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◇このメールは、豊川商工会議所へメールアドレスを教えていただいた方へ
送信しています。
◆このメールは「MSゴシック」などの等幅フォントで最適に表示されます。
読みにくい場合は、メールソフトの設定を変更してください。
◇登録アドレス変更、配信停止はメールにてお知らせ下さい。
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《今号の注目記事》
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■◇ 豊川商工会議所 青年部・女性会 新入会員募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/seinenbujyoseikai.htm
〈青年部〉
豊川商工会議所青年部（宇野秀幸会長）は新年度を迎えるにあたり、新入会
員を募集しています。
入会資格は商工会議所会員のうち、49歳までの経営者・管理者および後継者。
青年経済人として、より多くの人々と交流を図りたい方、是非ご入会を！
▼問合せ・申込み

豊川商工会議所青年部事務局
（TEL 86-4101 担当・近藤、渡辺）まで。

〈女性会〉
豊川商工会議所女性会（鈴木政代会長）は新年度を迎えるにあたり、新入会
員を募集しています。
女性会は、商工会議所会員のうち女性経営者もしくは経営に参画する女性に
役立つ様々な事業を行っている組織。
女性会には、さまざまな職種のメンバーが在籍し、経営資質の向上や会員相
互の交流を図り、ご商売の発展と豊かな地域社会を築くことを目指して活動し
ております。是非、ご入会を！
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豊川商工会議所女性会事務局
（TEL 86-4101 担当・中嶋）まで。
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《会議所からのお知らせ》
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■◇ わずらわしい事務手続きを代行 労働保険事務組合
http://www.toyokawa-cci.org/news/roudouhoken_h25.htm
▼問合せ・申込み

労働者を１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処理しますので、事業主の事務負担が軽減されます。
○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
加入できます。
○労働保険料を年間３回に分けて納付できます。
○労働保険料納付は口座振替のため、納付の手間がかかりません。
★労働保険事務組合豊川商工会議所への委託は、本所会員であり、次の条件に
該当する事業主であることが条件です。
①金融業・保険業・不動産業・小売業にあっては、その事業に使用する労
働者数が常時50人以下の事業主
②卸売業・サービス業にあっては、その事業に使用する労働者数が常時100
人以下の事業主
③製造業、建設業など①、②以外の業種にあっては、その事業に使用する
労働者数が常時300人以下の事業主
ぜひこの機会に、労働保険事務委託をご検討下さい。
事務委託料等の詳細は、豊川商工会議所（不二門、近藤 TEL 86-4101）まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川市制施行70周年記念事業 郷土芸術家四人展 3月14日～16日
http://www.toyokawa-cci.org/news/yoninten_h25.htm
豊川商工会議所では、豊川市に在住で、日ごろから商工会議所等の活動を通
じ協力頂いている芸術家４人の作品を一堂に会して、豊川市制施行70周年記念
事業「第20回郷土芸術家四人展」を開きます。
日本画家の中根強司氏、彫刻の山本須美雄氏、書の権田穂園氏、陶芸の後田
和孝氏による作品展で、ジャンルの異なるバラエティ豊かな作品が一度に鑑賞
できます。
お楽しみ抽選会もありますので、是非ご来場下さい。
▽と

き

3月14日（金）～3月16日（日）10時～17時
（抽選会は初日のオープニングセレモニー内のみ）
▽ところ 豊川商工会議所２階ホール
▽入場料 無料
▽問合せ 豊川商工会議所（TEL 86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 傷害補償共済制度 ～事業所の福利厚生にご活用を～
http://www.toyokawa-cci.org/news/syougaikyousaiseido.htm
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豊川商工会議所は、会員事業所の福利厚生を目的とした各種福祉・共済制度
の啓蒙と普及を図っており、現在、３月契約開始の「傷害補償共済制度」の契
約者を募集中。
「傷害補償共済制度」は、24時間、国内・海外問わず補償する制度で、交通
事故はもちろん、ガス爆破・火災によるケガ、仕事中のケガ、スポーツ中・旅
行中のケガ、家庭内外の日常生活におけるケガに対し、保険金をお支払します。
また、団体割引20％が適用されるので、個別に加入する場合よりも保険料が
割安になるのが特徴。
【加入資格】豊川商工会議所の会員事業所
【お支払する保険金の種類】傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院
保険金（180日限度）、傷害手術保険金、傷害通院保険金（90日限度）
【月々の保険料】補償内容や職種別により、460円～11,900円。
また、より割安の「就業中のみ補償」の制度もある。保険料は補償内容や職
種別により、月々510円～6,370円。
詳しい案内やご説明を希望される方は、当所共済係（TEL 86-4101）までお気
軽にどうぞ。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川稲荷 正月3が日で132万人 昨年比14万人増
http://www.toyokawa-cci.org/news/toyokawainari3ganiti.htm
平成26年の正月３が日は晴天に恵まれ、豊川稲荷（豊川閣妙厳寺）には、元
日から多くの初詣客で賑わい、３が日で132万人と昨年より14万人多い参拝客が
訪れました。
一時は総門から本殿までの参道は人々の長い列で埋め尽くされ、昨年の「B-1
グランプリin豊川」の効果で豊川市の知名度が向上したとも考えられ、新年早
々「B-1」の良い影響が出始めました。
稲荷周辺の商店街などは、豊川いなり寿司を買い求める人や縁起物の熊手、
だるまなどを手にする人で賑わっていました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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/）
●民間から国への職員受け入れ数４，２１３人／人事院・総務省
人事院と総務省は７日、2013年８月15日現在の「民間から国への職員の
受入状況」を公表した。受け入れ職員の総数は前年同期と比べ46人増加の
4,213人。このうち、非特定独立行政法人、公益法人などを除いて民間
企業などに限ると2,200人を受け入れている。
http://www.jinji.go.jp/kisya/1402/minkan-ukeire25.pdf
●消費者マインド「足踏みがみられる」／１月消費動向調査
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/2014/201401youten.html
●安衛法の改正法律案要綱、「おおむね妥当」と答申／労政審
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000036591.html
●２０１４、１５年度ともに３，５００円の賃上げ要求を決定／基幹労連の２０１４春闘
方針
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20140207b.htm
●外国人労働者、約７２万人 届出義務化以来、過去最高に／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000036114.html
●１２月の雇用調整助成金等対象者、約１７万人／厚労省速報
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000036082.html
（再就職援助計画認定状況等）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000036075.html
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●離職者の産業別再就職状況／厚労省「労働市場分析レポート」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudou_report/d
l/20140131_01.pdf
●地方公務員給与の回復と１％以上の賃上げ／自治労が春闘方針を決定
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20140205a.htm
●ベア３，７００円を統一要求／私鉄総連拡大中央委員会
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20140205b.htm
●すべての役職で女性比率上昇／生産性本部調査
http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity001400.html
……………………………………………………………………………………………
■◇ ものづくり中小企業 『革新展開』連続講座
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
東三河県庁は、三遠南信クラスター推進会議と共同で、中小製造業者向けの
連続講座を開催します。
▽テーマＡ【福祉用具・介護ロボット分野への新規参入】
①「福祉用具に関する制度等と実用化へのプロセス」（2月28日）
②「人間・ロボット共生リサーチセンター見学会」（3月13日）
③「福祉用具の市場動向と開発のポイント」（3月20日）
▽テーマＢ【自動車部品メーカーのイノベーション】
①「自動車部品のサプライチェーンと中小企業」（2月26日)
②「自動車及び部品の開発と技術提案」（3月3日)
③「中堅部品メーカーにおける新技術導入事例紹介」（3月中旬予定）
▽時間 各回とも14時30分～（２時間程度）
▽会場 穂の国とよはし芸術劇場ＰＬＡＴほか
▽定員 各回最大50名（要申込・先着順）
▽詳細及び申込方法 県ホームページを参照下さい。
→ http://www.pref.aichi.jp/0000068490.html
▽問合せ先 県東三河総局産業労働課 TEL 0532-35-6116
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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/
・県内の中小企業者が策定した「地域産業資源を活用した事業計画」が、
中小企業地域資源活用促進法に基づく国の認定を受けました
→ http://www.pref.aichi.jp/0000068831.html
・第6回三河湾環境再生プロジェクト推進委員会を開催します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000068816.html
・愛知県の就業状況（平成25年10～12月（平均））
→ http://www.pref.aichi.jp/0000068550.html
・愛知県の就業状況（平成25年平均）
→ http://www.pref.aichi.jp/0000067731.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・市県民税等における還付加算金の未払いについて
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/zei/zeioshirase/1.html
・第5次総合計画実施計画
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiunei/sogokeikaku/jisshikeika
ku/dai5jisshikeikaku.html
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【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・まちの話題を写真で紹介！ふれあい宅配便（平成２６年１月）
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/furetaku/furetaku-h2601.html
・「蒲郡みかんの木」の挑戦
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/norin/mikan-tree-hashi.html
・創業支援セミナー参加者募集について
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/sougyoushien.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
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3月3日（月）
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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。
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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/
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