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《今号の注目記事》
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■◇ 豊川商工会議所が市に要望
http://www.toyokawa-cci.org/news/siyoubou.htm
豊川商工会議所の日比会頭、川合・小野・笠原副会頭、松下専務理事が、10
月16（木）に豊川市役所を訪れ、山脇実市長、今泉淳乙議長はじめ市幹部に
「平成27年度の豊川市予算編成に関する要望書」を提出しました。市民まつり
の運営やB-1グランプリ後のまちづくり振興策、創業支援など22項目について
要望しました。
１．豊川市民まつりの運営改善と補助拡充
２．「B-1グランプリ」後のまちづくり振興策の推進
３．多様な創業に応じた取り組み支援
４．中小企業相談所／経営革新等支援機関の助成拡充
５.
（仮称）豊川市防災総合センター設立と危機管理体制の見直し
６．大手・中堅企業との懇談会の創設
７．「道の駅」開設による地域振興策の研究
８．民間企業が所有する遊休地・遊休工場・空き店舗の有効活用
９．諏訪地区の活性化と賑わい創出
10．地域を支える企業の人づくり支援
11．「やる気満々商店街」補助事業の拡充支援
12．市内経済団体の広域連携の推進支援
13．地域資源・観光資源の活用促進
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14．スマートインターチェンジ協議会の設置
15．若年非正規労働者の正社員化支援について
16．雇用創出のための工業用地確保と企業立地補助拡充
17．東三河環状線・国道１５１号線・東三河臨海線の整備促進
18．地元企業の優先発注・継続的発注
19．まちおこし交流事業の推進
20．市民協働によるスポーツに取り組む若者の支援
21．震災に強い都市基盤整備と防災・減災の推進
22．公共施設ファシリティマネジメントの推進
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 観光まちづくりフォーラム
8日に商工会議所で開催
http://www.toyokawa-cci.org/news/kankoumatidukuri.htm
市・商共催による「とよかわ観光まちづくりフォーラム」が11月8日に豊川
商工会議所で行われます。参加無料ですので是非ご聴講ください。
▽と
き＝11月8日（土）10時～12時
▽ところ＝豊川商工会議所
▽内 容＝【第１部】写真・ビデオのスライドショー、感動ストーリーの発表
【第２部】パネルディスカッション「さぁ！これからどうする」
竹本幸夫・豊川市副市長
村松喜八・愛知県東三河広域観光協議会幹事長
松下紀人・豊川商工会議所専務理事
神谷典江・ＮＰＯ穂の国まつづくりネットワーク代表
平松賢介・豊川市観光協会副会長
笠原盛泰・豊川いなり寿司で豊川市をもりあげ隊隊長）
申込み・問合せ＝豊川市観光協会（TEL 89-2206）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 仕事・プライベートで「魅力」ＵＰを
20歳以上の独身者向けセミナー
http://www.toyokawa-cci.org/news/miryokuup.htm
豊川商議所は、20歳以上の独身者を対象に「魅力ＵＰセミナー」を行います。
ファッションやブライダル業界の第一線で活躍する講師が、魅力ＵＰの為の知
識を伝授し、今後のあなたにプラスとなるようなアドバイスを行います。
自己啓発したい方、仕事をより円滑に進めたい方、今興味は無いが、将来結
婚を考えている方、婚活したいけど何から始めたらいいか分からない方等、是
非受講下さい！
セミナー終了後は、「お茶会」として、男女合同でセミナー内容の実践を交
えた交流会を開きます。
【お申込み方法】
①チラシ申込＝所定申込書をFAX84-1808
又は郵送で
②ＷＥＢ申込＝
http://www.toyokawa-cci.org/Seminar/mosikomi.htm
③はがき申込＝氏名・性別・年齢・住所・TEL・希望受講日を記入し、郵送で
お申込（※前日必着）。
▽受講料＝１人1,000円（当日ご持参下さい）。
▽受講について＝①１講座ごとお申込み可能
②キャンセル料は不要。但し準備の関係上、前日までのご連絡を
③個人情報は講座運営・報告等に使用し、他の受講者への照会等
は致しません。
※問合せ先＝豊川商工会議所（担当・佐藤、戸田、不二門、TEL
86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 時局講演会11月25日開催
講師に元外交官の宮家邦彦氏
http://www.toyokawa-cci.org/news/jikyokukouenkai.htm
豊川商工会議所は、時局講演会「語られざる中国の未来～中国近未来のシナ
リオと日本の対応」を下記の通り行います。
▽と き＝11月25日（火）15時30分～
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▽ところ＝豊川商工会議所
▽講
師＝キヤノングローバル戦略研究所／研究主幹・宮家邦彦氏
▽参加費＝1,000円（会議所非会員＝2,000円）。
▽申込み＝下記アドレスへ、事業所名、氏名、電話番号を記載の上、時局講
演会聴講希望として、メールをお送りください
info@toyokawa-cci.org
問合せ先
豊川商工会議所 担当・浅井、伊與田（TEL 86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 確定申告、年末調整の相談受付
平成26年度より受け入れ体制を大幅に変更します
http://www.toyokawa-cci.org/news/kakuteisinkokuh26.htm
所得税、個人消費税の確定申告および年末調整の相談について、平成26年度
より、受け入れ体制を大幅に変更し、特定の指導会を設け事前予約制となりま
す。ご理解とご協力をお願いします。
これまでは、会員・非会員を問わず、受け付け順にて相談をお受けしていた
ことで、長時間お待たせする状況にあり、サービス低下を招いておりました。
そこで平成26年度からは特定の指導会を設け、事前予約制で行うこととなりま
した。これにより、お待たせする時間を少なくし、円滑な運営を目指します。
また、指導会は受講料を頂戴することとなりますので、予めご了承願います。
なお、税務署からの指導及びコンプライアンス遵守のため、各種書類、申告
書はお預かりできませんので、直接税務署へご提出をお願いします。
指導会、説明会の日程等はホームページをご覧ください。
http://www.toyokawa-cci.org/news/kakuteisinkokuh26.htm
……………………………………………………………………………………………
■◇ 新潟県・長岡商工会議所を視察
行動計画策定など研修
http://www.toyokawa-cci.org/news/giinkensyuu.htm
豊川商工会議所は、10月22日（水）23日（木）の２日間、議員親睦・研修旅
行を行いました。これは、議員相互の親睦を図り、先進の商工会議所事業を学
ぶもので、今回は新潟県長岡市へ出向きました。
１日目は、アオーレ長岡、山本五十六記念館、長岡藩主牧野家史料館を見学
し、宿泊先のよもぎひら温泉ホテル泉屋へ。ホテルでは、懇親会を行い、親睦
を深めました。
２日目は、長岡商工会議所との懇談会を行い、商工会議所の運営方針や行動
理念、議員活動、ＢＣＰ対策を学び、その後訪問した「長岡震災アーカイブス
センターきおくみらい」では、中越地震から10年目を迎えた市内の復興状況を
視察しました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第18回おもしろアイデア作品展
会頭賞
村松知優さん（東部中1年）市長賞 伊藤 空さん（国府小6年）
http://www.toyokawa-cci.org/news/ideasakuhinten.htm
豊川商工会議所・豊川少年少女発明クラブ主催の「第18回おもしろアイデア
作品展」が9月26日（金）から28日（日）の3日間、当所2階ホールで行われ、
たくさんの入場者で賑わいました。
おもしろアイデア作品展には、理科の授業を参考にした作品、牛乳パック等
を使った作品など小学生684点、中学生25点の応募があり全作品を展示しました。
各賞の入賞者については、ホームページをご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「とよかわ
どうまい まっぷ」10月24日より配布開始
豊川の「食」を中心に作成
http://www.toyokawa-cci.org/news/toyokawadoumaimap.htm
豊川商工会議所は、４商工会と共同で「とよかわ どうまい まっぷ」を発行
し、去る10月24日「第10回かわしんビジネス交流会」より配布を開始しました。
今回作成したマップのサイズはB3版。折り畳み式のリーフレットで、豊川の
「食」を中心とした市内31店舗の特色ある商品と共に観光地を紹介しています。
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お店によってスマートフォンで動画を見ることができたり、マップをご持参い
ただいた上でお買い物をされると、特典を受けることができます。
配布は商工会議所・旧宝飯郡４町商工会（音羽・一宮・小坂井・御津町）の
ほか、観光案内所、宿泊施設、市役所（支所）庁舎等でおこなっています。
また、市のポータルサイト「みてみン」（
http://mitemi-n.jp/ ）でも閲覧
可能です。なお、特典の有効期限は平成27年3月末日まで。
（問合せ先
TEL 86-4101 不二門）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 認知症サポートセミナー
参加無料・ぜひご参加ください
http://www.toyokawa-cci.org/news/nintisyouseminer.htm
豊川商工会議所医療関連部会(宮地雅也部会長)は、11月13日に「認知症サポ
ーター養成講座」を開催します。
認知症の正しい理解と認知症の方への接し方を中心に、映像等を交えながら
説明します。本講座に初めて参加した方には、認知症サポーターの証し「オレ
ンジリング」をお渡しします。
▽と
き＝11月13日(木)13時30分～
▽ところ＝豊川商工会議所
▽対象者＝どなたでも参加可能
▽受講料＝無料
▽申込み＝所定の申込書をFAXまたは、お電話にて申込み下さい。
※問合せ＝豊川商工会議所（担当・伊與田、川添、TEL 86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ モノづくり企業のための医療機器産業参入基礎セミナー
http://www.pref.aichi.jp/0000076704.html
「モノづくり企業のための医療機器産業参入基礎セミナー in 東三河」
の参加者を募集しています！
東三河県庁では、中小企業者がこれまで培った技術力を活かし、今後、成長が
期待されている医療機器産業分野に、新たに参入するためのきっかけと知識を
提供するセミナーを開催します。
【日時】平成26年11月5日（水）
14時～16時50分
【場所】豊橋商工会議所
４階
４０１会議室
（豊橋市花田町字石塚42-1）「豊橋駅」東口より徒歩5分
【主催】東三河県庁
【対象】医療機器産業分野への新規参入に関心のある企業
【プログラム】
○講演１
「医療機器産業の特徴と概要」
古川 孝 氏（ＮＰＯ法人医工連携推進機構 監事）
○講演２
「医療機器メーカーへ部材を供給するにあたって」
三澤 裕 氏（一般社団法人日本医療機器産業連合会 産業政策会議 議長）
○東三河県庁の施策紹介
○名刺交換会
【参加費】無料
【定員】50名（先着順）
【申込み方法】申込用紙に必要事項を記入の上、FAXかEメールにて申込みください。
【詳細及び申込用紙】下記の県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000076704.html
【申込み・問合せ先】愛知県東三河総局企画調整部産業労働課
TEL：0532-35-6116（ダイヤルイン）
FAX：0532-54-7239
Eメール：higashimikawa@pref.aichi.lg.jp
……………………………………………………………………………………………
■◇ 健康まめ知識「薬物乱用防止」
http://www.toyokawa-cci.org/kenkou/kenkou.htm
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10月1日から11月30日までの2カ月間、全国で麻薬・覚醒剤乱用防止運動が展
開されています。こうした薬物乱用防止の取り組みは、毎年6～7月に行われる
「ダメ。ゼッタイ。」の普及運動等、年間を通して行われています。しかし、
近年における愛知県での覚醒剤事犯の検挙者は1,000人前後で高止まりの状況が
続いており、さらに再犯者率でみると60%を超え上昇傾向にあります。こうした
統計数値からも、一度薬物に手を出すと止めることがいかに困難であるかが分
かります。……
→ 続きはホームページを http://www.toyokawa-cci.org/kenkou/kenkou.htm
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
● 取り組み事項をフォローアップ／経済の好循環実現に向けた政労使会議
2014年度「経済の好循環実現に向けた政労使会議」の第２回会合が22日、
首相官邸で開かれた。
労使団体首脳らが昨年の「政労使とりまとめ」
事項のフォローアップを報告したのに続き、個別企業の人事制度や賃金
体系の事例をヒアリングした。議論をふまえて安倍晋三首相は「子育て
世代や非正規労働者の処遇改善、労働生産性に見合った賃金体系への移行
といった大きな方向性については、政労使で共通認識を醸成していきたい」
と述べた。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/seirousi/
（総理の一日）
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201410/22keizai_junkan.html
▽全国中小企業団体中央会
http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/seiroushi2-20141022.html
●「労働者の処遇改善」などを議論／厚労省の雇用政策研究会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000062142.html
●景気の基調判断を下方修正／１０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）
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201410/21getsurei.html
●妊娠降格、明確な同意必要
均等法規定で初判断
／女性敗訴破棄、差し戻し・最高裁
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20141024.htm
▽男女雇用機会均等法第9条3項に関する最高裁判決についての談話／連合
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/danwa/2014/20141024_1414113651.html
●景気判断、東北地域が引き下げ／日銀地域経済報告
http://www.boj.or.jp/research/brp/rer/rer141020.htm/
●一致指数、前月比１．６ポイント下降／８月の景気動向指数改訂状況
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/Revision.pdf
●要求方針で２％以上の賃上げ幅を提起／連合の２０１５春季生活闘争「基本構想」
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20141022.htm
●２年連続ベア要求も
春闘へ運動方針決定／トヨタ労組
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi-k/20141022.htm
●今後の生産拠点、最重視国は「ベトナム」が最多／帝国データ
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p141003.html
●インターンシップ参加、９月末時点で６割超／マイナビ調査
http://www.mynavi.jp/news/2014/10/2014_16.html
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
１１月の講座
部下指導力向上講座
◇と
き師 マツイ・マネジメント・オフィス
11月12日(水)9時30分～16時30分 1日間6時間
◇講
代表 松井督卓氏
◇受講料 1人7,199円・税抜き6,666円（非会員は8,638円・税抜き7,999円）
１２月の講座
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ブラックボードＰＯＰセミナー
◇と
き師 11月19日（水）14時～17時
◇講
ＰＯＰ広告スペシャリスト 佐藤忠生氏
◇受講料（但し、豊川商議所及び東三河法人会豊川支部非会員の方は5,000円）
3,000円
◇問合せ 経営支援グループ 不二門 TEL 86-4101
ポカミス撲滅への体質改善と対策の進め方講座
◇と
き師 企業組合浜名湖えるだークラブ
12月4日（木）9時30分～16時30分小枝英生氏
1日間6時間
◇講
◇受講料 1人10,284円・税抜き9,523円（非会員は12,341円・税抜き11,427円）
部下が育つ褒め方と叱り方講座
◇と
き師 ＳＡＫＡＫＩＢＡＲＡ
12月10日（水）9時30分～16時30分
1日間6時間
◇講
代表
榊原洋史氏
◇受講料 1人7,199円・税抜き6,666円（非会員は8,638円・税抜き7,999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
危ない取引先を決算書から簡単に見抜くテクニック
◇と
き 蒲郡商工会議所
11月18日（火）13時30分～16時30分 1日間3時間
◇ところ
◇講
師 財務リスク研究所㈱
代表取締役 横山 悟一氏
◇受講料
会員2,000円（非会員は4,000円）［税込］
◇申込み 蒲郡商工会議所・寺田 TEL 68-7171まで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・平成26年度第2回県政世論調査の結果について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000076974.html
・女性の活躍状況「見える化」調査結果（速報）について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000077233.html
・「メッセナゴヤ2014」に優れた環境技術を有する中小企業を紹介する愛知県ブースを出展し
ます→ http://www.pref.aichi.jp/0000077205.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・「やる気満々商店街等事業費補助金」
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/koyoshien/yaruki.html
・地産地消の推進活動として「
とよかわ農業市 」を開催します！
→
https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/nogyo/nogyoshinko/nougyouichi.ht
ml・行政情報システム東三河共同調達業務の事業者を特定しました
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiunei/johokasuishi/gyouseisienpuro
po.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/in 蒲郡を開催します
・第４回全国ご当地うどんサミット２０１４
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/udon2014.html
・体重測定１００日チャレンジ！めざせ１万人！
健康情報
→
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/kenkojyouhou.html
・高齢者公費負担インフルエンザ予防接種と接種費用助成について
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→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/inhulsessyu.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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◆◆平成26年11月17日（月）
次回発行予定 ◆◆
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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
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ホームページ
http://www.toyokawa-cci.org/
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