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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下さい。
◇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
a@…………………………………………………………………………………………a
本年最後のメールNEWSになります。今年１年ご愛読ありがとうございました。
来年も、様々な情報を提供させていただきます。新年は、１月１５日号から再開
させていただきのでお楽しみ下さい。
★今号の注目記事★
… 事務所入り口に電子掲示板設置
●会議所からのお知らせ
…
内外からの観光客誘致を
加納観光局長が熱く語る
…
「商売繁盛」に向け、いなり寿司奉納
会頭、市長
…
とよかわ創業・起業支援ネットワーク
ワンストップ創業イベント開く
…
農商工連携推進Ｐ
地域資源として「バラ」の活用を決定
… 人材育成プロジェクト会議を開催 東三河広域経済連合会
…
合格おめでとう！
珠算・暗算検定
…
森永卓郎さん講演会
東三河法人会豊川支部 市民講演会
…
各種講習会のご案内
… 労働委員会【メールマガジン労働情報】抜粋
●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》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 事務所入り口に電子掲示板設置
http://www.toyokawa-cci.org/news/densikeijiban.htm
豊川商工会議所では、会議所で行う各種事業をPRするため、１階ロビー・事
務所入口の柱へ、液晶テレビを活用した電子掲示板を設置しました。
従来チラシ等はラックに置き周知していましたがが、気づきにくい状況とな
っていました。
そこでこの掲示板には、今後行われるセミナー情報や、地域で行っているイ
ベント、豊川市を紹介した冊子情報などが、一定の時間ごとに切り替えて表示
させることにより、会館利用者の方へ、より周知できることを目指しています。
会議所へ来られた際は一度ご覧ください。
★★会場利用案内表示もリニューアル
また、会館利用者に自分の行くべき会場を案内していた表示板も、文字を大
きくし、レイアウトを変更するなど、目的の会場をよりわかりやすく表示した
ものに変更。また、今知ってい頂きたい情報も画面下部にテロップとして流れ
ています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 内外からの観光客誘致を 加納観光局長が熱く語る
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http://www.toyokawa-cci.org/news/inbound5.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。
今回、愛知県振興部観光局長の加納國雄氏を招き、インバウンド最新動向セ
ミナーを11月13日（金）15時から、豊川商工会議所ホールにて開催し、約40名
が聴講。加納氏は、豊川について「いなり寿司な食文化を海外へどんどん伝え
るべき。豊川稲荷や霊狐塚などはウンチクなどを書いて外国人に教えることが
大切」とアドバイスされました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「商売繁盛」に向け、いなり寿司奉納
会頭、市長
http://www.toyokawa-cci.org/news/h27inarihounou.htm
豊川商工会議所青年部（井指和昭会長）は11月22日、秋季大祭の豊川稲荷で
「豊川名物いなり寿司奉納式２０１５」を開催しました。
豊川ＹＥＧでは、いなり寿司を豊川の地域ブランドとしてＰＲするため、毎
年いなり寿司を使ったイベントを開催してきました。
昨年から、青年部メン
バーや参拝客による、いなり寿司を「握る」ということをやめ、来賓による奉
納式を行いました。
本年も、豊川稲荷寺宝館前にて、山脇市長、日比会頭等来賓６名の方に「商
売繁盛」「家業繁栄」「諸願満足」等を祈念し、いなり寿司を握っていただき、
霊狐塚へ奉納しました。同奉納式には、来賓のほか、豊川ＹＥＧ、県下ＹＥＧ
メンバーも参加。
……………………………………………………………………………………………
■◇ とよかわ創業・起業支援ネットワーク
ワンストップ創業イベント開く
http://www.toyokawa-cci.org/news/onestopsougyouivent.htm
豊川商工会議所、豊川市、音羽・一宮・小坂井・御津町商工会、日本政策金
融公庫、地元金融機関とが連携し実施している「とよかわ創業・起業支援ネッ
トワーク」は、10月23日（金）に開催された「第11回かわしんビジネス交流会」
にて、「ワンストップ創業イベント」を開催。創業を志す方など24名が参加し
ました。
当日は、とよかわ創業・起業支援ネットワーク連絡会議会長の豊川市鈴木充
産業部長のあいさつ後、㈲さんぽ道・代表取締役の市川洋至氏、インプルーブ
㈲・代表取締役の森田正孝氏、とろ～にあ・代表の廣田佳宣氏３名の講師によ
る創業についての体験談・成功事例の講演、参加者によるグループディスカッ
ションと発表、メイン講師の中小企業診断士・佐原啓泰氏による講評の順で開
催。
グループディスカッションでは、コーディネーターと発表者として、豊川商
工会議所、小坂井・御津町商工会、日本政策金融公庫、豊川信用金庫が参加し
ました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 農商工連携推進Ｐ
地域資源として「バラ」の活用を決定
http://www.toyokawa-cci.org/news/nousyoukourenkei.htm
平成27年度、豊川商工会議所とひまわり農業協同組合は、豊川市の地域活性
化を目指して、地域資源を活用した農商工連携を推進するためプロジェクトチ
ームを設置し、意見交換や情報交換、研究会活動、商品開発などに取り組んで
います。
プロジェクトメンバーには、双方から２名ずつの若手職員が担当し、これま
でに５回の会議と１回の視察を行い、このたび、取り上げる地域資源を、生産
量日本一の「バラ」に決定した。
今後の予定は、まずバラを使ったプロジェクトを推進するための委員会を設
置し、その後、バラを使った様々な取り組みについて協議を行い、平成28年度
から本格的に実施する予定。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 人材育成プロジェクト会議を開催
東三河広域経済連合会
http://www.toyokawa-cci.org/news/jinzaiikuseiproject2.htm
東三河地区の商工会議所と商工会で組織する東三河広域経済連合会の主要プ
ロジェクトの１つである「産業と地域を支える人材育成プロジェクト」を豊川
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商工会議所が担当し、平成27年度第２回委員会（委員長：小野喜明副会頭）を
11月9日（月）に開催しました。
委員会では、東三河全域で取り組む東三河産業アカデミーの人材育成セミナ
ーの開催報告や技術経営に関するＭＯＴ講座基調講演の報告、東三河地域で行
われている人材育成プログラム調査の結果報告や調査結果に基づき作成した業
種別と職種別のモデルカリキュラムを紹介しました。また、企業教育担当者を
対象とする人材育成セミナーの開催について説明し、各機関が行っている人材
育成事業と今後の活動などについて意見を交わしました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 合格おめでとう！
珠算・暗算検定
http://www.toyokawa-cci.org/news/syuzananzangoukaku.htm
豊川商工会議所主催の珠算検定・暗算検定、段位認定試験を10月25日（日）、
豊川商工会議所で開催し、次の方が昇段・合格しました。（希望者のみ掲載）
【第115回段位認定試験】
▼珠算・準初段＝淺沼真衣
▼暗算・初段＝坂田茉維子
【第205回珠算全国検定】
▼二級＝安藤百花、寺西柊真、小野佑真、内藤綾一
▼準二級＝小川奈菜
▼三級＝小川凛、山口桃香、宇梶愛都
【第230回暗算検定】
▼二級＝柿木結衣、寺西美海
▼三級＝坂井幸音、山本彩乃、佐野成美、数井加織、山本拓実、宇井大晴、
永田遥久
▼四級＝髙木敦司
▼五級＝大庭宇滝
▼六級＝谷口和希、松本晃、松本優奈
なお、次回検定は2月14日。申込は1月8日まで。
★そろばん塾の無料体験をお受けしています
日本珠算連盟豊川支部では、これからそろばんを始めたい人のために、塾の
無料体験を受け付けています。珠算塾への入塾をご検討の方、まずは支部事務
局（豊川商工会議所）までご連絡ください。近隣珠算塾をご紹介します。
▼問合せ＝豊川商工会議所 珠算係 TEL86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 森永卓郎さん講演会
東三河法人会豊川支部 市民講演会
http://www.toyokawa-cci.org/news/houjinkaikouenkai.htm
東三河法人会豊川支部（木下良夫支部長）は、毎年恒例の市民講演会を開催
します。
講師に人気テレビ「がっちりマンデー」のコメンテーター森永卓郎さんを招
き「儲かりの秘訣」と題して開催します。
入場には整理券が必要。
（豊川商工会議所のみで配布。但し、未就学児入場不可）
▽とき
平成28年2月7日（日）13時開演
▽ところ
豊川市文化会館経済アナリスト 森永卓郎さん
▽講師
獨協大学教授
▽整理券配布 平成28年1月8日（金）午前8時30分～
豊川商工会議所のみ担当1人2枚まで（無料）
▽問合せ
東三河法人会豊川支部
近藤 TEL 86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 各種講習会のご案内
★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～
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▽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
職長等教育研修会（製造業対象）
◇と
き 平成28年2月3・10日（毎水）9時30分～16時30分
2日間12時間
◇講
師
西郷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16,000円（非会員は19,200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/）
●１人平均賃金の改定額５，２８２円、前年を上回る／厚労省調査
厚生労働省は３日、2015年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果
を公表した。2015年中に１人平均賃金の引き上げを実施・予定する企業は、
前年比1.8ポイント上昇の85.4％。改定額は5,282円（前年5,254円）、
改定率は1.9％（同1.8％）で、いずれも前年を上回った。調査は８月に実施、
常用労働者100人以上を雇用する企業1,661社について集計。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/15/index.html
（報道発表資料）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/15/dl/09.pdf
（概況）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/15/dl/10.pdf
●現金給与総額、前年同月比０.７％増／１０月毎勤統計（速報）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2710p/dl/pdf2710p.pdf
（報道発表資料）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2710p/dl/houdou2710p.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2710p/2710p.html
●介護サービス受給者４００万９００人／介護給付費等実態調査（８月）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2015/dl/201508_gaiyou.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2015/08.html
●平均賃上げで１万５００円を要求基準とする方針原案／ＪＡＭの２０１６春闘討論集会
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20151204a.html
●定昇相当２％プラス５,６００円／私鉄総連の賃上げ要求の職場討議案
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20151204b.html
●全トヨタ労連、３,０００円以上で調整／１６年春闘、統一ベア要求へ
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi-k/20151204.html
●年末一時金、２．５５カ月／連合・第２回回答集計
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2015/yokyu_kaito/index.html
●民間企業の雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新／厚労省集計
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000105446.html
●景況判断、３地域で引き下げ／１１月地域経済動向
http://www5.cao.go.jp/keizai3/chiiki/2015/1130chiiki/menu.html
●「ジョブ・カード制度総合サイト」の本格運用開始／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000105777.html
●生産指数、前月比１．４％上昇／１０月鉱工業指数速報
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●民営事業所数、約５７８万事業所／２０１４年経済センサス基礎調査
http://www.stat.go.jp/data/e-census/2014/kekka.htm
（報道資料）
http://www.stat.go.jp/data/e-census/2014/pdf/kaku_yoyaku.pdf
●農業就業人口の平均年齢６６．３歳／２０１５年農林業センサス
http://www.maff.go.jp/j/press/tokei/census/151127.html
●全産業の人件費、前年同期比２．０％増／法人企業統計調査
http://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/results/h27.7-9.pdf
●業況ＤＩ、前月比ほぼ横ばい／１１月ＬＯＢＯ調査
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http://www.jcci.or.jp/news/2015/1130140000.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・猫の家族さがし（譲渡会）
→ http://www.pref.aichi.jp/0000089362.html～最近の労務トラブルの傾向と解決策～
・平成27年度労働講座の受講者を募集します！
→ http://www.pref.aichi.jp/0000089304.html
・近未来技術実証プロジェクト報告会の参加者の募集を開始します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000089290.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・市長の思う｢平成27年豊川市の10大ニュース｣
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/shichoshitsu/shichoaisatsu/sichouaisatu
27/27sityou10dainews.html
・第3回とよかわ「おもてなしレシピ」グランプリ！を開催します。
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/nogyo/nogyoshinko/3omotenasi-rec
ipe-gp.html
・きらっと☆とよかわっ！フォトコンクール入賞者決定
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kiratto/photocon/kirattotoyokawa.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・市長の選ぶ１０大ニュース
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/shicho/10dai-news.html
・災害時の感染症予防対策をしておきましょう。
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/hoken/saigai.html
・保留地公売について（先着順の申込みによる売却）
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kukaku/horyuchi02.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28年1月15日（金）
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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