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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。
→ info@toyokawa-cci.org
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平成27年度のスタートです！
本年度も商工会議所をよろしくお願いします。
★今号の注目記事★
… 『とよかわ創業・起業支援ネットワーク』始動
●会議所からのお知らせ
… 小規模企業持続化補助金申請には不可欠です！
経営計画作成セミナー・個別相談会
… 稲荷門前の活性化やまちの景観向上を「B-1」後のまちづくりプランを提案
「シティセールス推進事業」の成果まとまる
…
豊川の優秀製造業80社を全国に発信
…
トクトククーポン
平成27年度事業所大募集！
…
環境行動計画の内容見直し
循環型社会実現のための「3R運動」など盛り込む
…
青年部27年度スローガン
～共に学び、共に楽しみ、共に成長～
…
女性会 公開例会 障がい者と一緒に働く素晴らしさ
…
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
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《今号の注目記事》
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■◇ 『とよかわ創業・起業支援ネットワーク』始動
http://www.toyokawa-cci.org/news/sougyoukigyounetwork.htm
豊川商工会議所は、豊川市、音羽・一宮・小坂井・御津町商工会、日本政策
金融公庫、豊川信用金庫と連携し、「とよかわ創業・起業支援ネットワーク」
を始動させました。
これから創業をお考えの方、既に創業された方を対象に、前述の支援機関が
協力してサポートを行います。
創業あるいは経営でお尋ねしたいことがあれば、まずはご相談を。
○主なサポート内容
▽創業セミナー
▽創業塾
▽ビジネスプラン策定支援
▽創業・経営支援相談事業
その他、様々サポート内容で支援を実施。詳細は最寄りの支援機関まで。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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■◇ 小規模企業持続化補助金申請には不可欠です！
経営計画作成セミナー・個別相談会
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
国補助金で、非常に使いやすい「小規模事業者等持続化補助金」を使って、
販路開拓をおこないませんか。
この補助金は、販路開拓に必要な経費の2/3（上限50万円まで）を補助します。
申請の仕方は会議所が御相談に乗ります。是非利用してみてください！
また、その補助金申請に利用できるセミナーを開催します。是非ご参加を！
★★経営計画作成セミナー・個別相談会★★
▽と き セミナー：4月8日（水）、15日（水）、24日（金）
いずれも13時30分～15時
個別相談会：5月12日（火）10時～16時
▽ところ 豊川商工会議所
▽講 師 松井督卓氏（マツイ・マネジメント・オフィス代表、中小企業診断士）
佐原啓泰氏（佐原経営支援パートナー代表、中小企業診断士）
▽受講料 無料
▽申込み・問合せ
豊川商工会議所（近藤 TEL86-4101）
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/sakusei.pdf
……………………………………………………………………………………………
■◇ 稲荷門前の活性化やまちの景観向上を「B-1」後のまちづくりプランを提案
「シティセールス推進事業」の成果まとまる
http://www.toyokawa-cci.org/news/citysalesseika.htm
3月20日(金)に豊川商工会議所の日比嘉男会頭、笠原盛泰副会頭、松下紀人
専務理事が市役所を訪れ「豊川市シティセールス推進事業」の事業成果を山脇
実市長に報告しました。
同事業は、豊川商工会議所が市の補助を受けて１年間、研究してきたもので、
「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。今後のまちづくり
に関する戦略プランを提案しています。
★８つの戦略プランを研究・提案
今回の事業の研究成果として、今後の具体的な戦略プランを「豊川稲荷門前
の活性化」、「スポーツツーリズムの展開」、「景観向上」、「イメージアッ
プのためのブランド化」、「ご当地グルメを活用した食のブランド化」、「地
域情報を発信する新たなメディアの研究」、「訪日外国人旅行者の受け入れ環
境整備」、「シティセールス推進会議（仮称）の設置」の７つを柱とする事業
の展開を提案しています。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川の優秀製造業80社を全国に発信
http://www.toyokawa-cci.org/news/monodukuriguidebook.htm
豊川商工会議所は、近隣商工会とともに補助金を活用し「広域連携・合併支
援事業」を実施しました。当事業は、豊川市のものづくり企業を全国に発信す
るガイドブックおよびホームページ作成が主な事業。
ガイドブックには、豊川のものづくり企業80社を掲載し、発行部数は1000部。
掲載企業すべてを訪問し、専門家によりヒアリングを実施。企業のセールスポ
イントや強みを引き出し、多くの写真とともに掲載しています。
今後は、商工会議所・商工会役員等の協力を得て、大手・中堅企業のバイヤ
ー等に配布し、豊川のものづくり企業を全国発信していきます。
また、ガイドブックに掲載されている企業を、企業名や業種名で検索できる
ホームページも作成。アドレスは以下の通り。
→ http://www.toyokawa-cci.org/monodukuri/guidemap.htm
……………………………………………………………………………………………
■◇ トクトククーポン 平成27年度事業所大募集！
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http://www.toyokawa-cci.org/news/tokutokucoupon.htm
豊川商工会議所では、多くの会員事業所から割引サービスを集い、会員の皆
様がそのサービスを広く利用することで会員メリットを最大限に活かすことを
目的とし、会員優待サービス事業・トクトククーポンを行っています。
現在、サービスを提供している事業所は、小売店16事業所、飲食店4事業所
など計47事業所。
この度、７月発行予定のトクトククーポンに、平成27年度のサービスを提供
いただける事業所を募集しています。
▼掲載費用
無料
▼配布先
当所会員事業所（約2,400社）
▼申込対象
当所会員事業所に限る
▼申込締切
4月30日（木）まで
▼申込・問合せ
豊川商工会議所 丸山 TEL 86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 環境行動計画の内容見直し
循環型社会実現のための「3R運動」など盛り込む
http://www.toyokawa-cci.org/news/kankyoukoudoukeikaku_2.htm
豊川商工会議所所は、平成23年度に策定した「環境行動計画」について、産
業・社会構造の変化や東日本大震災による影響、行政等の取組みの変化などに
対応するため、計画の内容を見直した「第二次環境行動計画」を発表しました。
新たな計画では、地球環境問題を将来世代のために改善しなければならない
重要課題として捉え、これまで取り組んできた、地球温暖化対策に加え、地球
環境保全にも取り組み、会員企業や従業員とその家族等が、環境と経済の調和
した持続可能な社会の実現を目指します。
豊川商工会議所として、「エコキャップ運動」の推進・「省エネ」活動の推
進、環境社会検定（eco検定）の普及・促進、「3R運動」の推進、地元木材
「三河材」や地元間伐材等の利用促進などの事業に取り組みます。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 青年部27年度スローガン
～共に学び、共に楽しみ、共に成長～
http://www.toyokawa-cci.org/news/seinenbusoukaih27.htm
豊川商工会議所青年部（夏目泰至会長）は、3月16日(月)18時30分から、市
民プラザにて第77回定時総会を開き、平成27年度の事業計画・予算（案）を承
認しました。
新年度の井指和昭会長はスローガンに「一期一会 すべて出会いから始まる
～共に学び･共に楽しみ･共に成長～」を掲げ、会員相互が一緒になって各種事
業を進めることを重点に事業計画を立案し、承認されました。
また、3月総会は、青年部規則による卒業式が行われ、5名の方が卒業されま
した。
卒業生は次の方々
小田賢児（串揚げ串焼きの店会所）
寺部良洋（ＡＩＨＯ）
夏目泰至（夏目電業所）
宮地啓史（宮地商店）
森元浩二（森元製作所）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 女性会
公開例会 障がい者と一緒に働く素晴らしさ
http://www.toyokawa-cci.org/news/jyoseikaikoukaireikai.htm
豊川商工会議所女性会では、障がい者雇用で大成功を収めている京丸園㈱
（浜松市）社長の鈴木厚志氏をお招きして公開例会を行います。
障がい者の方々と向き合い、働くことの素晴らしさをどのように共に考えて
いたのか、等についてお話しいただきます。聴講無料。
▽とき
４月21日（火）15時～16時半
▽ところ
豊川商議所
▽講師 京丸園㈱・社長／鈴木厚志氏
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▽聴講
無料豊川商議所・女性会（TEL86-4101 担当 佐原・耒本）
▽問合せ
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
●「短時間労働者対策基本方針」を策定／厚労省
厚生労働省は26日、2015年度から19年度までの５年間に取り組むべき、
短時間労働者（パートタイム労働者）の雇用管理の改善などの促進や職業
能力の開発・向上などに関する施策の基本となる「短時間労働者対策基本
方針」を策定した。均等・均衡待遇の確保や通常の労働者（正社員）への
転換などの取り組みを一層推進することなどを掲げている。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078777.html
●改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」などを告示／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078980.html
●１月の完全失業率３．５％、前月比０．１ポイント低下／労働力調査
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
●２月の有効求人倍率１.１５倍、前月比０．０１ポイント上昇／一般職業紹介状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078544.html
●勤労者世帯の消費支出、１１カ月連続実質減少／家計調査報告
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.htm
●２月の全国消費者物価指数、前年比２．０％上昇／総務省
（２月の全国消費者物価指数）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.htm
（東京都区部の15年３月中旬速報値）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
（東京都区部:2014年度平均速報値）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/nendo/index-t.htm
●大手に続く中堅・中小組合の賃上げ額平均は２５日現在で２，１０５円／金属労協（JCM）
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20150327a.html
●１５年度の新入社員は「消せるボールペン型」／日本生産性本部
http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity001438.html
……………………………………………………………………………………………
■◇ 各種講習会のご案内
★豊川商工会議所
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
経営計画作成セミナー・個別相談会
▽と き セミナー：4月8日（水）、15日（水）、24日（金）
いずれも13時30分～15時
個別相談会：5月12日（火）10時～16時
▽ところ
豊川商工会議所
▽講 師 松井督卓氏（マツイ・マネジメント・オフィス代表、中小企業診断士）
佐原啓泰氏（佐原経営支援パートナー代表、中小企業診断士）
▽受講料
無料 豊川商工会議所（川村 TEL86-4101）
▽申込み・問合せ
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/sakusei.pdf
新規青色申告者のための帳簿のつけ方教室
▽と
き 4月22日（水）14時～16時
▽ところ
豊川商工会議所１階第１会議室
▽講
師
税理士
松井久治氏
▽申込先 豊川商工会議所・経営支援グループ（川村
TEL86-4101）
★豊川職業能力開発専門学院
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin.htm
４月の講座
コミュニケーションスキルアップ講座
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◇と
き 4月21日（火）9時30分～16時30分
1日間6時間
◇ところ
豊川商工会議所
◇講
師 ㈲幸プランニング
代表取締役 長野ゆき子氏
◇受講料
1人12,000円（非会員は14,400円）
強い現場を作る管理・監督者講座
◇と
き 5月8日（金）15日（金）9時30分～16時30分
2日間12時間
◇ところ
豊川商工会議所
◇講
師 アスカ経営センター
経営コンサルタント 小林雍正氏
◇受講料
1人21,000円（非会員は25,200円）
人事考課のポイント講座
◇と
き 5月12日（火）13時30分～17時30分
1日間4時間
◇ところ
豊川商工会議所
◇講
師 あかつき社労士事務所
代表 冨田高子氏
◇受講料
1人7,000円（非会員は8,400円）
☆上記講座申込み・問い合わせ 豊川商工会議所［浅井 TEL 86-4101］まで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000081088.html
・従業員の処遇改善を行う県内中小企業を支援します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000081905.html
・「東三河振興ビジョン」を策定しました
→ http://www.pref.aichi.jp/0000059932.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・第2回
とよかわ「おもてなしレシピ」グランプリ！結果発表
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/nogyo/nogyoshinko/2umatoyogpkekk
a.html
・土砂災害特別警戒区域の指定について
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/anzenanshin/bosai/keikaikuiki.html
・きらっと☆とよかわっ！フォトコンクール
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kiratto/photocon/kiratto.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・平成26年度施策評価結果
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/gyosei/26-shisaku.html
・あわび陸上養殖ブランド化推進業務委託に係る公募について
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/awabi-kobo.html
・協働のまちづくりのさらなる推進に向けて－総括と市長への提言
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/teigen.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27年4月15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/
代表メール
info@toyokawa-cci.org
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