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《今号の注目記事》
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■◇ プレミアム商品券事業
一般店の利用が3分の2
http://www.toyokawa-cci.org/news/premium7.htm
豊川商工会議所と音羽・一宮・小坂井・御津町商工会が６月28日に販売した
「地域消費喚起型・生活支援型プレミアム商品券」の利用が９月30日に終了し
た。全体の99.73%が換金され、一般店の利用が67.58%であった。
また、商品券の利用実態に関するアンケート調査に448名が回答いただき、
抽選で100名の方に商品券が贈られました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
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■◇ 会員の声を活かした事業活動を推進
第26回会員大会開催
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/h27kaiintaikai_.htm
11月14日（土）豊川市文化会館において、第26回会員大会を開きました。会
員、関係者など約1000人が参加し、第１部式典で日比会頭は「地域経済の活性
化と活力溢れるまちづくりのため、会員第一主義、現場第一主義のもと、より
会員のためになる、会員の声を活かした事業活動の推進に力を注ぐ」と式辞を
述べました。
★優良従業員111名を表彰
引き続き優良従業員表彰が行われ、事業の発展に貢献のあった従業員を、愛
知県知事表彰、市長表彰をはじめ、111名の方々の表彰を行いました。
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★「我がまちの達人」に2名を顕彰
http://www.toyokawa-cci.org/news/h27wagamatinotatujin_.htm
また、地元の卓越した技術・技能者などを称える「我がまちの達人」の顕彰
が行われた。本年は、鉄道車両製造にその技術力を発揮された吉村信夫さんと
美容業で、自らもお客様の対応をする傍ら50名以上の従業員を育て、7名の開業
に貢献した夏目美智子さんの２名の顕彰を行いました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 女性のための生活習慣病・ガン検診
受診のご案内
http://www.toyokawa-cci.org/news/h27jyoseinotamenoseikatusyuukanbyou.htm
豊川商工会議所では、会員事業所で働く女性の方を対象に、生活習慣病とガ
ン検診（乳がん検査、子宮ガン検査あり）を実施します。
すでに会員事業所へ郵送されている所定の申込書にてお申し込みください。
詳しい検査内容、料金などは、ホームページをご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 稲荷周辺の活性化を研究
豊川市シティセールス事業
http://www.toyokawa-cci.org/news/citysales3.htm
豊川商工会議所では、昨年に引き続き豊川市補助事業である「豊川市シティ
セールス推進事業」に取り組んでいます。これは、B-1後のまちづくり推進策
を研究する事業で、本年度は「豊川稲荷周辺の活性化」に向けた研究を行って
います。
活性化策検討の中で、稲荷周辺で商売を営んでいる方の経営上の課題や、自
店の後継者についての考えなど、会議所会員の50店舗にヒアリング訪問を行い
ました。
今後、この結果を集計、分析し、本年度中に稲荷周辺の活性化策をまとめ、
豊川市へ提案する予定です。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「マチニワとよかわ」オープン
豊川市民病院跡地へ
http://www.toyokawa-cci.org/news/matiniwa.htm
㈱ハクヨプロデュースシステム（豊川市千歳通、笠原盛泰社長）が開発プロ
デュースを手掛けた複合商業施設「マチニワとよかわ」が11月11日、豊川市光
明町の豊川市民病院跡地にオープンしました。
約25,000平米の敷地に、商業・スポーツ関係のＡ棟、健康美容・飲食関係の
Ｂ棟、医療福祉関係のＣ棟の三棟を設置し、四世代が集えるニワ（庭）をイメ
ージしたコミュニティガーデンとして開発してきました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 来年は「豊川の遊びどころ」商工会議所オリジナルカレンダー
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28calender.htm
毎年好評を得ている、豊川商工会議所2016年観光カレンダーが出来上がりま
した。来年は「豊川の遊びどころ」をテーマに作成しました。各ページに豊川
市内の遊べるスポットを紹介しています。１部800円で会議所窓口で販売中。
是非お買い求めください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 新春経済講演会
真壁昭夫氏が来所
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28sinsyunkeizaikouenkai.htm
豊川商工会議所と豊川経済同友会は、平成28年1月29日(金)、新春経済講演会
を行います。
講師に、日経CNB「NEWSZONE」コメンテーターの真壁昭夫氏を招き、「世界経
済の動きと日本経済の見通し」をテーマに開催します。聴講無料です。
是非お越しください。
▽と
き １月29日（金）13時30分～
▽ところ
豊川商工会議所２階ホール
▽講
師
信州大学経済学部教授・経営学者
真壁昭夫氏
▽申込み
豊川商工会議所（TEL86-4101／担当
川村）
用紙はこちら
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28sinsyunkeizaikouenkai.pdf
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
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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 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
豊川商工会議所
◇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
年末調整説明会
▽と
き 12月18日（金）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
豊川商工会議所中小企業相談所（担当 浅井洋 TEL86-4101）
★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
……………………………………………………………………………………………
■◇ 健康まめ知識
インフルエンザとワクチン
http://www.toyokawa-cci.org/kenkou/kenkou.htm
毎年この時期になると、メディアではインフルエンザについての話題が多く
なります。ワクチンは10月初旬から開始となり、通常年内には接種を完了する
のがよいとされています。多くの方が接種されていますが、残念ながらインフ
ルエンザが流行しない年はありません。もちろん波があり大流行する場合もあ
れば、小流行の年もあります。またワクチンを接種していても、罹患する方も
多く見受けられます。……（続きはホームページへ）
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
●「一億総活躍社会の実現に向けた緊急対策（案）」を議論
／第３回一億総活躍国民会議
政府は26日、第３回一億総活躍国民会議を開催し、「一億総活躍社会の
実現に向けて緊急に実施すべき対策（案）」について議論を行った。安倍
首相は議論を踏まえ、「『一億総活躍社会』とは、『成長と分配の好循環』
を生み出していく新たな経済社会システムの提案」「政府としては、この
緊急対策を、内閣の総力を挙げて、直ちに実行に移していく」などと述べた。
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201511/26kokuminkaigi.html
（一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/kinkyu_taisaku/hontai.pdf
●経済の基調判断、「緩やかな回復基調が続いている」／１１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/97_abe/actions/201511/25getsurei.html
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●１０月の完全失業率３．１％、前月比０．３ポイント低下／労働力調査
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
●１０月の有効求人倍率１．２４倍、前月と同水準／一般職業紹介状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000104754.html
●１０月の全国消費者物価指数、前年同月比０．１％下落／総務省
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.htm
（東京都区部15年11月分（中旬速報値））
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
●１０月の二人以上世帯の消費支出、
前年同月比実質２．４％減／家計調査報告
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.htm
●一致指数、前月差０．１ポイント上昇／９月の景気動向指数改訂状況
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●１０月の求人広告掲載件数、前年同月比１９．８％増／全求協
http://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research.php
●建設労働需給、９月、１０月とも０．７％の不足／国交省
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000542.html
●今年以上の賃上げ期待
経団連会長が表明／官民対話
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi-k/20151127.html
（首相官邸ウェブサイト）
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201511/26kanmin_taiwa.html
●賃上げ月額２万円以上、時間額１５０円以上／国民春闘共闘が統一要求素案を提起
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20151127.html
●１１月１日時点の大学生等就職内定率は８９．５％／民間調査
https://www.recruitcareer.co.jp/news/old/2015/151125_01/
●１５年度ベア実施企業、４０．０％に増加／産労総合研究所
http://www.e-sanro.net/jinji/j_research/j_research01/1511-2/
●転職理由第１位は「ほかにやりたい仕事がある」／民間調査
http://www.inte.co.jp/library/survey/20151124.html
●採用活動時期の変更、５割超の学生が「卒論等に影響あり」／就職問題懇談会等調査
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/11/1364691.htm
●２０１５年６月の総人口、前年同月比１８万３，０００人減／総務省人口推計
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.htm
●個人企業の業況判断、１．２ポイント悪化／個人企業経済調査・確報
http://www.stat.go.jp/data/kojinke/kakuhou/4hanki/index.htm
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《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/
・「自動車産業イノベーションセミナー」の参加者を募集します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000088893.html
・平成28・29年度入札参加資格審査申請のご案内
（建設工事及び設計・測量・建設コンサルタント等業務）
→ http://www.pref.aichi.jp/0000088892.html
・建築物の耐震診断の実施及びその結果の報告の義務化について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000080136.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・平成28年度豊川市コミュニティバス広告事業主を募集します
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kokyokotsu/kokyokotsuoshirase/28komubu
skoukoku.html
・平成27年度アンケート集計結果
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiunei/monitor/dezimoni1.html
・年末特別夜警について
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/anzenanshin/shobo/shobooshirase/nennma
tuyakei.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・通知カードの送付先に係る居所情報の登録について（マイナンバー制度）
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/shimin/notificationcard01.html
・設計委託業務等の入札参加資格審査申請登録（指名願）について
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/keiyaku/k-shimei.html
・海フェスタ東三河の「協賛イベント」を募集します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/umi-festa-2.html
……………………………………………………………………………………………
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★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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆平成27年12月15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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