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今年もよろしくお願いします。
本年最初のメールNEWSになります。本年も様々な情報を提供させていただき
ますので今後ともよろしくお願いいたします。
★今号の注目記事★
… 平成27年度事業計画大綱を承認
開かれた会議所づくりや成長力強化支援など15項目
●会議所からのお知らせ
…
確定申告、消費税申告相談
受け入れ体制を大幅に変更します
…
生活習慣病・ガン検診
受診のご案内
3月4・5日に実施申込受付中
申込受付中
…
会議所会員のための脳ドック検診
本年初めて実施
…
シティセールス推進事業
… 市へ要望書提出
ヤマトパンの新商品開発
会議所と豊川信用金庫が開発を支援
…
会議所女性会次年度会長に神谷典江さん（㈲丸栄）
…
「自動車産業イノベーションセミナー」の参加者を募集
愛知県
…
労働委員会【メールマガジン労働情報】抜粋
… 各種講習会のご案内
●行政・各種団体情報
…
愛知県・豊川市・蒲郡市の動き
…
JANカード今月のイベント、こんにちはJCです、JAひまわり
… 催事カレンダー・ギャラリー情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《今号の注目記事》
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■◇ 平成27年度事業計画大綱を承認
開かれた会議所づくりや成長力強化支援など15項目
http://www.toyokawa-cci.org/news/h27jigyoukeikaku.htm
豊川商工会議所は、12月9日に開いた第537回常議員会において、平成27年度
に商工会議所が取り組む15項目の事業計画大綱を決定しました。（詳細はHP）
１．開かれた商工会議所づくりの推進
２．東日本大震災被災地の復興支援
３．現場に立脚した政策提言要望活動の実施
４．商工会議所の変革のための組織・運営基盤の強化
５．会員サービス事業の充実・強化
６．地域中小企業の成長力強化のための支援
７．活力あふれる地域社会の創造と取組み支援
８．展示商談会の開催とビジネス交流支援並びに産学官連携
９．人材育成・能力開発支援事業の実施
１０．雇用開発・雇用安定事業の推進
１１．危機対応体制の整備促進と環境の調和・持続可能社会の構築・促進
１２．調査・広報・情報化活動の充実・実施
１３．経営安定のための各種制度の普及・加入促進
１４．各種検定試験の実施
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１５．広域連携による地域活性化の推進並びにインフラ整備
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 確定申告、消費税申告相談
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、説明会の日程は以下のとおり。
確定申告（所得税・消費税）説明会
▽と
き 平成27年2月3日（火）14時～16時
▽ところ
豊川商工会議所 第1会議室
▽講
師
豊橋税務署担当官
▽受講料 無料
決算（所得税・消費税）申告指導会
▽と き 2月16日（月）17日（火）
3月2日（月）3日（火）9日（月）10日（火）
いずれも10時～12時、13時～17時
▽ところ
豊川商工会議所
Ａホール
▽講
師
東海税理士会
税理士
▽受講料
2,000円、非会員20,000円
▽指導時間商工会議所または青色申告会会員
お1人1時間以内
※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、受付けできませんので、ご了承下さい。
消費税申告指導会
▽と
き 3月24日（火）10時～12時、13時～17時
▽ところ
豊川商工会議所相談室
▽講
師
東海税理士会税理士
▽受講料
2,000円、非会員20,000円
▽指導時間商工会議所または青色申告会会員
お1人1時間以内
▼申込み
各指導会の申込書を下記リンクからダウンロードし、必要事項記入後、FAX
またはメールにてご返送ください。
決算（所得税・消費税）申告指導会
http://www.toyokawa-cci.org/news/kessan.doc
消費税申告指導会
http://www.toyokawa-cci.org/news/syouhizei.doc
▼問合せ
豊川商工会議所 経営支援グループ（TEL 86-4101）へ。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 生活習慣病・ガン検診
受診のご案内 3月4・5日に実施 申込受付中
http://www.toyokawa-cci.org/news/seikatusyuukanbyou.htm
豊川商工会議所では、生活習慣病、ガンの早期発見と健康意識向上を目的に
「生活習慣病健診とガン検診」を3月4日（水）5日（木）の2日間、8時30分～
11時実施します（対象者は会員事業所のみ）。
受診希望者は会議所から送付されている申込書に記入し、2月6日までにお申
込みを。
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■生活習慣病健診（男女）
▽検診項目 ①身体測定
②血液検査
③血圧⑧医師診察
④心電図 ⑤眼底検査
⑥胃部Ｘ線間接撮影
⑦尿検査
▽検診料
▽その他 1人10,500円（税込）
受診者は前日21時以降、飲食物を摂らない空腹の状態で受診
■前立腺検診（PAS・男性のみ） 1人10,600円（税込）
■ガン検診（受診料の一部を補助）
▽大腸ガン検査
※当日は説明のみ1人6,400円（税込）
1人3,200円（税込）
▽肺ガン検査
※当日は説明のみ
▽腹部超音波検査
※空腹状態で受診 1人5,300円（税込）
▽肝炎検査 1人4,300円（税込）
■受診料補助（しらゆり健診センター・商工会議所からの補助）
ガン検診について、受診料の2分の1を補助。また、上記ガン4検査を全て
受診された方は、10,700円を補助（8,500円で受診できます）
■お申込み・お問合せ
担当 不二門・白須 TEL86-4101まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 会議所会員のための脳ドック検診
本年初めて実施 申込受付中
http://www.toyokawa-cci.org/news/noudock.htm
豊川商議所では、会員企業の皆様方の健康維持管理を応援するため、本年度
より脳ドック健診を開始します。
突然重篤な疾患に見舞われる「脳梗塞」「脳出血」「くも膜下出血」などを
未然に防ぐため「脳動脈瘤」「脳血栓」「脳腫瘍」「脳萎縮」などについて調
べます。
本所の「生活習慣病健診」、「ガン検診」とともに是非ご受診下さい！
【脳ドック健診要領（豊川商議所会員限定）】
▼申込期間
▼受診期間 平成27年2月2日（月）まで（※仮予約をお済ませ下さい）
平成27年5月30日（土）までの予約受診
（状況次第で左記の期間以降も可）
▼健診場所
総合青山病院
健診センター
▼健診項目 問診、身体計測、脈拍、血圧測定・頸椎Ｘ線、ＭＲＩ脳断層
撮影、頭部頚部ＭＲＡ、頸動脈超音波
▼健診料
1人31,000円（会議所会員受付価格
税込）
▼申込み 詳細は、豊川商工会議所（不二門・白須
会議所の専用申込書をご確認の上お申込み頂きます。
TEL86・4101）まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 市へ要望書提出
シティセールス推進事業
http://www.toyokawa-cci.org/news/citysalesteisyutu.htm
12月3日（水）に豊川商工会議所の日比会頭、笠原副会頭、松下専務理事が
豊川市役所を訪れ、平成27年度の「豊川市シティセールス推進事業」に関する
要望書を山脇市長、竹本副市長に提出しました。
同事業は今年度、当所が市の補助を受けて実施しており、昨年の「B-1豊川」
の成功を今後のまちづくりに活かすことが目的。豊川稲荷門前の活性化策、市
のイメージアップを目指したブランド戦略やスポーツ振興を通したまちづくり
プランなどを検討しています。
当日は、事業に関するこれまでの経過報告を行うとともに、次年度に取り組
むべき課題として、シティセールス推進会議の運営や豊川稲荷周辺の空き店舗
等活用事業など４項目について提案・要望。
日比会頭、笠原副会頭は、「シティセールス事業はB-1直後の今、強力に実
施しなければならない」と要望し、山脇市長、竹本副市長は「事業の重要性は
理解している。会議所と協力しながら進めて行きたい」と応えました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ ヤマトパンの新商品開発
会議所と豊川信用金庫が開発を支援
http://www.toyokawa-cci.org/news/yamatopan.htm
豊川商工会議所は豊川信用金庫と協力して、ヤマトパン（古宿町・久世愛子
社長）を支援し、中高生をターゲットにした新商品を開発しました。豊川商工
会議所は専門家を派遣し商品開発を支援、同金庫はビジネス交流会で試し売り
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を行うなど、よりよい商品づくりを支援しました。
また、国府高校商業科の授業の一環として新商品づくりのセミナーを行い、
アンケート調査を実施してターゲットからの意見も取り入れました。
▽商品名
「チョコばんぶーＳｈｏｏｔｓ（シューツ）」1個140円（税込）
▽販売先 直営店ファブール、市内のクックマート、国府高校の購買
豊橋駅構内キヨスク
……………………………………………………………………………………………
■◇ 会議所女性会次年度会長に神谷典江さん（㈲丸栄）
http://www.toyokawa-cci.org/news/jyoseikairinjisoukai.htm
豊川商工会議所女性会（加藤憲子会長）は、12月8日（月）に市民プラザに
おいて臨時総会を行い、平成27年度の役員を選任しました。
次年度会長には神谷典江氏（㈲丸栄）が選任され、「今年度の会長が様々な
活動から女性会の絆を深めていただけた仲間を大切に、来年度３０周年を迎え
ます。諸先輩の積み上げてきたものを大切にメンバーとともに記念となる１年
にしたい」と挨拶しました。
次年度役員は次の通り。
【会長】神谷典江（㈲丸栄）
【副会長】栗山悦子（㈲サンリツインテリア）、藤原真由美（ミチ美容室）
井指妙子（井指製茶(株)）鈴木政代（鈴木孝志事務所）
【理事】大久保佐智子（豊川印刷㈱）、鈴木鈴子（㈲鈴木青果）、
鈴木孝子（㈲鈴木紙店）、曽田光子（豊川信用金庫）、
石黒孝子（㈲セーヌ）、古川真理子（日本メカケミカル㈱）、
宮地和子（ミヤチ㈱）、稲垣喜代子（㈱オニックスエステ事業部シエスタ）
宮﨑すみれ（㈱東海クリエイト）、藤井智香子（㈲和食処松屋）、
井上百合子（㈲レンタルいなり）、橋本公美枝（㈲ブロードサービス）
【監事】加藤憲子（花工房バラの木）、松下シノブ（松下建築㈱）
★新入会員を随時募集中
女性会では、新入会員を随時募集中。入会資格は、本所会員のうち女性経営
者もしくは、経営に参画している女性。心からお待ちしております。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「自動車産業イノベーションセミナー」の参加者を募集
愛知県
http://www.pref.aichi.jp/0000077344.html
中堅・中小の自動車部品メーカーは、グローバルなコスト競争の激化、完成
車メーカーの生産拠点の海外展開や次世代自動車の普及といった大きな構造変
化の中で、既存の技術を活かした新製品の開発や新市場の開拓など、多様な対
応が求められています。
県では、こうした企業の皆様に、意識改革や新たな取組のきっかけとしてい
ただくため、新事業展開や企業間連携に係る先進事例等を紹介するセミナーを
下記のとおり開催します。
【日
午後2時から午後4時45分まで
【場 時】平成27年1月30日（金）
所】愛知県技術開発交流センター
交流ホール
（刈谷市恩田町一丁目157番地1）
【参加費】無料
【主
催】愛知県
【定
員】200名（申込先着順）
【申込方法】参加申込書に必要事項を記入のうえ、FAXまたはE-mailで。
【申込み・問合せ先】
愛知県産業労働部 産業振興課
自動車産業グループ 鈴木、山口
TEL：052－954－6376
FAX：052－954－6976
E-mail：sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp
【申込締切】平成27年1月28日（水）（但し、定員に達し次第締め切ります。）
【プログラム】
(１)
講演 QRコードの開発・進化と普及活動について」
【題名】：「
【講師】： ㈱デ技術2部技術2室
ンソーウェーブ 室長
AUTO-原ID事業部
昌宏 氏
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(２)中小企業の取組事例発表
ア
企業間連携事例
【題名】：「企業連携で創造する新世代ロ
ボットの未来！」
【講師】： ㈱鬼代表取締役
頭精器製作所鬼頭 明孝 氏（新世代ロ
ボット研究会代表）
イ
新事業展開事例
【題名】：「海外進出戦略は開発
段階から始まる。
～発売から1年で海外10
ヶ国へ販路を拡大するまでの開発・PRｽﾄｰﾘｰ～ 」
【講師】：
横山興業㈱ 商品企画室 室長 横山 哲也 氏
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
●税制改
正大綱決定／地方創生に向けた税制措置など盛り込む
自民、公明の
両与党は2014年12月30日、2015年度の税制改正大綱を決定
した。経済の
好循環実現のための法人税改革を柱に、地方創生に向けた
税制面での所要措置や、消費税率10％への引き上げ時期を変更したことに
伴う対応措置などを主な内容としている。
https://www.jimin.jp/news/policy/126808.html
▽経団連会長コメント
http://www.keidanren.or.jp/speech/comment/2014/1230.html
▽日商会頭コメント
http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2015/0104144541.html
▽経済同
友会代表幹事コメント
http://www.doyukai.or.jp/chairmansmsg/comment/2014/141230a.html
▽連合事務
局長談話
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/danwa/2014/20141230
_1419945733.html
●「地方への
好循環拡大に向けた緊急経済対策」を閣議決定
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/keizai
_taisaku.html
（日本経済
再生本部）
http://www.kantei.go.jp/jp/97
_abe/actions/201412/27saiseihonbu.html
（内
閣府ウェブサイト）
http://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html
▽経団連会長コメント
http://www.keidanren.or.jp/speech/comment/2014/1227.html
▽日商会頭コメント
http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2015/0104144345.html
▽経済同
友会代表幹事コメント
http://www.doyukai.or.jp/chairmansmsg/comment/2014/141227a.html
▽連合事務
局長談話
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/danwa/2014/20141228
_1419749509.html
●１企業当たりのパート
従業者数、最高値を更新／１４年企業活動基本調査
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kikatu/result-2/h26sokuho.html
●１２月の
街角景況感、３．７ポイント上昇／景気ウォッチャー調査
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2015/0113watcher/menu.html
●一致http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
指数、前月比１．０ポイント下降／１１月景気動向指数（速報）
●月額http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20150114.htm
２万円以上、時間額１５０円以上を統一要求額に／国民春闘共闘委員会
●「法人税
減税分で賃上げを」首相が経済団体の新年祝賀会であいさつ
http://www.kantei.go.jp/jp/97
_abe/actions/201501/06keizai.html
▽会長発言要
旨／経団連
http://www.keidanren.or.jp/speech/kaiken/2015/0106.html
▽会長挨拶
／経団連
http://www.keidanren.or.jp/speech/2015/0106.html
●景況http://www.boj.or.jp/research/o
感ＤＩが悪化／日銀の生活意識調査
_survey/ishiki1501.pdf
●１４年１～６月の
賃上げ、額・率ともに高水準／経団連調査
http://www.keidanren.or.jp/policy/2014/112.pdf
●「社長が選ぶ今年注目の会社」１
位はトヨタ／産能大調査
http://www.sanno.ac.jp/research/company2015.html
●１４年円安関連企業
倒産、前年の２．７倍に急増／帝国データ
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p150101.html
●「これからの経営者」、求められる資
http://www.jma.or.jp/news/release質_は「イノベーションの
detail.html?id=293 気概」／日本能率協会
-5-

……………………………………………………………………………………………
■◇ 各種講習会のご案内
★豊川商工会議所
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
正しい決算書・申告書の書き方教室
▽と
き 2月3日（火）14時～
▽ところ
豊川商工会議所
第１会議室
▽講
師
豊橋税務署
記
帳指導推進官
▽受講料
▽問合せ 無料
豊川商工会議所経営支援G（浅井、川村 TEL86-4101）
建築士セミナー
建築士の技術向上のための知識！勉強会
▽と
き 2月13日（金）13時～16時30分
▽ところ
豊川商工会議所
第1・2会議室
▽講
師
一
般社団法人愛知県建築住宅センター 松原辰樹氏、谷 光春氏
▽対
▽共 象
催 建設業に携わる方
（公社）愛知建築士会豊川支部・豊川商工会議所中小企業相談所
豊川商工会議所建設業部会・同不動産業部会
▽問合せ 豊川商工会議所経営支援
G（近藤 TEL86-4101）
★豊川
職業能力開発専門学院
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin.htm
２月の講座
職長等教育研修会（製造業対象）
◇と
き 西郷
平成27年2月5日（木）12日（木）9時30分～16時30分
2日間12時間
◇講
師
労働安全コンサルタント事務所
代表
西郷省吾氏
◇受講料 1人15,427円・税抜き14,285円(非会員は18,513円・税抜き17,142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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・東中間とりまとめに対する意見の募集について
三河振興ビジョン「主要プロジェクト推進プラン」
→ http://www.pref.aichi.jp/0000079196.html
・「外国人雇用の展望とこれからの企業経営」セミナーを開催します。
→ http://www.pref.aichi.jp/0000079124.html
・「中部
IT融合セミナー」の参加者を募集します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000079182.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・とよかわおみやげスウィーツカーニバルの開催について
→奨観http://www.city.toyokawa.lg.jp/kiratto/citysales/sweetscarnibal.html
・推
光ルートウォーキング
→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/event/kanko/kankowalking2015.html
・豊川市多
文化共生推進プラン（2015-2019）（案）に対する意見を募集しています
→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiunei/publiccomment/boshuchu/tabunk
akyosei-bosyu.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・都→市計画マスタープラン部分改
訂
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/keikaku/toshimasukai.html
☆
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・証→明書自動交付機について
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/shimin/jidokoufuki.html
・第３０回はず
夢ウォークを開催します
→
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/30hazu.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
★http://www.toyokawa-cci.org/jan/jan.htm
ＪＡＮカード 今月のイベント
★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27年2月2日（月）
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/
代表メール
info@toyokawa-cci.org
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