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《今号の注目記事》
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■◇ 新年のごあいさつ
小野喜明 豊川商工会議所会頭
http://www.toyokawa-cci.org/news/h29sinnenaisatu.htm
平成29年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
我が国経済は、アベノミクスの始動により、やや改善したとはいえ、未だデ
フレから脱却できずにいます。そして多くの中小企業は、人口の減少、地方の
疲弊など構造的課題に直面し、人材不足、経営層の高齢化、事業承継をはじめ
様々な問題を抱えています。
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、商工会議所活動の更なる強化のため、昨年10月の臨
時議員総会において、「開かれた商工会議所」のさらなる前進を基本理念とす
る向こう3年間の「豊川商工会議所/中長期ビジョン」を策定致しました。
今後は、さらに「会員第一主義」、「現場第一主義」の基本方針のもと、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」「成長力」の実現を目指し、「競争力の強
化」と当地域の強みを活かした地方創生に求められる「ひとづくり」「ものづ
くり」「まちづくり」に取り組む必要があります。
創立70周年を迎える本年度は、創立70周年記念式典、NHK交響楽団コンサート、
アメリカ経済視察親睦旅行や北海道親睦旅行をはじめとする、会員に喜ばれる
「創立70周年記念事業」を実施します。また産業構造の変化に合わせ、……
（続きはホームページをご覧下さい））
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《会議所からのお知らせ》
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■◇ 平成29年度事業計画大綱を承認
創立70周年記念事業など
http://www.toyokawa-cci.org/news/h29jigyoukeikakutaikou.htm
豊川商工会議所は、12月8日に開いた第557回常議員会において、平成29年度
に商工会議所が取り組む9項目の事業計画大綱を決定しました。主な概要は次
の通りです。
１．開かれた商工会議所づくりのさらなる前進と創立70周年記念事業の実施
２．会員サービス事業の充実・強化
３．中小企業・小規模事業者の伴走型経営支援の強化
４．人材育成・産官学交流・雇用安定事業の強化
５．活力あふれるまちづくりの推進と取り組み支援
６．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
７．危機管理体制の整備と環境社会への取り組み
８．広域連携による地域活性化の推進、並びにインフラ整備
９．商工会議所運営基盤・組織の強化
（各項目の詳細は、ホームページをご覧下さい）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 生活習慣病健診・がん検診をご利用ください
http://www.toyokawa-cci.org/news/h29seikatusyuukanbyou.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」を会員事業所限定で実施します。ご希望の方は所定申込
書にて期日までにお申込下さい。
【女性のための予防検診（女性限定）】
▽と き＝2月21日（火）・27日（月）・3月1日（水）のいずれか
▽と こ ろ＝しらゆりクリニック健診センター（大堀町）
▽検診内容＝生活習慣病健診・がん検診（乳がん・子宮がん・腹部超音波）
※がん検診のみの方、午後受診となる場合あり。
▽申込期限＝1月20日
【予防検診（ 男女対象）】
▽と き＝3月6日（月）・17日（金）のいずれか
▽と こ ろ＝豊川商工会議所（豊川町）
▽検診内容＝生活習慣病検診・がん検診（大腸がん・肺がん・腹部超音波・肝
炎）・（男性のみ）前立腺健診
▽申込期限＝1月31日
※受診内容、料金（消費税込）については以下を参照。
〈生活習慣病健診〉
▽検診項目＝①身体測定②血液検査（ＧＯＴ・ＧＰＴ・ＡＬＰ・ＺＴＴ・ＴＴＴ
・ＬＤＨ・総たん白・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
・白血球・血色素・血小板・ヘマトクリット）③血圧④心電図⑤眼
底検査⑥胃部Ｘ線⑦尿検査⑧医師問診
▽受診料＝1人15,000円
〈前立腺健診〉
▽ＰＳＡ＝1人1,600円
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〈がん検診〉
▽乳がん検査（マンモグラフィ）＝1人4,300円
※乳房超音波検査で対応も有
▽子宮がん検査（子宮頸部細胞診）＝1人4,300円
▽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
▽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
▽受診料の補助 がん検診については、受診料の補助があります。
※問合せ 豊川商工会議所（TEL 86-4101、担当=不二門・白須）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 会議所女性会次年度会長に宮地和子
さん（ミヤチ㈱）
http://www.toyokawa-cci.org/news/h29jyoseikai.htm
豊川商工会議所女性会（井指妙子会長）は、去る12月13日（火）に伊勢屋本
店において臨時総会を行い、平成29年度の役員を選任しました。
次年度会長には宮地和子氏（ミヤチ㈱）が選任され、「今年度は井指会長の
もと、会員の皆さんと充実した1年を過ごしています。来年度は諸先輩の積み
上げてきたものを大切に、女性会らしい研修・親睦・交流を通じ、自分を磨き、
自社の仕事に生かせる活動ができるような1年になりたいと思っています。」
と挨拶しました。
次年度役員は次の通りです。
【会 長】宮地和子（ミヤチ㈱）
【副会長】橋本公美枝（㈲ブロードサービス）、藤原真由美（ミチ美容室）、
宮地幸江（㈲宮地商店）
【理 事】鈴木政代（鈴木孝志事務所）、井上百合子（㈲レンタルいなり）、
鈴木鈴子（㈲鈴木青果）、曽田光子（豊川信用金庫）、
石黒孝子（㈲セーヌ）、古川真理子（日本メカケミカル㈱）、
栗山悦子（㈲サンリツインテリア）、大久保佐智子（豊川印刷㈱）、
鈴木孝子（㈲鈴木紙店）
【監 事】井指妙子（井指製茶㈱）、神谷典江（㈲丸栄）
【同好会幹事】稲垣喜代子（㈱オニックスエステ事業部）、宮﨑すみれ（㈱東海クリエイト）
★交通安全キャンペーンを開催★
女性会は、豊川警察署と合同で、12月8日（木）10時より豊川体育館前けや
き並木周辺で交通安全キャンペーンを行いました。参加者で『気を付けなくっ
茶』と抹茶飴等を配りながら運転手や歩行者に交通安全を呼びかけました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 新春経済講演会
吉崎達彦氏を招き開催 2月23日
http://www.toyokawa-cci.org/news/h29sinsyunkeizaikouenkai.htm
豊川商工会議所と豊川経済同友会は、平成29年2月23日（木）、「新春経済講
演会」を行います。
講師に、エコノミストの吉崎達彦氏を招き、「当面の内外情勢と日本経済の
行方」をテーマに開催します。聴講は無料です。
▽とき＝ 2月23日（木）14時～
▽ところ＝豊川商工会議所2階ホール
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▽講師＝㈱双日総合研究所チーフエコノミスト 吉崎達彦氏
▽申込み＝豊川商工会議所（TEL 86-4101、担当＝川村）
★メールでもお申込みできます★
申込みアドレスは info@toyokawa-cci.org まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ あきんど塾Ⅱ
「夢を叶えるコツをお教えします」 受講者募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/akindojyuku2.htm
▽日 時 1月26日（木）14:00～15:30
▽会 場 豊川商工会議所 Aホール（豊川町辺通4－4）
▽受講料 無 料
▽講 師 リリーアンドデイジー㈱
（海外ブランドのベビー服・シューズのネット販売）
代表取締役 麻生満美子(あそう
まみこ)氏
▽申込み ①下記チラシをダウンロードし、必要事項をご記入後、FAXでお申込みください。
②メール（kawamura@toyokawa-cci.org）でも受け付けます。
※メール本文に事業所名、氏名、電話番号、業種を記載し、送信してください。
※問合せ 豊川商工会議所（TEL86－4101、担当：川村・渡辺）
チラシはhttp://www.toyokawa-cci.org/news/akindojyuku2.pdf
まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第26回会員ゴルフ大会
結果
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/h28golf_kekka.htm
豊川商工会議所は、11月18日（金）に「第26回会員ゴルフ大会」を平尾カン
トリークラブで開催しました。一般男性の部に45人、シニア・女性の部に30人
が参加しました。団体戦は、19組がエントリー。ダブルペリア方式で自慢の腕
をいました。
主な入賞者は次の通りです。
【一般男性の部】
▽優勝
本田弘義（豊川信用金庫）
▽準優勝
仲村勉（クリタインテリア）
▽３位 井澤秀明（㈲井澤造園）
【シニア・女性の部】
▽優勝
片山博（㈲片山建設）
▽準優勝
田中まり子（㈲片山建設）
▽３位 市川栄二（㈱フェニックス）
【団体戦】
▽優勝
クリちゃんズ
▽準優勝
かわしん
▽３位 ＪＣＡ
★★企業協賛は78社★★
「第26回会員ゴルフ大会」に、協賛商品提供企業は、20社。協賛金提供役員
議員企業は、58社。合計78社の企業協賛をいただき大会は運営されました。
（協賛企業一覧はホームページをご覧ください）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 愛知県産業立地キャラバンin三河 開催
愛知県、愛知県産業立地推進協議会、愛知・名古屋国際ビジネス・アクセス
・センター（I-BAC）は、県内企業の皆様の事業展開をサポートするため、下
記のとおり「愛知県産業立地キャラバンIN三河」を豊田市のあいち産業科学技
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術総合センターで開催します。
当日は、産業立地施策説明会や県や市町村の職員が立地に関する各種相談に
応ずる交流会を実施します。設備投資をお考えの方、補助金の活用を検討され
ている方、また、用地をお探しの方はどうぞお気軽にご参加ください。
開催概要
1 日時 平成29年2月16日(木) 14:00～16:00（受付開始13：30）
2 場所 あいち産業科学技術総合センター 1階 講習会室
3 対象 企業(製造業・物流業等)の皆様
4 定員 70名
5 参加費 無料
6 申込方法 通商課宛てファックスにてお申し込みください。
申込書により、2月2日(木)までに、愛知県産業労働部産業立地
（FAX 052-961-7693）
プログラム
第1部「立地優遇制度について」（愛知県産業立地通商課）
産業立地施策説明会（14:00～15:30）
「中小企業支援施策について」（中部経済産業局中小企業課）
第2部付加価値の高いモノづくりを支援する研究開発拠点「知の拠点あいち」を
知の拠点あいちの紹介・見学（15:30～16:30）
ご紹介するほか、3Dプリンターで作製した作品を展示する「産業デザイン
トライアルコア」や、光を使った最先端技術の分析施設である「あいちシ
ンクロトロン光センター」等をご見学いただきます。
第3部 交流会（15:30～16:00）
県や市町村の職員が、産業用地、優遇制度についての相談に応じます。
※個別相談を希望される場合は申込書に概要をご記入ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 健康まめ知識
若い世代から始めよう！「ウエルネス8020」
http://www.toyokawa-cci.org/kenkou/kenkou.htm
「80歳になっても20本以上自分の歯を保とう」という8020運動は平成元年に
愛知県で誕生し、今や全国的にも周知されるようになりました。愛知県歯科医
師会ではこの8020運動を今後、新たに「ウエルネス8020」として展開していく
ことをお知らせします。
「ウエルネス」とは、簡単に言いますと、生活習慣を改善して病気を予防し、
より積極的に健康を維持していく行動のことです。
歯と口の健康は健康寿命と大いに関係があります。8020達成者を追跡調査し
たところ、健康な状態を維持している人が多いという結果が出ています。平均
的に85歳以上の高齢者の約半数は介護を必要とする状態ですが、8020達成者は
85歳の時点でも、約8割の方が健康を維持しています。よく噛めることが認知
症や転倒の予防になり全身の健康にも繋がっているのです。
「8020達成」のためには、乳幼児期から生涯切れ目なく、歯と口の健康づく
りをしていく必要があります。高校卒業後10年間ほどは歯科検診の機会が少な
く、この間に自覚症状の乏しい歯周病が進行するという現実があります。
若い世代からの予防や早期発見、早期治療が最も重要です。
現在、豊川市では市内にお住まいの20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、
50歳、60歳、70歳の節目の年令の方を対象に「歯周病健診」を実施しています。
また、「協会けんぽ愛知支部」に加入する被保険者とその家族の方も2月10日ま
で無料で歯科検診を受けることが出来ます。定期的に歯科検診を受けて8020を
目指しましょう。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
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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
師 西郷労働安全コンサルタント事務所
◇受講料
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
★株式会社サイエンスクリエイト
新卒採用力UPセミナー
◇と
き ホテルアークリッシュ豊橋
1月26日(木) 13:30～16:30(13:00開場)
◇ところ
5階 ザ・グレイス(C)
◇対
象
東三河地域の中小企業
◇定
員 無料
30名（先着順）
◇受講料
◇講 師 株式会社アドプランナー 植松 精 氏
☆上記講座申込み・問い合わせ
株式会社サイエンスクリエイト［石原・廣中 TEL 0532-44-11
11］
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■◇
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/）
●賃金改善分として前年同額の3,000円以上の要求案を確認／自動車総連
トヨタ、日産、ホンダなどの大手自動車メーカーの労働組合も加盟する自動車
総連（相原康伸会長、77万人）は16日、都内にある本部で中央執行委員会を開催
し、2017年春季労使交渉に臨む方針案を確認した。賃金引き上げ要求については
2016年交渉の方針と同様、3,000円以上（組合員平均）の賃金改善分を設定すると
した。方針案は来年1月に開かれる中央委員会で最終決定する。（JILPT調査部）
http://www.jil.go.jp/kokunai/topics/mm/20161221a.html
●外国人雇用企業、「正社員として雇用」は約6割／民間調査
https://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_161214a.pdf
●2015年度「石綿ばく露作業による労災認定等事業場」を公表／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000146262.html
●2016年7月の総人口、前年同月比16万2,000人減／総務省人口推計
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/201612.pdf
●2017年3月高校卒業予定者の就職内定率74.9％／文科省調査
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/12/1380630.htm
●2015年度の監督指導による賃金不払残業是正結果を公表／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000146857.html
●「2016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/suikei16/index.html
●小規模事業所の2016年7月現金給与額、19万5,701円／毎勤特別調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/16/dl/houdou28toku.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/16/28maitoku.html
●2016年12月の転職求人倍率、1.87倍／民間調査
https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2017/170111-01/
●2018年卒の新卒採用、引き続き堅調に推移する見込み／民間調査
http://www.works-i.com/surveys/forecast.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/
・県内大学・短大生の就職内定率(11月末)は、対前年比4.7ポイント上昇の77.9％
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/j-2016-naiteiritsu201611.html
・愛知県の景気動向（平成28年10月分速報）
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000088882.html
・グラフでみるあいち
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000087772.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
-6-

・1枚で3度おいしい、第6回すわポン・狐娘ちゃんマネー
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/toshikaihatsu/chishinshigaichitaisaku/s
uwachiku/6suwakokomoney.html
・地産地消の推進活動として「とよかわ農業市」を開催します！
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/nogyo/nogyoshinko/nougyouichi.ht
ml・ふるさと納税制度返礼品に「熱帯JAZZ楽団withマリーン」ペアチケットを追加
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/machizukuri/toyokawaouenkikin/furusaton
ouzeitoku.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
・がまごおり市民企画公募まちづくり事業助成金の募集をします
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kyodo/joseikin.html
・平成29年度
市民税・県民税の申告について
→
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/zeimu/sinkoku.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
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◆◆平成29年2月1日（水）
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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