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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
新年あけましておめでとうございます。
平成28年も豊川商工会議所をご活用いただきますよう、お願い申し上げます。
それでは、新年最初のメールマガジンをお届けいたします。
★今号の注目記事★
… 新年のごあいさつ 日比嘉男 豊川商工会議所会頭
●会議所からのお知らせ
…
平成28年度事業計画大綱を承認
第24期議員改選の実施など
…
「豊川インバウンド促進事業」外国人の宿泊実態を調査
…
中国大陸用（簡体字）香港・台湾用（繁体字）観光パンフレットを発行
…
… 生活習慣病・がん検診受診のご案内
「ものづくり博２０１６ in 東三河」出展企業募集
…
メセナ広告掲載会員企業を募集
企業・製品をＰＲしませんか！
…
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》
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■◇ 新年のごあいさつ
日比嘉男 豊川商工会議所会頭
http://www.toyokawa-cci.org/news/sinnenaisatu.htm
平成２８年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
豊川商工会議所は、地域総合経済団体として、商工業の振興と地域に果たす
べき役割と使命を認識し、「開かれた商工会議所」のさらなる前進を行動方針
として、行政や関係機関・関係団体との連携と協働を密に、地域経済の活性化
と活力溢れるまちづくりのため、「強い経済」と「成長力」の実現を目指し、
当地域の強みを活かした地方創生時代に求められる「まちづくり」「ひとづくり
」「しごとづくり」に取り組んでいます。………
（続きはホームページをご覧ください）
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《会議所からのお知らせ》
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■◇ 平成28年度事業計画大綱を承認
第24期議員改選の実施など
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28jigyoukeikakutaikou.htm
豊川商工会議所は、12月9日に開いた第547回常議員会において、平成28年度
に商工会議所が取り組む15項目の事業計画大綱を決定しました。主な概要は次
の通り。
１．開かれた商工会議所づくりのさらなる前進
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２．東日本大震災被災地の復興支援
３．関係機関・関係団体と連携し、現場に立脚した政策提言要望活動の実施
４．商工会議所変革のための組織・運営基盤の強化
５．会員サービス事業の充実・強化
６．地域中小企業・小規模事業者の伴走型経営支援の強化
７．活力あふれるまちづくりの推進と取り組み支援
８．ビジネスマッチングと産学官交流連携の促進
９．人材育成・能力開発支援事業の充実強化
10．雇用安定に資する諸事業の推進
11．危機管理体制の整備促進と環境の調和・持続可能社会の構築・促進
12．調査・広報・情報化活動の充実・実施
13．経営安定のための各種制度の普及・加入促進
14．各種検定試験の実施と受験者の開拓
15．広域連携による地域活性化の推進並びにインフラ整備
（詳細は、ホームページをご覧ください)
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「豊川インバウンド促進事業」外国人の宿泊実態を調査
http://www.toyokawa-cci.org/news/syukuhakusisetujittaityousa.htm
豊川商工会議所では、音羽、一宮、小坂井、御津町商工会と共催で、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ための、様々な
インバウンド対策を行う広域連携・合併支援事業「豊川インバウンド促進事業」
を実施しています。
★宿泊施設の実態を調査
外国人の宿泊に関しての実態を調査するため、豊川市内のビジネスホテルな
ど11の宿泊施設に対し、外国人観光客の受入れについてアンケートを行い、12
月２日開催の豊川インバウンド事業第２回事業委員会にて、結果について意見
交換しました。
調査を実施した宿泊施設の内、５つの施設において外国人宿泊の実績があり、
過去２年間の宿泊者数の推移や、受け入れに関する課題などが把握できました。
今後このアンケート調査を分析し、「豊川インバウンド戦略」を策定します。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 中国大陸用（簡体字）香港・台湾用（繁体字）観光パンフレットを発行
http://www.toyokawa-cci.org/news/kankoupanf.htm
豊川市観光協会は、豊川商工会議所、デジタルバンクジャパンの王琳娜氏の
協力により、このたび中国語（簡体字・繁体字）の２種類の観光パンフレット
を制作・発行しました。
発行部数は各１万部。豊川市観光協会、観光案内所、豊川商工会議所、豊川
市商工観光課などで配布します。
その他言語版としては、英語版は発行済み、韓国語版は今後発行予定です。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 生活習慣病・がん検診受診のご案内（会員事業所限定）
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28seikatusyuukanbyou.htm
豊川商工会議所では、生活習慣病、及びがんの早期発見を目的とした、「生
活習慣病・がん検診」を3月2日（水）・3日（木）の2日間、本所にて実施しま
す。ご希望の方は、会員事業所宛に送付されている所定申込書にて2月5日まで
にお申込を！
■生活習慣病健診（男女）
①身体測定
②血液検査（ＧＯＴ・ＧＰＴ・ｒ-ＧＴＰ・中性脂肪・ＨＤＬ・ＬＤＬコレ
ステロール・尿素窒素・尿酸・血糖・ヘモグロビンＡ１Ｃ・赤血球・血色
素・ＬＤＨ・総たん白・ＡＬＰ・ＺＴＴ・ＴＴＴ・白血球・血小板・ヘマ
トクリット値）
③血圧
④心電図 ⑤眼底検査 ⑥胃部Ｘ線間接撮影 ⑦尿検査 ⑧医師診察
▼検診料＝1人10,500円
▼その他＝前日21時以降、飲食物を摂らない空腹の状態で受診頂きます。
■前立腺検診（ＰＳＡ・男性のみ）＝1人1,600円
■がん検診（受診料の一部を補助）
▼大腸がん検査（便ヒトヘモグロビン法・3日分の便採取）
※当日は説明のみ＝1人3,200円
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▼肺がん検査（胸部レントゲン撮影＆3日分のかく痰細胞診）
※当日は説明のみ＝1人6,400円
▼腹部超音波検査（胆のう・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓のエコー検査）
※空腹状態で受診＝1人5,300円
▼肝炎検査（ＨＢｓ
抗原・ＨＢｓ 抗体・ＨＣＶ抗体検査）
※1人4,300円
■受診料補助（しらゆり健診センター・商議所からの補助）
がん検診について、受診料の2分の1を補助。また、上記がん4検査を全て受診
された方は、10,700円を補助します。（実質8,500円で受診）。
■お申込・お問合せ
担当 不二門・白須 TEL86-4101まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「ものづくり博２０１６
in 東三河」出展企業募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/monodukurihaku2016.htm
東三河広域経済連合会（会長 吉川一弘・豊橋商工会議所会頭）は、平成28
年6月17日（金）18日（土）の2日間、豊橋市総合体育館にて、「ものづくり博
2016in東三河」を開催します。現在下記のとおり出展企業を募集しています。
★申込みはホームページから
ものづくり博は今回で17回目。東三河地域のものづくり産業の強さや魅力を
発信する場として開催するもので、平成26年に開催した「ものづくり博2014in
東三河」では、86の企業・団体が出展、製品や事業のPRを行いました。
今回のものづくり博では、記念講演会や併催行事として、愛知の産業教育の
祭典「あいちさんフェスタin東三河」や「穂の国いいものうまいものフェア」
なども開催予定。
お申込みは、http://www.monohaku.info/ から申込書ダウンロードし、必要
事項を記入後、ものづくり博2016事務局（豊橋商工会議所内
TEL0532-53-7211）
までご提出ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ メセナ広告掲載会員企業を募集
企業・製品をＰＲしませんか！
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28mesenakoukoku.htm
豊川商工会議所では、本紙「メセナ」への広告掲載企業を次の通り募集（会
員企業限定）します。
広告は、カラー広告・白黒広告を選択できます。事業所や商品ＰＲにご活用
ください。
【メセナの概要】
▽発行日
毎月1回、1日発行
▽発行部数
36,000部
▽配布方法
毎月1日に豊川市内の中日・朝日・毎日・読売新聞に折込配布
※豊川商工会議所のホームページにメセナをPDFで掲載
【広告募集概要】
▽広告スペースと料金はこちら
▽申込方法
▽申込締切 所定の申込書に料金と広告原稿を添えて豊川商工会議所へ
1年契約及び4月号からの掲載については2月19日（金）、
5月号以降の掲載については掲載月の前月5日まで
※問合せ
豊川商工会議所（担当・村上、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
決算（所得税・消費税）申告指導会
▽と き 3月1日(火)･7日(月)･9日(水)
2月16日(火)･17日(水)･22日(月)･23日(火)･29日(月)
いずれも10時～12時、13時～17時
▽受講料
豊川商工会議所または青色申告会
会員2,000円、非会員20,000円
▽指導時間
お1人60分まで
▽問合せ
豊川商工会議所経営支援Ｇ（担当 川村 TEL86-4101）
▽申込書 http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kessansinkokusidoukai.pdf
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正しい決算書・申告書の書き方教室
▽と
き 豊川商工会議所
2月2日（火）14時～第１会議室
▽ところ
▽講
師 無料
豊橋税務署 記帳指導推進官
▽受講料
▽問合せ 豊川商工会議所経営支援Ｇ（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 西郷労働安全コンサルタント事務所
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
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/）
●２０１５年１２月の街角景況感、前月比２．６ポイント上昇／景気ウォッチャー調査
内閣府は12日、タクシー運転手やコンビニ店長らに街角の景況感をたず
ねた2015年12月の「景気ウォッチャー調査」の結果を公表した。現状判断
DIは、前月比2.6ポイント上昇の48.7。
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2016/0112watcher/bassui.html
●一致指数、前月比１．７ポイント低下／２０１５年１１月景気動向指数（速報）
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●消費者態度指数４２．７、前月差０．１ポイント上昇／２０１５年１２月消費動向調査
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/2015/201512shouhi.html
●トヨタ労組、ベア３，０００円要求へ／１５年の半分
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi-k/20160113.html
●景況感Ｄ.I.悪化／日銀の生活意識調査
http://www.boj.or.jp/research/o_survey/ishiki1601.pdf
●１２月の転職求人倍率１．２１倍／民間調査
http://www.inte.co.jp/library/recruit/20160112.html
●経済再生へ積極経営を
賃上げ、設備投資促す／３団体トップ
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi-k/20160108.html
▽経団連会長・発言要旨
http://www.keidanren.or.jp/speech/kaiken/2016/0105.html
▽経済同友会幹事・発言要旨
http://www.doyukai.or.jp/chairmansmsg/pressconf/2015/160106a.html
●「残業少なく、自分の時間を持てる職場を好む」８１．１％
／新入社員意識調査
http://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001460.html
●２０１５年人口動態統計の年間推計を公表／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei15/index.html
●生産指数、前月比１．０％低下／１１月鉱工業指数速報
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●１１月の求人広告掲載件数、前年同月比２７．６％増／全求協
http://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research.php
●一致指数、前月差１．５ポイント上昇／１０月景気動向指数改訂状況
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/Revision.pdf
●神津会長、来賓の日銀総裁ともに、賃上げの必要性を強調／連合の新年交歓会
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20160106.html
●ブラック企業等に関する電話相談件数、９７９件
／連合・労働相談ホットライン
http://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/soudan_report/index.html
●営業職員、初任給２万円上げ
１６年度入社から／第一生命
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kigyo/20160106.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・平成26年経済センサス‐基礎調査（確報）【事業所及び企業等集計】について
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/keizaicensus2014.html
・平成27年度「地方分権・道州制セミナー」の参加者を募集します
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kikaku/seminar.html
・知事が選ぶ「平成27年愛知県政10大ニュース」
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/seisaku/10news.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・6次産業化取組事例の視察研修会
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/nogyo/nogyoshinko/nomuka20151214
18.html
・豊川市福祉課嘱託員（生活困窮者自立相談支援員）募集
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/boshu/fukushika.html
・社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiunei/johokasuishi/mynumber.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・職員数、職員給与などの状況
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/jinji/kohyo.html
・平成28年1月1日から介護保険の各種申請・届出書提出時の持ち物が変わります。
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/choju/kaigo-bangou.html
・蒲郡市幸田町衛生組合斎場管理業務委託に係るプロポーザル方式による事業者の選考につい
て → http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankyo/eisei-shinsaijoitaku.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2月1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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