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《今号の注目記事》
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■◇ 景況動向調査
業況は悪化傾向 平成27年度第2四半期結果
http://toyokawa-cci.org/news/2702.htm
豊川商工会議所は、平成27年度第２半期（27年7月～9月）までの景況動向調
査を実施。ＤＩ値による集計の結果、業況は悪化傾向となった。
この地域における景気動向を把握するため、会員企業421社を対象に調査を
行い、134社から回答を得た（回答率31.8％）。
「自社の業況（総合判断による）」の回答によれば、前年同期比（平成26年7月
～9月と比較）より「好転した」と回答したのは8.3％、「悪化した」と回答し
たのは21.9％
でＤＩ値は▲13.6、前回調査（27年度第１四半期、27年4月～6月）
の同数値の▲9.3から4.3ポイント悪化した。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 〈シニア・女性の部〉夏目雅康さん〈一般男性の部〉山本勝義さん
第25回会員ゴルフ大会
優勝
http://toyokawa-cci.org/kouryuu/h27golf.htm
豊川商工会議所は、10月5日（月）に「第25回会員ゴルフ大会」を東海カントリー
クラブで開催。一般男性の部に56人、シニア・女性の部に23人が参加。団体戦は、
21組がエントリー。ダブルペリア方式で自慢の腕を競った。
★主な入賞者は次の通り
【一般男性の部】
▽優
勝 戸田守昭（三河ビルド）
山本勝義（夏目ホルモン店）
▽準優勝
▽３ 位 今泉昌則（㈱ナツメ）
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【シニア・女性の部】
▽優
勝 根木明彦（㈱加藤製作所）
夏目雅康（㈱ナツメ）
▽準優勝
▽３ 位 田中まり子（片山建設）
【団体戦】
▽優
勝 ㈱ナツメ
▽準優勝
豊川鉄工会
▽３ 位 夏目ホルモン
★企業協賛は75社
「第25回会員ゴルフ大会」に、協賛商品提供企業は、21社。協賛金提供役員
議員企業は、54社。合計75社の企業協賛をいただいた。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第11回かわしんビジネス交流会
豊川商工会議所も出展
http://toyokawa-cci.org/news/h27kawasinkouryuukai.htm
豊川商工会議所は、10月23日、24日に豊川信用金庫が主催し豊川市総合体育
館で行われた「第11回かわしんビジネス交流会」に出展した。
同交流会には171社が出展、ビジネスチャンスを求める企業のみならず、市
町村、大学なども参加。各ブースでは事業の宣伝や商談が展開され、プレゼン
テーションも盛んに行われた。
豊川商工会議所ブースでは、11月に開催する会員大会などの事業をPRし、
「豊川手筒まつり」のDVDを放映した他、豊川商工会議所と音羽・一宮・小坂
井・御津町商工会が取り組んでいる「自慢の一品スタンプラリー」の展示を行
った。また「ジョブ・カード制度」のブースも出展し、制度を広くPRした。
２階のミーティングルームでは、豊川少年少女発明クラブが、ものづくりの
楽しさを子供たちに体験してもらうため、体験コーナーを設け、訪れた子供た
ちは熱心に製作を行っていた。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 次年度会長に伊藤隆弘氏「熱く楽しい事業を」商工会議所・青年部
http://toyokawa-cci.org/news/seinenbujinendokaityou.htm
豊川商工会議所青年部（井指和昭会長）は10月13日（火）本所にて第79回定
時総会を開き次年度役員を決めた。
次年度会長には、伊藤隆弘氏（伊藤板金）が選任され、「次年度は、諸先輩
方の教えを引継ぎ、個々の色や思いをおもいっきりぶつけ、熱く楽しく事業を
実施していきたい」と抱負を述べた。
★次年度役員は次の通り。
【会長】伊藤隆弘（伊藤板金）
【専務理事】余湖一晃（㈱リリーフ）
【副会長】太田光紀（豊川印刷㈱）、松下和司（松下印刷）、
藤村幸成（（㈲たなか葬祭センター）、髙木謙太朗（ ㈱タカギ）、
井指章弘（㈱雅）
【理事】林宏時（豊和電機㈱）、勝見浩一（K’sファクトリー㈲）、
山村精(山村美装)、徳升岳仁（㈱ジーワン広告）、鬮目幹泰（豊川市役所）
【直前会長】井指和昭（井指設備工業㈱）
【監事】井伊谷竜一（ペンキヤなかじま）、加藤弘（㈱割烹百珍）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 純米吟醸酒
豊川いなり心願「叶」（かなう）
23日から市内19店舗で販売
http://www.toyokawa-cci.org/news/h27kanau.htm
純米吟醸酒「豊川いなり心願『叶』」を、今回は生酒・約4,000本を、豊川
稲荷の秋季大祭の11月23日（月・祝）から販売します。
価格は1本（4合瓶、720ml）1,620円（消費税込、箱入り）。豊川稲荷秋季
大祭の会場で販売する他、市内19店舗で販売します（完売次第、販売終了）。
「叶」は、ＪＡひまわりが販売する安心・安全な特別栽培米「稲荷の里」を
使用し、醸造は「空（くう）」等で全国的に知名度が高い地元・東三河の関
谷醸造㈱に委託しています。
また、豊川稲荷の許可を得て、豊川稲荷の定紋である「宝珠」がラベルに
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記載されています。
販売店舗については、HPをご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
次世代ロボットとは？～愛知県ロボット産業振興の取組～
◇と
き 豊川商工会議所
12月7日（月）18時～19時30分 1日間１時間30分 交流会 19時35分～20時30分
◇ところ
◇講 師 愛知県産業労働部産業振興課次世代産業室職員
キャリオ技研㈱ 代表取締役社長 富田茂氏
◇受講料
会員2,000円（非会員は4,000円）交流会参加者は別途1,600円必要
◇申込み 豊川商工会議所・浅井洋 TEL86-4101まで。
★豊川商工会議所
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
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
ポカミス撲滅への体質改善と対策の進め方講座
◇と
き 企業組合浜名湖えるだークラブ
12月3日（木）9時30分～16時30分小枝英生氏
1日間6時間
◇講
師
◇受講料 1人11,000円（非会員は13,200円）
部下が育つ褒め方と叱り方講座
◇と
き ＳＡＫＡＫＩＢＡＲＡ
12月9日（水） 9時30 分～16時30分
1日間6時間
◇講
師
代表
榊原洋史氏
◇受講料 1人8,000円（非会員は9,600円）
☆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/）
●「ニッポン一億総活躍プラン」等を議論／第２回一億総活躍国民会議
政府は12日、第２回一億総活躍国民会議を開催し、「緊急に実施すべき
対策」及び「ニッポン一億総活躍プランの基本的考え方」について議論を
行った。安倍首相は議論を踏まえ、「今月末までに取りまとめる緊急対策
では、『希望出生率1.8の実現』、『介護離職ゼロ』の２つの目的達成に
直結する政策に重点化したい」などと述べた。
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201511/12kokuminkaigi.html
●育児・介護休業制度の見直し等について議論／労政審雇用均等分科会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000104049.html
●個人企業の業況判断、１．４ポイント悪化／個人企業経済調査・速報
http://www.stat.go.jp/data/kojinke/sokuhou/4hanki/index.htm
●１５年冬のボーナス、夏に引き続き減少／民間調査機関予測
-3-

（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）
http://www.murc.jp/publicity/press_release/press_151110
（第一生命経済研究所）
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/pdf/macro/2015/shin1511102.pdf
●派遣社員の実稼働者数、横ばい傾向／人材派遣協会調査
http://www.jassa.jp/employer/statistics.html
●学生アルバイトの６０．５％、「労働条件等でトラブル」／厚労省調査
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000103577.html
●２０１５年度「現代の名工」１５０名を表彰／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000103010.html
●２０１５年度「職業能力開発関係大臣表彰」／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000103165.html
●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
http://www.tayou-jinkatsu.jp/
●１０月の街角景況感、前月比０．７ポイント上昇／景気ウォッチャー調査
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2015/1110watcher/menu.html
●「就活」解禁、６月に前倒し
来年から、経団連が方針／２年連続変更
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi-k/20151111.html
▽経団連会長・記者会見発言要旨
http://www.keidanren.or.jp/speech/kaiken/2015/1109.html
●従業員１人当たりの教育研修費用は３万６，８７７円／産労総研調査
http://www.e-sanro.net/jinji/j_research/j_research05/pr_1510/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・マラソン大会では珍しいシリーズ戦を奥三河で展開中！
→ http://www.pref.aichi.jp/0000088518.html
・「知の拠点あいち」重点研究プロジェクトにおいて切削工具の刃先をレーザで鋭利化する技
術を開発しました
→ http://www.pref.aichi.jp/0000088079.html
・マイナンバー（社会保障・税番号）制度
→ http://www.pref.aichi.jp/0000081088.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・一般競争入札により穂ノ原第三工業団地内の土地を貸付します
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/koubo/kasitukenyuusatu.html
・地域包括ケア推進パンフレット「認知症の方とその家族・介護者支援ガイドブック」を作成
しました。
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/fukushikaigo/koreishafukushi/ningisyou
gaido.html
・議会だより第175号（11月1日発行）を掲載しました。
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/index.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・子育て世帯臨時特例給付金の受付をしています（１１月３０日まで）
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kosodate/kyufukinkosodate.html
・海フェスタ東三河「シンボルマーク・標語」募集します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/umi-festa-mark.html
・野菜・ミカンの収穫体験＆ミカンの木のオーナーを募集します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/norin/owner.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
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★ギャラリー情報
http://www.toyokawa-cci.org/saijigyary/gyarary.htm
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◆◆平成27年12月1日（火）
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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