■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
豊川商工会議所
2016年12月15日号（vol.282）
ホームページ メールNEWS
http://www.toyokawa-cci.org/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◇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
……………………………………………………………………………………………
★今号の注目記事★
… スズキ跡地問題について市より回答
●会議所からのお知らせ
…
1月5日新春懇談会開催
政・財・官が一堂に
…
法人会市民講演会
2月5日
「戦国時代に生きた女城主と武将たち」
…
青年部
いなり寿司奉納式2016・富くじ抽選会開催
…
ものづくり補助金 公募がスタート
相談は会議所へ！
… 持続化補助金
決算（所得税・消費税）申告指導会
申込はお早目に
…
… 豊川商工会議所オリジナル
講習会・セミナー情報 「豊川の観光スポット」カレンダー発売中
・労災事故ゼロのための 職長等教育研修会(製造業対象)
… 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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《今号の注目記事》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ スズキ跡地問題について市より回答
http://www.toyokawa-cci.org/news/suzukiatoti.htm
豊川商工会議所が、8月12日に市長、市議長に提出した、「スズキ豊川工場
跡地における用途地域変更を前提とする超大型商業施設の出店計画に関する要
望書」について、市長、市議長より回答がありました。
回答の骨子は、「同工場周辺は交通アクセスの良さから、新たなまちづくり
の為には最適な地域、八幡駅前は第6次総合計画で『地域拠点』として位置づ
け、土地利用の方向性は商業関連施設を含めた位置づけが市の総合的な発展に
つながると考え、工業専用地域から他用途への用途地域変更が必要であると考
える」とあり、市内小売店等への影響については、「少なからず、あると考え
るが、現時点ではイオン側の具体的な店舗構想が示されておらず影響度の想定
は難しい」との回答でした。
また、市議長からは「回答する為の情報が不足しており、現時点では意見集
約が困難」との回答でした。
豊川商工会議所は引き続き、この課題に対する会員事業所の意見、要望を聴
取し、あるべき姿を研究・検討していきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 1月5日新春懇談会開催
政・財・官が一堂に
http://www.toyokawa-cci.org/news/h29sinsyunkondankai.htm
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豊川商工会議所と豊川市共催による「平成29年新春懇談会」を1月5日（木）
に開催します。
会議所の会員事業所や地元政財界から、各団体役員らが一堂に会し、年頭の
あいさつを交わしながら新年を祝います。
▽とき＝1月5日（木）16時～18時（受付は15時）
▽ところ＝豊川商工会議所
▽会費＝2,500円
※問合せ 豊川商工会議所（TEL86-4101、担当=佐原、浅井洋、川添）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 法人会市民講演会
2月5日 「戦国時代に生きた女城主と武将たち」
http://www.toyokawa-cci.org/news/h29houjinkasiminkouenkaii.htm
東三河法人会豊川支部（木下良夫支部長）は、市民講演会を開催します。
講師に歴史学者で多くのドラマの時代考証を担当し、29年大河ドラマ「おん
な城主直虎」でも活躍する静岡大学名誉教授の小和田哲男氏を招きます。入場
には整理券が必要です。
（豊川商工会議所のみで配布、未就学児は入場不可）
▽とき＝2月5日（日）14時開演
▽ところ＝文化会館
▽整理券配布＝1月10日（火）8時30分から17時30分まで商工会議所で配布、1人2枚まで（無料）
▽問合せ＝法人会事務局（商工会議所内、TEL86-4101 担当=近藤)
……………………………………………………………………………………………
■◇ 青年部
いなり寿司奉納式2016・富くじ抽選会開催
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28inarizusihounou.htm
豊川商工会議所青年部（伊藤隆弘会長）は11月23日に、秋季大祭の豊川稲荷
で「豊川名物いなり寿司奉納式2016・富くじ抽選会」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することを目
的として、毎年いなり寿司を使ったイベントを開催しています。
本年も、豊川稲荷寺宝館前にて、山脇市長、笠原副会頭等来賓8名の方に「商
売繁盛」「家業繁栄」「諸願満足」などを祈念し、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Ｙ
ＥＧメンバーも参加していただきました。
また、今年は豊川市内の店舗が作り、境内で販売しているいなり寿司を購入
していただいた方に富くじを配布し、抽選会を実施。ダブルチャンスとして霊
狐塚奉納後、来賓の方々による特別賞の抽選も行いました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 持続化補助金
ものづくり補助金 公募がスタート 相談は会議所へ！
http://www.toyokawa-cci.org/news/jizokukamonohojyo.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
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までです。
※問合せ 豊川商工会議所 (TEL86-4101)
……………………………………………………………………………………………
■◇ ～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＞ ※終了しました。
＜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）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 決算（所得税・消費税）申告指導会
申込はお早目に
http://www.toyokawa-cci.org/news/sidoukai.htm
個人事業の「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。
＜決算（所得税・消費税）申告指導会＞
▽と き 3月8日（水）・13日（月）・14日（火）
2月14日（火）・15日（水）・20日（月）・28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
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▽申込期限 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
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/news/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。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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） 2日間12時間
◇と
き
2月1日（水）、8日（水）9時30分～16時30分
◇講
◇受講料師 西郷労働安全コンサルタント事務所
1人16,000円（非会員は20,800円） 代表 西郷省吾氏
☆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/）
●全国オーナー企業は７割が後継者不在／民間調査
帝国データバンクが11月25日発表した、全国のオーナー企業についての分析
結果によると、オーナー企業のうち７割が後継者不在で、社長が65歳以上の企業
では過半数。業種別にみると、「建設業」が10万2,185社で最多。
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p161105.html
●１人平均賃金を引き上げた企業８６．７％、前年を上回る／厚労省調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/16/index.html
（報道発表資料）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/16/dl/09.pdf
（概況）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/16/dl/10.pdf
●公的職業訓練の愛称・キャッチフレーズを公表／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000144434.html
●サッポロＨＤ、本社に保育所
来年4月、社員の復職支援
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kigyo/20161209.html
▽サッポロホールディングス・ニュースリリース
http://www.sapporoholdings.jp/news_release/0000020333/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/0000145259.html
●「経済対策を踏まえた仕事と育児の両立支援」について建議／労政審
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000145578.html
●朝日東京本社に是正勧告
違法な長時間労働／労基署
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/gyousei/20161214.html
●正社員、パートとも全産業で「不足超過」／「労働経済動向調査」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/1611/index.html
（報道発表資料）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/1611/dl/siryo.pdf
●「一部業種に足踏みが見られるが持ち直しの動き」／中小企業景況調査
http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161213001/20161213001.pdf
●2016年7～9月期のGDP実質成長率、年率1.3％増／2次速報値
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2016/qe163_2/pdf/gai
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you1632.pdf
（統計表等）
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2016/toukei_2016.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/
・「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.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/fund29-1.html
・愛知県の県民経済計算（平成26年度）
→ http://www.pref.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」
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/kouen/koenryokuchi_saijiki
.html
・豊川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.html
・衣類等の繊維製品の洗濯表示が変わります
→ https://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29年4月採用
非常勤職員）
→
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/jinji/h29-4hijyoukinbosyu.html
・職員募集中（平成29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.gamagori.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1月16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
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