相談を開設
します。
◇とき 2月14日(金)～2月28日(金)まで。土・日を除く毎日9時～16時まで。
（正午から午後１時を除く）
お問い合わせは豊川商工会議所中小企業相談所（TEL 86-4101）へ
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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/）
●１４年度の雇用保険料率を告示／厚労省
厚生労働省は27日、2014年度の雇用保険料率を告示した。料率は一般の
事業1.35％、農林水産清酒製造の事業1.55％、建設の事業1.65％で、いず
れも、前年度を据え置いた。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000035831.html
●１２月の求人広告掲載件数、前年同月比３９．６％増／全求協
http://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research.php
●企業の４割超「外国人の採用を継続・拡大」／経済同友会アンケート調査
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2013/140124a.html
●１４年賃上げの見通し、定昇込み２．０７％／労務行政研究所調べ
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000061342.pdf
●経営者の３分の１、ベア実施と回答／民間調査
（プレスリリース）
http://www.economic-growth-forum.jp/pdf/jegf_survey140123_01.pdf
（調査結果報告）
http://www.economic-growth-forum.jp/pdf/jegf_survey140123_02.pdf
●大卒予定者の就職内定率、前年同期比１．６ポイント上昇
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032227.html
●高校生の就職内定率は７９．２％、前年同期比３．４ポイント上昇
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032224.html
●一致指数、前月比０．３ポイント上昇／１１月の景気動向指数改訂値
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●主要企業の年末一時金 前年比２．９９％増／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000034893.html
●労働者派遣制度の改正についての報告書案／厚労省の労働力需給制度部会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000034854.html
●外国人技能実習制度等への勧告に対する改善措置状況を公表／総務省
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/81451.html
●基調判断を上方修正／１月の月例経済報告
http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei/getsurei-index.html
（首相官邸ウェブサイト）
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http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201401/17geturei.html
●１１月の現金給与総額、前年比０．６％増加／毎勤統計確報値
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2511r/dl/pdf2511r.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2511r/2511r.html
●消費者マインド「足踏み」／１２月消費動向調査
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/2013/201312youten.html
●１１月の鉱工業生産指数確報値、前月比０．１％低下／経産省
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●４，５００円の賃金水準引き上げ方針を決定／ＪＡＭの中央委員会
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20140122a.htm
●誰でも時間給１２０円以上、月額１万６，０００円以上を要求／国民春闘共闘
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20140122b.htm
●企業の福利厚生費負担、前年度比０．９％増／経団連調査
http://www.keidanren.or.jp/policy/2014/005.html
●１０～１２月の景況感が大幅改善／地域経済四半期動向 日商
http://www.jcci.or.jp/news/2014/0116170037.html
……………………………………………………………………………………………
■◇ 健康まめ知識「漢方薬と陰陽五行説」
http://www.toyokawa-cci.org/kenkou/kenkou.htm
漢方薬と聞くと、胃薬のセンブリ(当薬)や便秘薬のドクダミ(十薬)などを思
い浮かべることがあると思います。しかし、これらは漢方薬ではなく、民間薬
です。民間薬とは、古来より薬効が伝承されてきた単一の生薬のことです。
漢方薬とは、特に古方漢方とは、後漢の時代の「張仲景」という人が編纂し
た「傷寒雑病論」という書物に記載されている処方群のことです。また、これ
らとは別に後世に編纂された「後成方」という処方群もあります。
……………………………………………………………………………………………
■「中部ものづくり基盤技術展」開催のご案内
中小機構中部本部では、「戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）採
択プロジェクト」を終了した事業者等の研究開発成果の事業化支援を目的とし
た「中部ものづくり基盤技術展」を開催します。
ものづくり技術力を持つ企業による出展・技術プレゼン、講演等を行います。
昨今、注目を集めている３Ｄプリンタに関する講演会等も開催されます。
是非ご来場ください。
＜事業概要＞
【事業名】
【主催】
【開催日程】
【開催場所】

中部ものづくり基盤技術展
独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部
平成２６年２月１８日（火）・１９日（水）
吹上ホール（名古屋市中小企業振興会館）
名古屋市千種区吹上２－６－３
【出展ブース】約１２０
【講演会】○２月１８日（火）
13：30～14：50
「３Ｄプリンタと国内ものづくりの将来」
芝浦工業大学 デザイン工学部 デザイン工学科 教授
安齋正博 氏
14：55～15：40
「金属光造形複合加工による金型づくり」
パナソニック株式会社 エコソリューションズ社
生産技術開発センター 工法技術開発グループ
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吉田徳雄 氏
○２月１９日（水）
13：30～15：00
「自動車部品業界における研究開発の最近の動向」
（一社）日本自動車部品工業会・技術担当顧問
松島正秀 氏
15:05～15:30
「経済産業省ものづくり関連予算（仮）」
中部経済産業局産業部製造産業課
☆詳細及び申込み（来場・講演会参加、商談）はこちらから☆
http://kiban2014.smrj.go.jp/
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《行政・各種団体情報》
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■◇ 愛知県・豊川市・蒲郡市の動き
【愛知県】→ http://www.pref.aichi.jp/
・リニモ沿線合同大学祭の開催について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000068716.html
・平成25年度版 あいちの経済
→ http://www.pref.aichi.jp/0000068015.html
・「ものづくり中小企業『革新展開』連続講座」の参加者を募集します！
→ http://www.pref.aichi.jp/0000068490.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・交通安全指導隊の活動について
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/bohankotsuanzen/kotsuanzen/kotsua
nzenshidotai.html
・2014年梅まつりin赤塚山公園
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisetsu/koen/akatsukayamakoen/25-akatsuk
a-umematur.html
・三河天平の里を歩こう！
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/bunka/bunkazai/mikawatenpyo/sh
ogaigakushuka.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・これから始める方のスマートフォン・タブレット体験講座
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/bunsposhusaikouza/smrat-tablet.html
・中小企業・小規模事業者支援施策活用セミナーのご案内
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/tyusyosemina-.html
・消費税率引き上げに伴う水道料金の改定
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/suido/ryoukinkaitei.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
★催事カレンダー
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http://www.toyokawa-cci.org/saijigyary/saiji.htm
★ギャラリー情報
http://www.toyokawa-cci.org/saijigyary/gyarary.htm
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◆◆

次回発行予定 ◆◆
平成26年2月17日（月）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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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