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《今号の注目記事》
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■◇ 豊川商工会議所第新体制24期決まる
http://www.toyokawa-cci.org/news/sintaisei
豊川商工会議所は、10月28日に「第155回臨時議員総会」を開き、任期満了に
伴う第24期役員改選で、会頭に小野喜明氏（トヨテック社長）を選任しました。
副会頭には川合悦藏氏（新東工業特別顧問）、笠原盛泰氏（ハクヨプロデュース
シス
テム社長）を再任、新副会頭に半田富男氏（豊川信用金庫理事長）を選任、
松下紀人専務理事を再任、小野新体制がスタートしました。任期は、平成28年11
月1日から31年10月31日までの3年間です。
★★10
委員会を設置、諸課題を検討★★
小野会頭は、「中長期ビジョンのとおり、『開かれた商工会議所づくり』に取
り
組みたい。商工会議所のあり方について今後整理し、地域全体を元気にして行
きたい」
と意気込みを語りました。組織面では、会員サービス、産業基盤強化、
総務運営、労働の4委員会を継続、中小企業委員会を経営支援委員会に、観光スポ
ー
ツ振興委員会をまちづくり委員会に、ものづくり・ブランド創出委員会をもの
づくり
委員会に改称し、新たに税務委員会、ひとづくり委員会、創立70周年記念
事業
実行委員会を創設、24期は10委員会で様々な課題に関する研究・検討を行い
ます。………
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（委員会の正副委員長一覧など、その他詳細はホームページをご覧ください）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 持続化補助金
ものづくり補助金 e公募がスタート
相談は会議所へ！
http://www.toyokawa-cci.org/n
ws/jizokukamonoho
jyo.htm
「小規模事業者持続化補助金」の公募がスタートしました。
小規模事業者が経
営計画を作成し、
その計画に取組む費用の2/3（上限50万円）を補助します。公募
には、商工会議所が作成する事業支援計画
書が必要です。応募は１月27日までです。
また、「
革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」の公募もスタート
しました。経営
力向上に資する革新的サービス開発、試作品開発、生産プロセスの
改善を行う為の設備投資等の2/3（内容により補助上限額が変化）を補助します。
公募には商工会議所が作成する認定支援機関確認書が必要、応募は１月17日までです。
※問合せ 豊川商工会議所 (TEL86-4101)
……………………………………………………………………………………………
■◇ 年末調整説明会を開催します
http://www.toyokawa-cci.org/news/nenmatsutyouseisetumeikai.htm
者や他人従業員がいる事業所は、給与所得者の決算といえる年末調整
が家族専従
必要です。ぜひ受講ください。
▽と き 平成28年12月16日（金）14時～16時
▽ところ 豊川商工会議所
▽講 師 豊橋税務署 記帳指導推進官
▽受講料 無料
▽申込み 豊川商工会議所 (TEL86-4101、担当=浅井洋)
……………………………………………………………………………………………
■◇ 年末調整指導会・決算（所得税・消費税）申告指導会
http://www.toyokawa-cci.org/news/sidoukai.htm 申込はお早目に
個人事業の「年末調整」および「決算申告」に個別対応します。詳細の日時は
先着順に決定しますのでお早目に申込み下さい。
＜年末調整指導会＞
▽と き 平成29年1月12日（木）、17日（火）
いずれも10時～12時、13時～17時の時間帯でお1人様60分まで。
＜決算（所得税・消費税）申告指導会＞
▽と き 2月14日（火）・15日（水）・20日（月）・28日（火）・
3月8日（水）・13日（月）・14日（火）
いずれも10時～12時、13時～17時の時間帯でお1人様60分まで。
▽ところ 豊川商工会議所 相談室
▽講 師 東海税理士会 税理士
▽受講料 商工会議所又は青色申告会会員の方は各2,000円、非会員各20,000円
▽申込期限
＜年末調整＞12月15日（木）
＜決算（所得税・消費税）申告指導会＞1月16日（月）。
※以後は随時受付。但し、給与所得者の還付、住宅借入金等控除、年金や譲渡
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所得のために申告される方は、お受けできません。ご了承下さい。
▽申込み 豊川商工会議所 (TEL86-4101、担当=不二門)
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川商工会議所オリジナル
「豊川の観光スポット」カレンダー発売中
http://www.toyokawa-cci.org/n
ews/h29calender.htm
豊川商工会議所の2017年観光カレンダー「豊川の観光スポット」を販売中です。
各ページに豊川市内の観光スポットを紹介しています。また日本一の生産量を誇る
バラの写真も掲載しています。1部800円です。豊川商工会議所窓口で是非お求めを。
……………………………………………………………………………………………
■◇ ～仕事の夢をかなえる～ 経営計画作成支援セミナー＆個別相談会を開催します
みなさん、計画的に仕事をしていますか
？今までの流れやその場の雰囲気で仕事
をしていませんか
？事業を発展的に継続していくためには、経営計画は不可欠です。
計画に
よる目標があればその達成度合いなどを常に確認しながら経営活動ができ、
修
正することも容易になります。また、その経営計画があると、金融機関からの借
入や補助金の利用などにも活用できます。是非作成してみてください。
★★セミナー内容★★
＜第1回＞
▽と き＝12月15日（木）17時30分～20時30分
▽内 容＝経営計画の役割とメリット
伝わる経営計画とは？
＜第2回＞
▽と き＝平成29年1月12日(木) 17時30分～20時30分
▽内 容＝経営計画書を作成しよう！
＜共 通＞
▽ところ＝豊川商工会議所
▽受講料＝無料
▽講 師＝マツイ・マネジメント・オフィス 代表 松井 督卓 氏
★★個別相談会★★
＜第1回＞
▽と き＝平成29年1月18日（水）10時～17時
＜第2回＞
▽と き＝平成29年1月20日(金) 10時～17時
＜共 通＞
▽ところ＝豊川商工会議所
▽受講料＝無料
▽講 師＝マツイ・マネジメント・オフィス 代表 松井 督卓 氏
※問合せ 豊川商工会議所（TEL86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第27回会員大会
盛大に開催 ews/h28kaiintaikai_kekka
http://www.toyokawa-cci.org/n
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豊川商工会議所は11月12日（土）に豊川
市文化会館で「第27回会員大会」を開
きました。会員
関係者など約900人が参加し、第1部式典の式典で小野会頭は、「策
定した中長期
ビジョンに沿って、会員第一主義を徹底し、強い経済、成長力の実
現を目指したい」
と式辞を述べました。
続いて
従業員表彰、各種顕彰の表彰状の授与、大会宣言、抽選会を行い、第2部
は愛知室内オーケストラによる記念コンサートが行われました。
【抽選賞品協賛事業所】
アクサ生命保険㈱、㈱イトコー、オーエスジー㈱、トーアス㈱、㈱戸苅工業、豊
川カード事業協同
組合、豊川信用金庫、㈱トリイパン粉、日本車輛製造㈱、豊伸㈱、
㈲宮
地商店、ヤマサちくわ㈱、㈱ＵＡＣＪ銅管、㈱ユタカハウジング
【協賛金提供役員議員事業所】
㈱油直、㈱アン
デン、㈱市川造園、イチビキ㈱第一工場、伊藤税務会計事務所、
㈱ウッ
ディシステム、宇都宮工業㈱、オーエスジー㈱、大木産業㈱、㈱落合組、加
山
興業㈱豊川営業所、㈱共栄社、コニカミノルタ㈱、㈲小松屋商店、（合資）清水
時計店、㈱松栄管工、㈱白井カーテン、（医）信愛会大石医院、新東工業㈱豊川製
作所、シンニチ工業㈱、㈲スワ薬局、㈱対
松堂、㈱髙木メッキ、タカラ梱包輸送㈱、
㈱竹
浅、中部電力㈱豊川営業所、中部ガス㈱、中部工業㈱、中央輸送㈱、津田工業
㈱豊川工場、
ティビーアール㈱、㈱寺部食品、㈱デンソープレアス、東上グリーン、
東和鋼業㈱、㈱戸苅工業、（宗）豊川閣妙厳時、豊川印刷㈱、豊川市開発ビル㈱、
（
一社）豊川市歯科医師会、豊川染色㈱、豊川包装工業㈱、㈱トヨコン、㈱トヨテ
ック、㈱ナ
ツメ、㈱白惣、㈱ハクヨプロデュースシステム、㈱ピーアンドピー、㈱
フェニックス、㈱豊栄建設、豊商㈱、㈲
マルヤマ、ミタク工業㈱、㈱三菱東京ＵＦ
Ｊ銀行豊川支店、ミヤチ㈱、㈲宮地商店、㈱ユタカ
ハウジング、渡辺製缶㈱
（優良従業員表彰の被表彰者はホームページをご覧ください）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 意欲的な経営者の経験談を
「あきんど塾」開催
http://www.toyokawa-cci.org/n
ews/akindojyuku.htm
豊川商工会議は、自
社製品開発や独自の販路開拓を積極的に行っている中小企
業主を招き、
その経験を今後の生き残り策の参考にしていただくための「あきん
ど塾」を
講師は行以います。
下の方を予定しております。是非ご参加下さい。
★★ 中小企業の円滑な事業承継の知恵 ★★
▽講師＝宮田電工㈱ 取締役会長 宮田則夫氏
▽とき＝12月8日（木）14時～
※問合せ 豊川商工会議所（TEL86-4101 担当=近藤）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 平成28年度「我がまちの達人」に森佳代子氏
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28wagamatinotatujin_hyousyou.htm
地元の卓越した技術・技能者等を称える平成28年度豊川商工会議所、「我がまち
の達人顕彰」に、
ビューティーサロンカヨの森佳代子さん（66）の表彰を決定、11
月12日に開催した「会員大会」の席
上、表彰式を行いました。
森氏は、昭和
53年、ビューティーサロン カヨを開業。家事と仕事を両立しながら、
全日本美容講師会常任師範、日本着付学術界技術委員、労働大臣認定上級着付講師な
どの
資格を取得する一方、全国花嫁着付コンテスト等の競技会に参加し、金賞などを
受賞しました。
また指導経験も豊
富で、美容着付教室の開催や、美容学校などで指導を行い、指導
を受け
た生徒が国家資
格を取得するなど、人材育成にも尽力しています。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 健康まめ知識
「インフルエンザの話し」
http://www.toyokawa-cci.org/n
ews/yubisasipop.htm
インフルエンザの季節になりました。毎年恒例のインフルエンザワクチンの接
種時
期を迎えていますが、も
う接種されましたか？
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ワクチンを接
種してもインフルエンザにかかることはありますが、重症化を防ぐ効
果がある
と国は認めていますので、まだの方はお早めに。
インフルエンザは乾燥した寒い季節に大流行します。しかしながら
実際は、夏にも
ウイルスが人から人に伝播しながら越夏をしているのです。
気温が高く湿度の高い時
期には、ウイルスの
元気がなく感染性が低いので大流行には至りません（いわゆる
「か
ぜ」の経過になります）。秋口にごくまれに小中学校や幼稚園での小流行の報告
がありますが、学級閉鎖になるこ
とはめったにありません。寒く乾燥する時期になる
と、いよいよインフルエンザウイルスが元気になり流行するようになります。
インフルエンザは飛沫感染
といって、咳やくしゃみで発生する飛沫で感染します。
通常２メートル
以上離れていれば、………
（続きはホームページをご覧ください）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 各種講習会のご案内
★豊川職業能
力開発専門学院
http://www.toyokawa-cci.org/
jinzaikusei/gakuin.htm
労災事故ゼロのための
職長等教育研修会（製造業対象）
◇
と き 2月1日（水）、8日（水）9時30分～16時30分 2日間12時間
◇講
働安全コンサルタント事務所 代表 西郷省吾氏
◇受講料師 西郷労
1人16,000
円（非会員は20,800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/）
●「65歳超雇用推進助成金」申請を受付／JEED
事業主の定年の引
上げ等に対する新しい助成金「65歳超雇用推進助成金」が
10月1
9日から施行され、高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED）で申請を
受け付けている。主な導入制度及び助成額は「65歳への定年引上げ：100万円」
「66歳http://www.
以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止：120万円」など。
jeed.or.jp/jeed/news/press/q2k4vk000000fgb0-att/q2k4vk000000fgbr.pdf
●個人
企業の業況判断、前期比1.6ポイントの悪化／個人企業経済調査・速報
http://www.
stat.go.jp/data/kojinke/sokuhou/4hanki/index.htm
●採用選
考「指針」のスケジ
ュール、「守られていない」89.6％／経団連調査
http://www.k
eidanren.or.jp/policy/2016/108.html
●転職http://www.int
理由、「ほかにやりたい仕事がある」が8回連続1位／民間調査
e.co.jp/library/survey/20161114_01.html
●男女計の初
任給、全ての学歴で3年連続増加／厚労省調査
http://www.
mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/16/index.html
（報道発表
資料）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/16/dl/01.pdf
（概況）
http://www.
mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/16/dl/02.pdf
●201http://www.k
5年度の企業の福利厚生費負担、初めて11万円超え／経団連調査
eidanren.or.jp/policy/2016/103.pdf
●2016年度
上半期の「女性活躍推進関連融資」実績、143社／日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.j不p/n/r
elease/pdf/topics_161116a.pdf
●2016年1～10月の「人手
足」
関連倒産、250件／民間調査
http://www.t
sr-net.co.jp/news/analysis/20161109_04.html
●独身女性の結婚
後の就業継続意欲、10年前より上昇／成年者縦断調査
http://www.
mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/seinen17/index.html
（報道発表
資料）
http://www.
mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/seinen17/dl/houdou.pdf
（結果の概
要）
mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/seinen17/dl/gaiyou.pdf
●7～http://www.
9月期個人企業の業況判断、前期比1.5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
-5-

●6月の
総人口、前年同月比13万9,000人減／総務省人口推計
http://www.
stat.go.jp/data/jinsui/pdf/201611.pdf
（統計表等）
stat.go.jp/data/jinsui/new.htm
●「長http://www.
時間・過重労働」に関する相談、340件で最多／厚労省相談ダイヤル
http://www.求mhlw.go.
jp/stf/houdou/0000144103.html
●１０月の有効
人倍率1.40倍／
一般職業紹介状況
http://www.
mhlw.go.jp/stf/houdou/0000143607.html
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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/
・「あいち中
小企業応援ファンド助成事業」の申請企業を募集します
→
http://www.pr
ef.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/fund29-1.html
・愛→知県http://www.pr
の県民経済計算（平成26年度）
ef.aichi.jp/soshiki/toukei/0000088177.html
・今が旬！あいちの
『冬の花』を御紹介します。（平成28年12月）
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kanko/hanajoho28-12.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・市内
の公園情報をお届
けする「公園緑地歳時記」
→
http
s://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/kouen/koenryokuchi_saijiki
.ht・豊川
ml
市職員の給与などの状況（平成28年度）
→
https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/jinnjishokuinsaiyo/kyuyo/jinjika2016112
4.ht
ml
・衣類等の繊維製
品の洗濯表示が変わります
→
http
s://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/shohiseikatsu/shohiseikatsucenter/2016
1116151657263.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・職員募集中（平成2
9年4月採用 非常勤職員）
→
http://www.city.ga
magori.lg.jp/unit/jinji/h29-4hijyoukinbosyu.html
・職員募集中（平成2
9年4月採用 土木技術職、建築技術職、電気技術職、消防職）
→ http://www.city.ga
magori.lg.jp/unit/jinji/h29-4tuikabosyu.html
・広報がま
ごおりに掲載する広告を募集しています（平成29年5月号から平成30年4月号）
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/hishokoho/kohokokoku2904.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12月1
次回発行予定5日（◆◆
木）
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本
内容
ご
ご要

メールの 等に対してまでお知らせ下さい。
意見 望がありましたら、
info@toyokawa-cci.org
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発〒442-8
行者：豊川商工会議所
540 豊川市豊川町辺通4-4
TEL 0533-86-4101 FAX 0533-84-1808
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ホームページ
http://www.toyokawa-cci.org/
代表メール
info@toyokawa-cci.org
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