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26日～28日 会議所ホールで展示
…
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労働保険事務を委託しませんか？
…
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《今号の注目記事》
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■◇ 第25回会員大会開催
11月15日（土）山﨑武司氏講演会開催
優良従業員表彰推薦を受付
薦締め切りは9月26日
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/kaiintaikai.htm
豊川商工会議所は、11月15日(土)13時から豊川高等学校「鳳飛閣」において
「第25回会員大会」を開催します。
会員大会は、会員相互のふれあいの場として毎年行っており、式典では、恒
例の事業となっている優良従業員の表彰式を行います。続いて、元・中日ドラ
ゴンズの山﨑武司氏を招き記念講演会も開催します。
☆優良従業員表彰
豊川商工会議所は、会員事業所に勤務する優良従業員を、11月15日(土)に豊
川高校で行う第25回会員大会において表彰します。
このため、事業所からの被表彰者の推薦を受け付けています。
◆豊川市長表彰
市内の同一事業所に30年以上勤続し、成績優秀で企業の発展を通じ、産業の
振興または地域の開発に貢献し、その功績が顕著な者、かつまた、市内に10年
以住所を有する者
◆豊川商工会議所会頭表彰
①20年以上勤続し、成績優秀で他の模範となる者
②５年以上勤続し、技術の研究・品質の改善・販路の拡大・生産性の向上等、
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事業所に寄与した功績大る者
③５年以上勤続し、年齢30歳以下の者で、勤労青少年として、仲間づくりの
活動やグループリーダーとしての功績が顕著な者
その他、詳細な申し込み方法等はホームページをご覧頂くか、会員企業へ郵送
される申込書をご確認ください。
お問合せは、豊川商工会議所（担当・近藤、白須、TEL 86-4101）まで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ おもしろアイデア作品展環境ゴミ問題絵画展
26日～28日 会議所ホールで展示
http://www.toyokawa-cci.org/ibent/idea/ideakaiga.htm
豊川少年少女発明クラブ（会長 中川正俊豊川商工会議所機械金属工業部会
長）は、9月26日（金）から28日（日）まで豊川商工会議所ホールで「第18回
おもしろアイデア作品展」を開催します。入場は無料。
これは、子供の個性や得意の才能を伸ばし、発明や創意性の啓発を目的に、
夢やアイデアに富む児童・生徒の作品を紹介イベントです。
同作品展は、豊川市、豊川市教育委員会、愛知県発明協会、日本弁理士会東
海支部、豊川市子どもセンター協議会、豊川市現職研修委員会理科部会、豊川
市現職研修委員会技術・家庭科部会、豊川市小中学校ＰＴＡ連絡協議会の協賛
を得て、中日新聞社、中部経済新聞社、東海日日新聞社、東愛知新聞社の後援
のもと開催します。
併せて豊川商工会議所及び豊川商工会議所女性会が主催する小学生を対象と
した「小学生（環境・ゴミ問題）絵画コンクール」も同時に開催。
どちらも、ご応募いただいたおもしろアイデア作品と絵画は、全ての作品を
会場内に展示します。
問合せ先＝豊川商工会議所（TEL 86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 助成金活用で会議所が行う講座の受講料が3分の1に！
http://www.toyokawa-cci.org/news/monojinzai.htm
［ものづくり小規模事業者等人材育成事業］
ものづくり小規模事業者等のうち、中長期的に社内の人材育成の計画を有し
た製造現場で働く中核人材が、国の指定する講習会等を受講する際の経費（受
講料、交通・宿泊費）に対して、助成金が支給されます。
○助成率
補助対象経費の3分の2以内
○助成上限額
50万円
○豊川商議所が実施する国の指定講座
①
部下指導力向上講座（11月12日）
②
ポカミス撲滅への体質改善と対策の進め方講座（12月4日）
○お問い合わせ先
・助成事業・申請書提出について
（一財）製造科学技術センター
ものづくり人材育成事業部
TEL 03-3500-4891
・指定講座について
豊川商工会議所 担当：浅井 TEL 86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 福祉住環境コーディネーター検定試験
受付中
第17回環境社会検定試験（ｅｃｏ検定）は9月30日から受付開始
http://www.toyokawa-cci.org/kentei/tousyoukentei.htm
東京商工会議所が行う検定試験「福祉住環境コーディネーター検定試験」と
「環境社会検定試験(eco検定)の受付を行います。
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★★
第33回福祉住環境コーディネーター検定試験
★★ 現在受付中！
▽試
験
日
11月23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…4,320円、2級…6,480円
▽受付期間 9月9日（火）～10月10日（金）
★★
第17回環境社会検定試験(eco検定)
★★ 9月30日より受付開始！
▽試
験
日
12月14日（日）
▽試験時間
13時30分～（制限時間2時間）
▽受
験
料
５，４００円
▽受付期間 9月30日（火）～10月31日（金）
●検定試験の申込み・問合せ
両試験とも、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。※
豊川商工会議所では申し込み受付はできません ※ ご注意下さい！！
申し込み先は
）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/
その他、不明な点は豊川商工会議所
担当：佐藤まで問合せ下さい。
（TEL
86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 遊休機械無償
マッチング支援プロジェクト ナツメより7台機械提供
http://www.toyokawa-cci.org/news/yuukyuukikai.htm
日本商工会議所、東北六県商工会議所連合会、豊川商工会議所が実施してい
る「遊休機械無償マッチング支援プロジェクト」において、今回、㈱ナツメ
（電気機械部品・スポット溶接電極製造、夏目雅康社長、豊橋市大村町橋元48）
より提供いただいた金属工作機械等7台の機械がマッチングし、8月6日（水）
に被災事業者へ向け輸送されました。
「遊休機械無償マッチング支援プロジェクト」とは、東日本大震災による津
波などで機械等を流出・損壊した事業者の復興支援を図るため、全国各地の事
業者から遊休機械等を無償で提供いただき、被災事業者の要望とのマッチング
を行う事業。
「通常購入すると高額な機械だが、被災事業者の役に立つのであれば」と提
供機械の輸送作業が行われる傍ら夏目社長がコメントした。
本プロジェクトは、提供機械登録用紙を商工会議所に提出いただき、マッチ
ング、マッチング後の輸送等手続は東北六県商工会議所連合会にて行います。
提供いただける機械等がございましたら積極的にお問合せください。
▽問合せ＝豊川商工会議所
担当：村上、大高、佐藤 TEL 86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 労働保険事務を委託しませんか？
メリット多数あります！
http://www.toyokawa-cci.org/keieisien/roudouhoken.htm
労働者を1人でも雇用し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労働保険の事務を、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、豊川商工会議所ではこの事務組合として、多数の
事業主から委託を受け事務手続きを行っています。事務委託をされると以下の
メリットが受けられます。
★事業所が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をしますので、事業主の事務負担が軽減される。
○労災保険に加入することができない事業主、家族従事者等も労災保険に
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特別加入できる。
○労働保険料を年間3回に分け納付できる。
○労働保険料納付は口座振替のため、納付の手間がかからない。
★労働保険事務組合豊川商工会議所へ事務委託される場合、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となります。
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、豊川商工会議所へ労働保険事務の委託をお願いいたします。
詳細は、豊川商工会議所：不二門（ふじと）、近藤まで。TEL
86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 市当局より要望に対して前向きな回答を頂く
建設情勢懇談会
http://www.toyokawa-cci.org/news/kensetujyouseikondankai.htm
豊川商工会議所建設業部会（大村幸司部会長）は、8月6日（水）14時45分か
ら商工会議所において、豊川市長
山脇 実 氏、上下水道部長 大塚房雄 氏ら
建設関連部次長7名を迎え「第35回建設情勢懇談会」を開催しました。
当日は、部会員46名の出席のもとに、前もって豊川市長に提出した「建設工
事に関するお願い」事項に基づき懇談。
お願い事項の内容は、「市工事発注について（3項目）」「その他（6項目）」。
懇談会の冒頭、大村部会長は、市長をはじめとする市役所幹部の出席にお礼
を述べ、同懇談会を有意義なものとし、今後の建設工事に役立てたいとあいさ
つを行いました。
山脇市長からは、日頃の建設行政の協力に対して感謝の言葉を述べるととも
に、豊川市は地元建設企業とともに発展させたいと、お話いただいた。
懇談会は、市役所出席者の紹介の後、部会代表者がお願い事項を一項目ずつ
問いかけ、市側から各要望に対する現状の報告と今後の対応についての回答を
もらいました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第22回会員ボウリング大会
結果
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/boling.htm
個人戦優勝 緒方恵美子さん（㈱ＵＡＣＪ銅管）、団体戦優勝 ㈱ＵＡＣＪ銅管
豊川商工会議所は、「第22回会員ボウリング大会」を7月29日（火）、豊川
コロナキャットボウルで開催しました。
大会は18社から110人が参加。競技は、1人2ゲームの合計得点で競われ、個
人戦と4人1チームの団体戦を行いました。
個人戦は緒方恵美子さん（㈱UACJ銅管）が480ピンで優勝。団体戦は㈱UACJ
銅管（近田裕介、早川由紀子、緒方恵美子、戸鹿島弘）がトータル1,678ピン
で優勝。
競技終了後、会員サービス委員より賞品と、会員企業の方に協賛頂いたスポ
ンサー賞が入賞者の方へ渡されました。主な入賞者は次の通り。
【個人戦】
▽優
勝＝緒方恵美子さん（㈱UACJ銅管）
▽準優勝＝柴田優さん（東寿興産㈱）
▽３ 位＝近田裕介さん（㈱UACJ銅管）
【団体戦】
▽優
勝＝㈱UACJ銅管
▽準優勝＝東寿興産㈱B（柴田健次、関本謙、柴田優、柴田修宏）
▽３ 位＝新東工業Ａ（浅井宏文、酒井健太、野口昌良、中村真俊）
▽会員ボウリング大会・ゴルフ大会・会員大会への賞品協賛企業
㈱相原製作所、㈱ＡＩＨＯ、アクサ生命保険㈱、㈱イトコー、オーエスジー㈱
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㈱喜楽製菓、㈲スワ薬局、テクノス㈱、トーアス㈱、豊川カード事業協同組合、
豊川信用金庫、㈱トリイパン粉、日本車輌製造㈱豊川製作所、浜島防災システム
㈱、㈱プリエール＆インテリジェンス、豊伸㈱、㈱UACJ銅管
▽ボウリング大会・ゴルフ大会・会員大会への協賛金提供役員・議員企業
㈱油直、㈱アンデン、イソライト工業㈱、㈱市川造園、伊藤税務会計事務所、
㈱ウッディシステム、宇都宮工業㈱、オーエスジー㈱、大木産業㈱、㈱落合組、
蒲郡信用金庫豊川支店、加山興業㈱豊川営業所、協栄㈱、㈱共栄社、コニカミノ
ルタ㈱、㈲小松屋商店、（資）清水時計店、松栄管工㈱、㈱白井カーテン、新東
工業㈱豊川製作所、シンニチ工業㈱、(医)信愛会大石医院、鈴木司法書士事務所
㈱対松堂、㈱髙木メッキ、タカラ梱包輸送㈱、㈱竹浅、中央輸送㈱、中部工業㈱
津田工業㈱豊川工場、ティビーアール㈱、、㈱デンソープレアス、東上グリーン
東和鋼業㈱、㈱戸苅工業、（宗）豊川閣妙厳寺、豊川印刷㈱、豊川染色㈱、㈱ト
ヨテック、㈱ナツメ、㈱白惣、㈱ピーアンドピー、㈱フェニックス、㈱フクヤマ
豊商㈱、㈱豊栄建設、㈱星川組、㈲マルヤマ、ミタク工業㈱、㈱三菱東京UFJ銀
行豊川支店、ミヤチ㈱、㈲宮地商店、ヤマサちくわ㈱、㈲ユタカハウジング、㈲
和食処松屋、渡辺製缶㈱、ワタル印刷化工㈱（7月29日現在）
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
●消費者マインド「持ち直しのテンポが緩やか」／８月の消費動向調査
内閣府は９日、８月の消費動向調査の結果を公表した。今後半年間の
見通しを示す一般世帯の「消費者態度指数（季節調整値）」は、前月と
比べて0.3ポイント下降の41.2となり、４カ月ぶりに前月を下回った。
消費者態度指数を構成する４項目のうち、「収入の増え方」「雇用環境」
「耐久消費財の買い時判断」は低下した一方、「暮らし向き」は上昇した。
指数の動きから見た消費者マインドは「持ち直しのテンポが緩やかに
なっている。」。
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/2014/201408youten.html
（調査結果）
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/2014/201408shouhi.html
●４～６月期のＧＤＰ実質成長率、年率マイナス７．１％／２次速報値公表
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/gaiyou/gaiyou_top.html
●賃金改善は物価上昇も含め総合的に判断／自動車総連の定期大会
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20140910a.htm
●労働法制や安全衛生を強化する新運動方針を確認／基幹労連大会
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20140910b.htm
●１３年ぶりに賃上げが２％台に／フード連合大会
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20140910c.htm
●「全従業員分の３日分の備蓄」がある企業は半数／東商会員企業アンケート
http://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=35430
●現金給与総額、前年同月比２．６％増／７月毎勤統計
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/26/2607p/dl/pdf2607p.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/26/2607p/2607p.html
●全産業の人件費、前年比０．３％減／財務省・法人企業統計調査
http://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/results/h26.4-6.pdf
●継続して月例賃金引き上げに取り組む／金属労協大会、相原氏が新議長に
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20140905.htm
●第２次安倍改造内閣発足に使用者団体がコメント
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201409/03dai2kaizonaikaku.html
▽経団連会長コメント
http://www.keidanren.or.jp/speech/comment/2014/0903.html
▽経済同友会代表幹事コメント
http://www.doyukai.or.jp/chairmansmsg/comment/2014/140903a.html
▽日本商工会議所会頭コメント
http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2014/0903143537.html
●工場設置・移転予定、１割超が「海外志向」／帝国データ調査
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p140901.html
●会社による組合員に対する残業割当て、「差別的」と判断／中労委
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-26-0827-1.pdf
●一般会計予算総額、３１兆円超／厚労省・１５年度概算要求
http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/15syokan/index.html
●「労働市場分析レポート」を公表／厚労省
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http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudou_report/index.h
tml
●７月の鉱工業生産指数が上昇／経産省
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●２０１４春季生活闘争総括を確認／ＪＡＭの定期大会
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20140903a.htm
●総合的見直しを地公には実施させない／自治労が大会で当面の闘争方針を確認
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20140903b.htm
●「褒める」課長７８．４％、それを感じる一般社員は４８．６％
／生産性本部「コミュニケーション調査」
http://activity.jpc-net.jp/detail/mhr/activity001420.html
●日航側の不当労働行為認定／労組スト権に介入
東京地裁
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20140903.htm
……………………………………………………………………………………………
■◇ 各種講習会のご案内
★豊川職業能力開発専門学院
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin.htm
１０月の講座
ＩＳＯ１４００１内部監査員養成講座
◇と
き 伊與田コンサルタント
10月9日(木)16日(木)23日(木)9時30分～16時30分
3日間18時間
◇講
師
代表
伊與田安廣氏
◇受講料 1人24,865円・税抜き22,857円（非会員は29,622円・税抜き27,428円）
職場の見える化講座
◇と
き 活コンサルタント
10月14日(火)21日(火)9時30分～16時30分
2日間12時間
◇講
師
代表
松田英一氏
◇受講料 1人16,457円・税抜き15,238円（非会員は19,747円・18,285円）
☆上記講座申込み・問い合わせ
豊川商工会議所［伊與田、浅井 TEL 86-4101］まで
ホームページからも申し込みできます。
東三河産業アカデミー
中小企業のためのＭＯＴ（技術経営）講座
◇と き 10月8日(水)15日(水)24日(金)11月11日(火)19日(水)
いずれも14時～16時 5日間10時間
◇ところ
豊川商工会議所他
◇講
師 新東工業㈱
特別顧問 川合悦藏氏他
◇受講料
会員15,000円（非会員は18,000円）［税込］
「気がきく社員」の仕事術講座
◇と
き 10月9日(木)
9時30分～16時30分 1日間6時間
◇ところ
豊橋商工会議所
◇講
師 コンサルタントネットワーク㈱
チーフプロデューサー 本田祐美氏
◇受講料
会員8,000円（非会員は10,000円）［税込］
◇申込み 豊橋商工会議所 白井 TEL 0532-53-7211
……………………………………………………………………………………………
■◇ ゆるキャラ(Ｒ)ぐらんぷり2014
豊川市宣伝部長「いなりん」投票受付中！
http://www.toyokawa-cci.org/news/inarin.htm
http://www.yurugp.jp/vote/detail.php?id=00000066
全国のご当地キャラクターが人気を競う「ゆるキャラ(Ｒ)グランプリ2014」
に豊川市宣伝部長の「いなりん」がエントリーします。所定のホームページか
らパソコン、携帯電話、スマートフォン等で1日1回投票することができます。
上位入賞を目指す「いなりん」への投票をお願いします。
同グランプリは、まちおこしのために頑張っているキャラクターたちの順位
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を、インターネット投票によって決める大会です。
投票期間は9月2日(火)から10月20日(月)まで。所定のホームページ（検索サ
イト等で「ゆるキャラＧＰ」）で是非、1日1回の投票をお願いします。
問合せ 豊川市企画政策課（TEL 89-2126）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・「自動車エコ事業所」の認定事業所を募集します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000075685.html
・「奥三河パワートレイル」の大会概要が発表されました！
→ http://www.pref.aichi.jp/0000076069.html
・東三河地域の県有施設の屋根貸しによる太陽光発電事業者を募集します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000075767.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・いなりん宣伝部長の「ゆるキャラ（R）グランプリ2014」奮闘記
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kiratto/inarin/inarinfuntoki.html
・食育キッチンファームでハーブのソーセージを作ろう！参加者募集中！
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/nogyo/nogyoshinko/nomuka20140909
.html
・プリオニコニコフェスタ(第2弾)が開催されます！
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/toshikaihatsu/chishinshigaichitaisaku/t
okeinikoniko9.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・成人用肺炎球菌ワクチン予防接種が変わります
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/seijinnyouhaiennkyuukinnwakuti
nngakawarimasu.html
・SEASIDE
JAZZ FESTIVALのご案内です
→
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/26seaside.html
・竹島を味わうおいしい一日「たけしまるしぇ」を開催します。
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/takeshimarusye.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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆平成26年10月1日（水）
次回発行予定 ◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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/
-7-

代表メール
info@toyokawa-cci.org
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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