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《今号の注目記事》
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■◇ 第26回会員大会
元宝塚の純名里沙さんコンサート入場券 販売中
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/h27kaiintaikai.htm
★ＮＨＫテレビ小説「ぴあの」に主演した純名里沙さん
第26回会員大会の記念コンサートは、元・宝塚歌劇団の花組トップ娘役の
純名里沙さんによる「プレミアムコンサート」として、11月16日（土）14時
30分から豊川市文化会館大ホールで開催します。
純名さんは、1990年に宝塚歌劇団に首席で入団、初舞台ではエトワールと
いう異例の抜擢で、翌年、抜群の歌唱力をかわれてオペレッタ「微笑みの国」
で初ヒロインを演じました。1994年にはＮＨＫ連続テレビ小説「ぴあの」に
主演し、「現役タカラジェンヌが初の朝ドラヒロインを務めた」として話題
になり、ドラマ内でも持ち前のソプラノで童謡を歌い、後半は主題歌「ぴあ
の」を歌うなど、人気を呼びました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ まちづくりについて意見交換
市議会・商工会・豊川市と
http://www.toyokawa-cci.org/news/matidukuiikenkoukan.htm
豊川商工会議所は、豊川市の抱える課題やこれからのまちづくりについて、
市内各団体と意見を交換しました。
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◆◆市議会との意見交換会◆◆
豊川商工会議所は、８月６日、まちづくりに関して、市議会との意見交換会
を開催しました。
当日中村議長は「広域での連携やそれぞれの地域の抱える課題もあり、行政
・経済界などが協力して取り組んでいきたい」とあいさつ。また日比会頭は、
「地域の活性化のためには企業が立地し、働く場所が確保されることが重要。
どうすれば豊川市がより元気になれるか意見交換したい」とあいさつしました。
◆◆市内４商工会との情報交換会◆◆
豊川商工会議所は、８月26日、豊川市内の４商工会と、それぞれの地域の抱
える課題の解決や相互交流・連携を目的に情報交換会を開催しました。
会議では、各商工会、会議所の活動内容の紹介、プレミアム商品券発行事業
の経過報告、各地域での祭り開催状況と課題などについて、情報交換や意見の
やりとりなどが活発に行われ、今後も各団体の連携を図ることを確認しました。
◆◆まちづくり円卓会議◆◆
豊川商工会議所は、９月４日、山脇市長らと豊川市のまちづくりについて意
見交換を行う「まちづくり円卓会議」を開催しました。
会議では、市から、４町との合併後５年が経過したが、市民満足度は上がっ
ていないのが実情であり、それぞれの課題について各団体が協力して取り組ん
でいきたいとの考えが示され、会議所からは、市民まつり「おいでん祭」「手
筒まつり」のあり方や「葵まつり」「本宮まつり」「みとふれあいまつり」
「もみじまつり」のあり方と課題の説明・提案を行い、スズキや日立の撤退に
対する質問、工業団地活用に対する提言など様々な意見が出されました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川インバウンド促進事業
宿泊施設などの実態を調査
http://toyokawa-cci.org/news/inbound3.htm
豊川商工会議所は、音羽、一宮、小坂井、御津町商工会と共催で、愛知県の
「広域連携・合併支援事業」の採択・補助助成を受け、平成27年度の愛知県
「観光元年」方針に沿い、豊川市において、地域の活性化を促す観光戦略とし
て、関係団体、関係機関と連携し、内外からの観光客を呼び込む具体策を研究
し、地元消費が増大されるよう、様々なインバウンド対策を実施しています。
◆実態調査を実施◆
第１回の企画部会にて、訪日外国人観光客に関する実態調査を実施すること
を決め、市内の宿泊施設、豊川稲荷門前周辺と正岡町周辺でお店を営む事業所
の皆様へ依頼し、回答をそれぞれ頂いた。
その後、第２回企画部会を９月11日に開催し、実態調査の中間集計結果を発
表しました。
集計結果から、当地域にも外国人観光客が多数来豊して、ホテルに宿泊、近
辺のお店に買物に出かけており、売上に結びついていると回答された事業所が
多く見られた。一方、言葉がわからないため、対応に苦労している事業所が多
く見られました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 会員増強キャンペーン
10月19日～11月30日
http://toyokawa-cci.org/news/h27kaiinzoukyou.htm
豊川商工会議所は、「会員増強キャンペーン」を10月19日から11月30日まで
実施します。
豊川商工会議所は、当地域の繁栄と発展を目的に法律に基づいて設立された
地域総合経済団体で現在、約2,350の事業所が加入しています。
会員資格は市内に事務所、営業所等を有する商工業者、協同組合等の事業活
動を行う団体、弁護士・医師等の自己の名をもって事業を行う個人。資格のな
い方でも特別会員として入会できます。
会費は全額損金あるいは必要経費となります。1口3,000円で資本金額、従業
員数に応じて異なり、個人会員は4口（年間12,000円）、法人会員は5口（年間
15,000円）以上をご負担いただきます。
是非お知り合いの方をご紹介ください！ TEL 86-4101
……………………………………………………………………………………………
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■◇ １日公庫融資相談会のご案内
http://toyokawa-cci.org/news/yuusisoudankai.htm
豊川商工会議所では、日本政策金融公庫 豊橋支店 国民生活事業（旧国金）
により、下記の通り「１日公庫融資相談会」を開催します。
当日は、担当者と直接面談し、その場で融資のご相談を受け付けます。必要
書類を持って会場へお越し下さい。
また、事前に必要書類をご用意いただければ、相談日に融資の審査をさせて
いただきます。事前の書類提出については商工会議所までご相談下さい。
◇開催日時
平成２７年１１月４日（水）１３時～１６時
◇会
場
豊川商工会議所
◇持参書類 ２期分の決算書（確定申告書）、最近の試算表、見積書（設備
資金を希望の方）、借入金明細書、法人登記簿謄本（法人企業
のみ）、預金通帳（直近６ヶ月以上の入出金状況のわかるもの）
◇申込み 下記リンクからダウンロードし、必要事項を記入の上、ＦＡＸ
（0533－86－8447）にて返信ください。
http://toyokawa-cci.org/news/yuusisoudankai.pdf
……………………………………………………………………………………………
■◇ ＭＯＴ（技術経営）基調講演開催
http://toyokawa-cci.org/news/motkityoukouen.htm
豊川商工会議所では昨年からＭＯＴ講座（川合悦藏副会頭監修）を行ってお
り、今年は実践講座開始前の９月11日にＭＯＴ（技術）に関する基調講演を行
いました。
ＭＯＴの日本的権威である㈱テクノ・インテグレーション代表取締役の出川
通氏より「実践ＭＯＴで中小企業の新商品・新事業拡大」と題して、下請け型
から「顧客価値」提案型への変革によるビジネス拡大を図るための視点とポイ
ントについて事例を交えてご講演頂いた。続いて行った講師と参加者での交流
会では名刺交換や情報交換をするなど貴重な機会となりました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ セミナー
ストレスチェック制度の概要と企業が注意するポイント
http://toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm#3
2014年6月に改正労働安全衛生法が公布され、2015年12月より従業員50人以
上の事業場については、ストレスチェックと面接指導の実施等が義務となりま
す。
各企業においては、ストレスチェックの実施時期や実施要領、ストレスチェ
ックを通じてメンタルヘルス不調者や予備軍が浮き彫りとなった場合の対応方
法など、労務管理体制構築に苦労されていると思われます。
今回、経営者や部門管理者、担当者向けの「ストレスチェックの概要と企業
が注意すべきポイント」についての説明会を開催します。
◇と
き 豊川商工会議所
11月19日（木） 14時～16時
◇ところ
◇講 師 愛知産業保健総合支援センター
メンタルヘルス対策促進員 山本 祐子 氏
◇受講料
無料
◇申込み
豊川商工会議所.近藤、白須
TEL 86-4101まで。
チラシ
→
http://toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/stresscheck.pdf
……………………………………………………………………………………………
■◇ セミナー
マイナンバー対策・社内規定の整備と周知について
http://toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm#2
社会保障・税番号(マイナンバー)が、10月から個人・法人への通知が開始さ
れ、来年1月から関係行政機関でマイナンバーの利用が始まります。
企業では、従業員やその扶養親族についてマイナンバーを収集・確認するこ
とが求められるほか、マイナンバーへの組織的な対応、国から発表されたガイ
ドラインに従って情報漏洩対策、セキュリティ対策を施していく必要がありま
す。
本セミナーでは、「マイナンバー制度の概要」や企業にとって必要な「就業
規則の改正」・「従業員への周知」など実務のポイントを分かり易く解説しま
す。
◇と
11月9日（月） 14時～15時30分
◇ところき 豊川商工会議所
２階 Ａホール
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◇講
師 無料
田中せいこ社会保険労務士事務所 所長 田中勢子氏
◇受講料
◇申込み 豊川商工会議所 川村、渡辺 TEL 86-4101まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 各種講習会のご案内
★東三河産業アカデミー
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/academy.htm
時代は今『健康経営』
◇と
き 蒲郡商工会議所
10月26日（月）14時～15時30分 １日間１時間30分
◇ところ
◇講
師 無料
東京大学政策ビジョン研究センター 特任助教 古井祐司氏
◇受講料
◇申込み 蒲郡商工会議所・寺田 TEL68-7171まで。
世界一シンプルでわかりやすい決算書と会社数字の読み方セミナー
◇と
き 蒲郡商工会議所
11月11日（水）13時30分～16時30分 １日間３時間
◇ところ
◇講
師 ㈱神田どんぶり勘定事務所
代表取締役 神田知宜氏
◇受講料
会員３０００円（非会員は６０００円）
◇申込み 蒲郡商工会議所・寺田 TEL68-7171まで。
地震シミュレーション訓練～発生直後1時間を疑似体験する～
◇と
き 豊川商工会議所Ａホール
11月20日（金）13時30分～16時30分
◇ところ
◇講 師 ひらきプランニング㈱
代表取締役
NPO東海リスクマネジメント研究会副理事長
平野 喜久 氏
◇対
象
経営者及び総務担当者等
◇受講料 非会員
会員 1社2名まで1,000円
3名以上の場合1名につき500円
1社2名まで2,000円
◇申込み・問合せ 豊川商工会議所・川村3名以上の場合1名につき1,000円
TEL86-4101まで
★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
生産管理入門講座
◇と
き ワンダーキープマネジメントオフィス
10月21日（水）9時30分～16時30分 1日間6時間
◇講
師
代表 犬飼幸雄氏
◇受講料 1人6,000円（非会員は7,200円）
１１月の講座
ＴＷＩ講座ＪＲ（人の扱い方）コース
◇と き 11月4日（水）～11月6日（金）
1日目
13時30分～15時30分
2･3日目
13時30分～17時30分 3日間10時間
◇定
員
10人（定員に達し次第締切）
◇講
代表 榊原洋史氏
◇受講料師 ＳＡＫＡＫＩＢＡＲＡ
1人9,000円（非会員は10,800円）
ＩＳＯ改定セミナー
◇と
き 11月17日（火）14時～17時
1日間3時間
◇講
師
(特非)ＳＤＣ検証審査協会
◇受講料 1人3,000円（非会員は3,600円）副理事長 鈴木宣二氏
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☆上記講座申込み・問い合わせ 豊川商工会議所［浅井達・丸山 TEL 86-4101］まで
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
●非正規雇用労働者のキャリアアップに向けた好事例など紹介／厚労省
厚生労働省では、優秀な人材の確保・定着、モチベーションの向上を図
るため、パート・契約社員・派遣社員などの正社員化、処遇の改善、人材
育成など、非正規雇用労働者のキャリアアップに向けた取組みを積極的に
行っている企業事例を紹介するサイト「多様な人材活用で輝く企業応援サ
イト」を開設している。サイトでは、好事例のほか、国の支援策などにつ
いても紹介。
http://www.tayou-jinkatsu.jp/
●消費者態度指数４０．６、前月差１．１ポイント低下／９月消費動向調査
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/2015/201509youten.html
●２年連続でベア実施／日銀
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/doukou/20151014.html
（日銀Webサイト）
http://www.boj.or.jp/announcements/release_2015/rel151013a.htm/
●１０月１日時点の大学生等就職内定率は８６．４％／リクルートキャリア調査
https://www.recruitcareer.co.jp/news/old/2015/151013_01/
●２０１５年１－９月の「人手不足」関連倒産、２３５件／東商リサーチ集計
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20151008_03.html
●９月の街角景況感、前月比１．８ポイント低下／景気ウォッチャー調査
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2015/1008watcher/menu.html
●一致指数、前月比０．６ポイント下降／８月景気動向指数（速報）
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●２０１３年度の一人当たり国民医療費、３１万４，７００円／厚労省まとめ
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/13/index.html
●大学生等の９月の内々定率は７９．９％／民間調査
http://www.mynavi.jp/news/2015/10/post_9899.html
●１－９月の老人福祉・介護事業の倒産、５７件／東商リサーチ
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20151008_05.html
●「イクメン企業アワード２０１５」等受賞企業を公表／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000098912.html
●働く女性に関する対策の概況等を取りまとめ／２０１４年版「働く女性の実情」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/14a.pdf
●現金給与総額、前年同月比０．５％増／８月毎勤統計（速報）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2708p/dl/pdf2708p.pdf
（報道発表資料）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2708p/dl/houdou2708p.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2708p/2708p.html
●７月の被保護世帯は約１６３万世帯、前年同月比で増加／被保護者調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2015/07.html
●現在の景況感ＤＩ、前回から０．２ポイント改善／日銀生活意識調査（９月）
https://www.boj.or.jp/research/o_survey/ishiki1510.pdf
●業況判断ＤＩのマイナス幅、２期ぶりに縮小／中小企業景況調査
http://www.meti.go.jp/press/2015/09/20150930003/20150930003.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・日本最大級の異業種交流展示会「メッセナゴヤ2015」を開催します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000087492.html
・「あいち観光まちづくりゼミ」のゼミ生参加モニターツアー（まち歩きコース）の実施につ
いて→ http://www.pref.aichi.jp/0000086981.html
・「平成28年版愛知県手帳」、「あいち県勢要覧 2016」の販売について
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→ http://www.pref.aichi.jp/0000087425.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・平成27年秋に豊川で「まちゼミ」を初開催！
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/toshikaihatsu/chishinshigaichitaisaku/s
uwachiku/H27matizemi.html
・「おもてなしのまち豊川市」のイメージを表現する「ブランドエンブレム」を募集します
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/boshu/burando.html
・豊川市公衆無線LAN整備業務に関する受託者を公募します
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/boshu/wifiseibi.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・納税通知書等送付用封筒に広告を掲載する広告代理店を募集します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/zeimu/futokokoku.html
・生涯学習講座「ごま油魅力発見」
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/bunsposhusaikouza/syogai14.html
・税金教室のお知らせ「マイホーム造りと税金教室」
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/zeimu/zeikinkyousitu.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11月2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
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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