
2019年12月13日に、2019年度（令和元年度）補正予算案が閣議決定されました。補正予算の総額は、4兆3,030億円
（2018年度は3兆9,707億円）で、このうち中小企業・小規模事業者の支援策は約3,700億円となっています。
また、2020年度（令和２年度）予算案でも、中小企業対策費として、1,111億円が計上され、補正予算と一体的に運用し
て、中小企業等を支援することが予定されています。

・通年で公募し、複数の締切を設けて審査・採択を行うことで、予見
可能性を高め、十分な準備の上、都合の良いタイミングで申請・事
業を実施することが可能となります。
・補助金申請システム・Jグランツによる電子申請受付を開始します。
・過去３年以内に同じ補助金を受給している事業者には、審査にて
減点措置を講じることで、初めて補助金申請される方でも採択さ
れやすくなります。 【各種補助金に関するお問合せ】 中小企業相談所 TEL：0565-32-4593
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今回予算案は、中小企業等が補助制度を活用して人手不足や働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス
導入など、さまざまな制度変更への対応や、生産性向上に積極的に取り組むことを支援するものです。具体的には、積
極的な賃上げや被用者保険の任意適用に取り組む事業者は優先的に支援されます。
※事業計画期間において、「給与支給総額が平均年率1.5％以上向上」、「事業場内最低賃金が地域別最低賃金＋30円以上」を満たすこと等が申請
要件。持続化補助金及びIT導入補助金の一部事業者は加点要件。
※要件が未達の事業者に対して、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合や、付加価値額が向上せず賃上げが困難な場合を除き、補助金
額の一部返還が求められます。

※本文は、2020年1月15日現在の情報で作成しています。変更されることがありますので、補助金申請等をされる場合は必ず中小企業庁のホーム
ページ等ご確認ください。

政府は、このような取り組みを通じて、補助事業者の付加価値向上、販路開拓、労働生産性向上の成果目標を設定し
ています。

中小企業等の生産性向上と働き方改革を継続的に支援

補助金等に活用できる事業計画には、経営力向上計画（国へ申請）、経営革新計画（県へ申請）、先端設備導入計画
（市町村へ申請）などがあり、補助金申請時の加点項目や、補助率引き上げの条件（2019年時点）となっているほか、税
制の優遇措置が講じられています。

（先端設備導入計画は、一定の要件を
満たした先端設備等導入計画に基づき
取得した設備については、市町村ごとに
固定資産税の課税標準をゼロから2分
の1の間で軽減（3年間）できることと
なっており、豊田市では課税標準を
ゼロとすることで、取得設備の固定資
産税の負担がゼロとなっています）。

どの計画を作成するかについては、経営力向上計画は既存の事業を成長さ
せるもの、経営革新計画は新分野への進出や経営の革新性が求められます。
先端設備導入計画は新たに導入する設備について作成することで足ります
が、設備投資を伴う場合には、経営革新計画または経営力向上計画と合わせ
て作成することで、複数の優遇策が活用可能になります。
いずれの計画を作成する場合でも、人材育成、財務内容の分析、マーケティ
ングの実施、ITの利活用、生産性向上のための設備投資など、現状の課題や
目標が明確になるなどの効果が期待できる点は共通していますので、予め準
備をしておくことをお勧めします。

事業計画の作成～補助金申請の入口～3

ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金概要
経済産業省のPR資料によれば、補助金の種類と補助事業の一体的かつ機動的運用の概要は以下の通りです。

1 2020年実施予定

1）ものづくり・商業・サービス生産性向上事業

中小企業が行う、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援。
100万円～1,000万円（補助率：中小１／２、小規模２／３）補助額

2）小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓の取り組み等を支援。
～50万円（補助率：２／３）補助額

3）サービス等生産性向上IT導入支援事業

中小企業が行う、バックオフィス業務の効率化や新たな顧客開拓獲得等の
付加価値向上に資するITツールの導入を促進。

IT導入補助金

持続化補助金

ものづくり補助金

30万円～450万円（補助率：１／２）補助額

ものづくり補助金等説明会セミナー参加費
無料

本年度も、ものづくり補助金（補助上限額：1,000万円、補助率：1/2（原則））の公募が始まります。
とよたイノベーションセンターでは、補助金を検討されている中小製造業向けに
セミナー、個別相談会を開催します。

◆内　　容：本年度ものづくり補助金概要、
　　　　　  申請書作成のポイント、豊田市補助金概要、その他
◆対象企業：補助金を設備投資に活用したい中小製造業
◆定　　員：30名
◆申込締切：2020年2月26日（水）
【お問合せ】 とよたイノベーションセンター TEL：0565-47-1240

2020年 3月4日（水） 14：00～16：00
ものづくり創造拠点SENTAN ３Fセミナールーム （豊田市挙母町２－１－１）　会　場

2019年度（令和元年度）補正予算案

○中小企業生産性革命推進事業・・・・
○事業承継の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3,600億円
64億円

中小企業・小規模事業者の
生産性向上のための環境整備

1

○中小企業等の海外展開支援・・・・・・・・・・・68億円
海外展開企業の事業の円滑化2

・中小機構が複数年にわたり中小企業の生産性向上を継続的
に支援する「生産性革命推進事業」（仮称）を創設。

・設備投資、IT導入、販路開拓等の支援を一体的かつ機動的に
支援するほか、生産性および省エネ性能の高い設備投資の支
援を複数の締切を設けて通年で公募。

・補助金等の電子申請を可能にし、中小企業等の使い勝手を向上

これまでと異なる点

使い勝手のポイント

上記以外にも、生産設備のエネルギー使用合理化、Ｍ＆Ａや新規事業参入を伴う事業承継についても販路拡大の費用や設備
投資への重点的な支援が予定されていますが、中小企業等が補助事業等を活用して働き方改革や生産性を向上するために
は、補助金等の申請が開始される前に、顧問税理士事務所や金融機関、商工会議所等に相談をして準備を進めておくことが必
要になります。

「生産性革命推進事業」  （仮称）を創設！
補正予算案・令和元年 予算案を閣議決定！！！令和2年

中小企業の生産性向上と働き方改革を継続的に支援する
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豊田商工会議所は創業される方を応援しています！　創業サポートセンター　担当 宇野　TEL：0565ｰ32ｰ4593豊田商工会議所は創業される方を応援しています！　創業サポートセンター　担当 宇野　TEL：0565ｰ32ｰ4593

新規
創業

会員事業所紹介
小中高生の味方

松陰塾 豊田平山校

【住所】 豊田市平山町6ｰ46ｰ2 オリヴィエ・ヒロ1階
【営業時間】 13：00～21：00　【定休日】 土日・祝日
【TEL】 0565ｰ41ｰ3735（携帯090ｰ7855ｰ1850）
【HP】 https://showin-juku.jp/toyotahirayama/
【E-mail】 toyotahirayama@showin-juku.jp

創業のきっかけは？Q
A

iPadやPCを使用して各教科を各自学習してもらい、つまずいたと
ころを“教える”ではなく、コミュニケーションを通して自らの考える力
で気付くように促す“コーチング”というやりかたで生徒を支えてい
ます。集団塾とは異なり個々に合わせてカリキュラムを組み、分かる
までうやむやにせず、本人が正解にたどりつくまで見守ります。

仕事内容は？Q
A

豊田市内にあと3ヵ所塾を作り、一生役
に立つ松陰塾の「自立学習」の仕方を広
めたいと思っています。生徒が嫌々勉強
するのではなく自ら進んで勉強できるよ
う環境を大事にする塾にしたいです。

今後の目標は？Q
A

将来を担う子供達が夢を追いかけるた
めの手伝いをしたいと考えていました。
その手段の1つとして塾という形でサ
ポートできればと思い、会社員を辞め
松陰塾の研修を受け、創業しました。

【住所】 豊田市喜多町2ｰ160
　　　コモスクエア WEST 1F エントランス内
【営業時間】 10：00～19：00　【定休日】 第1・第3土曜、日曜
【TEL】 0565ｰ98ｰ0223（携帯090ｰ5634ｰ0782）
【FAX】 0565ｰ50ｰ4929
【HP】 http://www.kutumigakiya-tans.com/
【E-mail】 tans.toyota@gmail.com

創業のきっかけは？Q
A

【靴磨き】　男性物／女性物問わずその場で磨かせていただく
か、お預かりして後日お渡しをするかの2つの形をとっています。
革靴だけでなく、汚れてしまったスニーカーやバッグ、財布など
も承っています。
【修理】　色があせてしまった革靴や痛んできた財布など、愛着の
あるものを可能な限り修理させていただきます。ただ磨いてお返
しするだけでなく、靴の手入れの仕方を含め、より長持ちさせる
方法もお客さまにお伝えします。

靴磨きの文化を豊田にも根付かせ、日常
の一部として気軽に立ち寄っていただけ
るお店にしたいです。ゆくゆくは豊田市
内に店舗を出せたらと思っています。

仕事内容は？Q
A

今後の目標は？Q
A

以前オーダースーツを生業としてい
た時に現在の靴磨きの師匠に出会
い、靴磨きの奥深さに魅かれました。
地元豊田でやってみないかと声をか
けてもらったので創業を決めました。

おしゃれは足元から

靴磨屋T.A.N.S.TOYOTA－BRANCH.
Q

ものづくり

第１1回 とよたビジネスフェア 来場ガイド！変革を勝機に！
～豊田から潮流をつかむ～

前回来場者の9割が来場に
何らかの成果があったと実感！

（第10回とよたビジネスフェア来場者アンケートより）

〈第10回開催実績〉 来場の成果

総来場者

部品発注
見積依頼

後日訪問
面談約束

4,100人

234件

584件

11回目となる今回は、製造分野から人材採用サービスまで多岐にわたる116の
企業と団体が出展します。さらに、企業出展のみならず、業界の最新動向に関する
内容等のセミナーをはじめ、来場者の皆さまに新たなきっかけを得ていただく特別
企画も同時に開催します。

トヨタ自動車株式会社による実演。
「木型」・「機械製図」職種の世界レベルの技を
間近でご覧いただけます。

2020年3月12日（木）・13日（金） 10：00～17：00 スカイホール豊田にて開催

担当者オススメの今回の内容を一部ご紹介

集中して取り組める
個別ブース

「会報見たよ！」で無料体験していただくと、
1,000円分のギフトカードプレゼント!会報限定クーポン

エステや脱毛も出来る理容・美容併設サロン
hair design Shu （ヘアーデザインシュウ）

【住所】 豊田市平山町6ｰ13ｰ3　【TEL】 0565ｰ26ｰ0647
【営業時間】 8：00～20：00　毎週水・金のみ8：00～20：30
【定休日】 毎週火曜・第2第3月曜　【HP】 https://riyou.jp/city/aichi/23211/90259/

企業関連
情報

hair design Shu （ヘアーデザインシュウ）

落ち着いた雰囲気の
メンズカットスペース

プライベート空間の
レディースカットおよびエステスペース

　白を基調とした、清潔感のある落ち着いた雰囲
気が素敵なhair　design　Shuは、理容・美容とも
に対応できるヘアーサロンとして、地元で人気を
集めています。
　オーナーの高須修治さんは、愛知県内の理容
競技大会で3位に入賞した実績を持つ理容師。実
家が理容店で、親の姿を見るうちに、自身も自然と
理容師を目指すようになり、今年で自分のお店を
持って15年目となりました。「ただ髪を切るだけで
なく、いろいろな人の『キレイになりたい！』という
要望に応えられるように理容と美容どちらも対応
できるようにしています。妻は美容師でありエステ
ティシャンでもあるので、カットだけでなく、フェイ
シャルエステやブライダルシェービングなども対
応しております。またメンズの方は平日の16時ま
でにカット＋シェービングをしていただくと、フェイ
シャルエステを無料で施術しておりますので、ご

興味のある方はぜひご来店ください。」と語るオー
ナー。エステやシェービングで使用するクリームな
どは、肌が弱い方でも安心して使えることにこだ
わり、エステ専門店にもひけをとらないものを揃え
ています。昨年からは脱毛の施術も開始。最新の
連射式脱毛機を導入したことで、脱毛効果が高
く、なるべく肌に負担のかからない施術ができ、利
用者からも好評。性別問わず、子供から大人まで
幅広いニーズに応えることができます。
　今後の目標をオーナーに尋ねると「うちに来て
くれたお客さまが、自信をもって当店を知人や友
人に紹介できるようなサロンにしていきたい。」と
語ってくれました。
　ヘアーの悩みはもちろん、エステや脱毛などに
も対応できるサロンに、あなたも常連になってみて
はいかがでしょうか？

（文責M・K）

本コーナーへの掲載企業を募集中！ぜひご連絡ください！ 詳しくはP.14のお知らせにて！

会報見たよ！で
カット＋脱毛をされた方に限り、
脱毛料金を半額！※初回のみ

hair design Shu
（ヘアーデザインシュウ）

豊南中学校北

平山公園

トヨタ町東

豊南
中学校

前山
小学校

豊田
自動車学校

会期2日間で来場者と出展者の間では
延べ800件を超える商談が行われています。

技能五輪実演と
空飛ぶクルマ展示は
非常に良かった。

同業他社の
技術的な取り組みが
参考になった。

ミライ塾の活動に
大きな期待を持った。

前回来場者の声

■ 大きな成果があった　　■ あった
■ 一応あった　　　　■ あまりなかった
■ なかった　　　　　■ 未回答

8.5％

47.8％
33.7％

7.7％
1.0％

1.3％

西三河最大級の展示会
とよたビジネスフェア

会社にすぐに取り入れられる「発見」や「創意」がここにある！

まだ遅くない、中小ものづくり企業から始めるIT利活用に向けて
製造現場にIoTを手早く、少額で、知識不要で簡単に導入したらビック
データが収集できてまるごと見える化できた。

Tranzac株式会社

①オフィス業務の改善事例
②RPAを使ったオフィス事務の
　効率化

トヨタ自動車株式会社
スタッフ部門の自工程完結活動に
よる働き方改革

豊田鉃工株式会社

①IoT＋エクセルへのリアルタイム入力で転記のムダは無くなる
　Excelive® IoTで年1440ｈの工数削減を見込める事例紹介
②遅いエクセルマクロも速くなる！1,000倍成果が出た事例も！
　自動車関連会社のマクロ速度チューニング事例紹介

株式会社TKアジャイル

EDIを導入することで、企業間の電子受発注作業を可能に！

一般社団法人トヨタWG共通EDI推進協会

出展企業の一覧、その他のコンテンツ等詳細は今月号折込の開催チラシをご覧ください！

お問合せ ものづくり振興担当　森奥/伊藤　TEL：0565ｰ32ｰ4594

ロボカップアジア
パシフィック2020あいち PR

今日からできる改善アイデア満載！！
「生産性向上のための事例発表」

技能五輪職種の
実演・展示

検 索とよたビジネスフェア

塾長の村本貢一さま

Before After

代表の本田 大志さま
たい   し

こう いち
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複眼の フロントライン・ソリューション

キョウエイは各分野のプロが繋がって、
三つの視点で現場のお困り事を解消します。

現場の
お困り事

ベスト
ファシリティ
(マネジメント)

ものづくり
マーチャンダイジング
ロジスティックス
(サポート)

オフィス
ファクトリー
(サポート)

クロスメディア
デザイン
(サポート)

ベスト
プロダクツ
(プランニング
＆サプライ)

ベスト
コミュニケーション
(プランニング)

http://www.toyota-kyoei.co.jp

〒471-0027 豊田市喜多町2丁目160番地 コモ・スクエア ウェスト
TEL:0565-31-2211 http://www.t-castle.co.jp

バレンタインケーキバレンタインケーキ

お渡し日の3日前までにご予約下さい

2019.2.1(土)～14(金)限定予約販売

Happy
Valentine
Happy

Valentine
￥2,800(税込)

1月18日、ジャパンラグビートップリーグ第2節「トヨタ自動車
ヴェルブリッツ」対「パナソニックワイルドナイツ」の試合が行
われました。試合チケットは販売早々に完売となり、「観戦した
かった」と残念がる人の声がチラホラ。豊田スタジアムで開催
されたトップリーグ戦での完売は初の出来事で、当日の入場者数は37,050人、歴代最多記録を
更新しました。
ヴェルブリッツには姫野和樹選手（主将）・木津悠輔選手・茂野海人選手らが、ワイルドナイツ
には稲垣啓太選手・堀江翔太選手・福岡堅樹選手らが所属しており、ワールドカップで肩を組
んだ両者が、トップリーグでは敵チーム。ファンはそれぞれのチームを応援しながらも、スター
選手たちの好プレーに、敵味方の垣根を超え歓声に沸きました。
姫野主将は「トップリーグ2020はトヨタ自動車ヴェルブリッツが優勝します」と意気込んでい
ます。ちなみに昨年はトップリーグ4位という好成績、今年は更なる活躍を期待しましょう！

豊田スタジアムで3万7千人が沸く

ジャパンラグビー トップリーグ 第2節

WRC（世界ラリー選手権）だけじゃない！

2019年11月号にて「Rally　Japan（WRC日本ラウンド）」のご
紹介をしましたが、WRCをプロ戦最高峰とするならば、ラリー
チャレンジは参加者の約半数がラリー初心者というビギナー向け
の大会。2019年シーズン（前回）は、全シリーズの成績上位者が
優先的に参加できる特別戦が豊田で開催されました。
今回2020年シーズンのスケジュールが発表され、最終戦が11月14日(土)・15日(日)に豊田で行
われます。本年はラリー熱の高まりが期待される1年です。
開催地の詳細・予約の開始など、決まり次第本紙にてご紹介します。続報をお待ちください。

冷めないラグビー熱！

11/14～15
TOYOTA GAZOO Racing

ガズー レーシング

ラリーチャレンジ最終戦 豊田で開催決定！

最新情報は公式HPをご覧ください。 ⇒ https://toyotagazooracing.com/jp/rallychallenge/

WE LOVE とよた商品券 各期限のお知らせ
忘れていませんか？

換　金 平日（豊信営業日）
9：00～15：00 豊田信用金庫市内外４０店舗窓口

販　売
平日（豊信営業日）
9：00～15：00 豊田信用金庫市内２７店舗窓口
（購入対象者に限る）

販売期間 ２０２０年２月２８日（金）
使用期間 ２０２０年３月３１日（火）
換金期間 ２０２０年４月１５日（水）

１月25日～26日に名古屋市金山総
合駅溝内にて行われた「とよたの特
産品展」へ参加しました。豊田市内の
選りすぐりの特産品を販売する19の
事業所が集結し“美味しい”とよたの
魅力をPRをしました。とよたPR大使
は両日参加し、お越しいただいた皆
さまとふれ合い、おすすめの商品を
ご紹介しました。

とよたの特産品店に参加しました
とよた元気プロジェクト とよたPR大使活動報告

たくさんのお客さまで賑わう会場とよたの“おいしい”をPR

「こんな素敵なものが豊田に
あるんだね」や「豊田に行って
みようかな！」などお越しいた
だいた皆さまからの声を聞き、
豊田市をもっと
市外に向けて
PRしたいと
改めて感じ
ました。

くらやま　　さき
とよたPR大使

倉山 沙葵さん

募集締切 2020年２月２8日（金）

年会費 当所会員事業所 12,000円
市内商工会員事業所 18,000円

お問合せ 総務部まちづくり振興担当 ＴＥＬ：0565ｰ32ｰ4595
http:toyota-marche.jp/

２０20年度「WE LOVE とよたマルシェ 」
加盟（ホームページ掲載）事業所を募集します

WE LOVE とよたマルシェ専用WEBサイトにて豊田市内に拠点を持ち、生産・販売を行って
いるこだわりのお土産品（加工食品・農産物・飲料※酒類を含む）を紹介しています。
掲載されることにより、イベントへの出店や、市内事業所の手土産に利用される機会も増え
ています。
貴店の想いや、こだわりの商品を「WE LOVEとよたマルシェ」に掲載し売り上げアップを目
指しませんか。ぜひ広告媒体としてもぜひご活用ください。
お申込等、詳しい内容に関しては下記連絡先にお問合せください。

当所の幅広いネットワークを活用し、販路拡大・集客を支援します

検 索WE LOVE とよたマルシェ

2020.2.1（土）～14（金）
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日本が直面する「人口減少」「働き手
のニーズの多様化」などの課題に対
応するためには、投資やイノベーショ
ンによる生産性の向上や、就業機会
の拡大、意欲・能力を存分に発揮でき
る環境をつくることが不可欠です。
また、生産性の向上に加え、職場環
境の改善などの「魅力ある職場づく
り」は、人手不足の解消にもつながり
ます。

確定申告相談（要予約）
対象者 豊田商工会議所地区内（本所・上郷・高岡・猿投・松平地区）の小規模事業者

※所得税の決算書の事前作成、消費税申告がある場合は課税取引金額計算表を用いて区分経理し、作成した申告表をお持ちください。

内　容 確定申告書の作成・実務相談 ※株の配当、年金、譲渡、相続、贈与の申告は受け付けできません。

持ち物

●決算書、確定申告書一式（昨年の控え）
●帳簿一式　●印鑑
●事業所得以外の収入がある場合の関係書類
　（給与所得や公的年金等の源泉徴収票）
●配偶者特別控除を受ける際の配偶者の収入金額
●支払った保険料の証明書（国民健康保険料、介護保険料等）
●各種所得控除証明書（小規模企業共済、国民年金保険料、
　生命保険料、地震保険料等）
●医療費控除を受ける際の明細書
　（個人別、病院別にまとめて集計してください）
●セルフメディケーション税制を受ける際の特定一般用医薬品
　等の領収書および証明書類等
　（予防接種済証、健診等の結果通知表（写）等）
●マイナンバーが確認できる書類（マイナンバーカード（写）、
　個人番号通知カード（写）等）
●本人確認書類（運転免許証（写）、保険証（写）等）
※上記のもの以外にも必要と思われるものは各自ご持参ください。
※商工会議所にてマイナンバーを一時的に保管するにあたり、委任状
への署名捺印等が必要になります。

時　間 13：30～17：00

申込み 予約が必要です。お近くの会場またはご都合の良い日に合わせ
て右記本支所へお申し込みください。

会　　場 日　に　ち

進めよう！ 働き方改革

2019年度 確定申告相談スケジュール

本　　所
☎32ｰ4593

3月 2（月）、5（木）、9（月）、11（水）

2月
12（水）、14（金）、18（火）、19（水）、
25（火）、27（木）

高岡支所
☎52ｰ3047

3月 4（水）、6（金）、9（月）、12（木）

2月 6（木）、12（水）、17（月）、19（水）、
20（木）、25（火）、27（木）、28（金）

松平支所
☎58ｰ0025 3月 2（月）、3（火）、5（木）、6（金）、10（火）

時間外労働を行うには
サブロク（36）協定が必要です。

猿投支所
☎45ｰ1212

3月 2（月）、4（水）、5（木）、10（火）、11（水）

2月
10（月）、12（水）、13（木）、17（月）、
19（水）、20（木）、26（水）、28（金）

上郷支所
☎21ｰ0019

3月 2（月）、3（火）、4（水）、5（木）、
9（月）、10（火）、13（金）

2月
10（月）、17（月）、19（水）、20（木）、
26（水）、27（木）

当所でも昨年から「働き方改革無料相談」を開催しております！
ぜひご利用ください。（詳細はP．10をご覧ください）

労働者10名以上の場合は、
就業規則の作成、届出が必要です。

労働契約を締結する際は、
労働者に対して、労働条件を
書面等で交付する必要があります。

非正規の方を雇っている場合は、正規の方と比べて不合理な待遇差が
ないようにする必要があります。

賃金台帳、労働者名簿などを
作成する必要があります。

働き方改革を行うに当たって、以下の対応はお済ですか！？

国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/07.htm

軽減税率制度により、複数税率が存在しています。消費税の申告書作成には、元帳の勘定科目ごと・税率ごとの取引の合計額から、
税率ごとに区分した課税売上及び課税仕入等を集計し、課税取引金額計算表を作成する必要があります。

消費税申告書作成のためには
課税取引金額計算表の作成が必要です！

日々の記帳を税率ごとに区分する「区分経理」ができていないと、課税取引金額計算表が作成できません。
※課税取引金額計算表が作成できないと消費税の申告書が作成できません。重 要

課
税
取
引
金
額
計
算
表

勘
定
科
目
ご
と
・

　
税
率
ご
と
の
集
計

経費についても、同様に勘定科目ごと、税率ごとに集計された元帳から転記していきます。
上記集計した内容に基づき、作成した課税取引金額計算表を申告書付表に転記していくことで、申告書が作成できます。
※簡易課税制度を適用している事業者の方は、課税売上高のみについて区分が必要です。
※消費税の確定申告相談を希望される方は、上記の課税取引金額計算表を作成のうえ、ご相談ください

課税取引金額計算表は国税庁HPおよび当所HPからダウンロードできます。

32
33
34

20,000,000 20,000,000
500,000
15,000,000 15,000,000

15,000,000 2,500,000 2,500,000

1,200,000 1,800,00012,000,000
15,500,000
600,000
14,900,000
5,100,000
100,000 100,000
100,000 100,000 75,000

50,000 20,000
25,000

20,000

30,000

55,000

100,000

200,000

300,000 200,000
1,200,000 1,200,000

125,0001,700,000 1,500,000
3,400,000
16,700,000 15,200,000 12,125,000 1,220,000 1,855,000

科目
決算額
A

Aのうち
課税取引に
ならないもの

B

課税取引金額
（A-B）
C

2019.9.30以前 2019.10.1以後

うち旧税率分
D

うち軽減税率
E

うち標準税率
F

売上
期首商品棚卸高
仕入金額
小計

期末商品棚卸高
差引原価
差引金額
租税公課
水道光熱費
接待交際費
給与賃金
計

差引金額
③+32

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑩
⑭
⑳

売
上
原
価

経
費

売　上

摘要 貸方借方
年間計
うち8％（旧税率）
うち8％（軽減）
うち10％

20,000,000
15,000,000
2,500,000
2,500,000

元帳

1,800,000

仕　入

摘要 貸方借方
年間計
うち8％（旧税率）
うち8％（軽減）
うち10％

15,000,000
12,000,000
1,200,000
1,800,000

元帳

検 索働き方改革　厚労省詳しくは「働き方改革」特設サイトへ ※都道府県労働局、労働基準監督署でも相談支援を行っています。
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〈PDCAのメリット〉
●組織や個人の目標を
　明確にできる
●行動に集中しやすくなる
●課題や不足が分かりやすい

PDCAサイクルとは、
Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→
Action（改善）を繰り返すことによって、生産
管理や品質管理などの管理業務を継続的に改
善していく手法のこと。

知って
おきたい用語集

－ 近年よく耳にする言葉の意味を知ろう －

PDCAサイクルとは？11
（ピーディーシーエーサイクル）

ホテルトヨタキャッスル宿泊優待

宿泊３０％割引券
【予約先】 ホテルトヨタキャッスル　ＴＥＬ：0565－31－2211

受付で「会報を見た」とお伝えください。

総務部 0565－32－4569
（受付時間 9：00～17：00）お問合せとよたcci会員のうれしいご優待！

フォレスタヒルズ

※他の割引との併用不可　※1枚につき4名さままで利用可

【レストラン】 レストランフォンターナ・和処 花乃里
【予約先】 ＴＥＬ：0565－58－3500
https://www.forestahills.jp

食事10％割引

担当 弓場・小池　TEL：0565ｰ32ｰ4567ご優待券・クーポンに関するお問合せ

割 引 ご来店特典

豊田市温浴施設
じゅわじゅわ入場券
通常700円を600円で販売
※12歳以下の方、60歳以上の方は現地にてお求めいただくほうが割安です

販 売 本所のみ

豊田プレステージホテル

※現金のみのお支払時利用可
※チェックイン時にご提示ください

【予約先】 ＴＥＬ：0565－34－5555
http://www.prestige-hotel.com

宿泊１０％割引

プラザホテル豊田

※基本料金より10％割引　※チェックイン時にご提示ください
※カプセルホテルを除く　　※他の割引との併用不可
※ランチタイムは除く

【予約先】 ＴＥＬ：0565ｰ29ｰ1811
https://www.plaza85.co.jp

shyna シエナ

※毎月先着10名さま限定（完全予約制）

ＴＥＬ：090－1234－0703

美白フェイシャル＋首美白（60分）

7,560円→4,000円

名鉄トヨタホテル

※他の割引との併用不可
※1枚につき4名さままで

【予約先】0565-35-6611 https://toyota-hotel.co.jp

シーズナルキッチン『ル・ボナール』
日本料理『御河』・鉄板『欅』・中華料理『万陽華』

お食事１０％割引

猿投温泉金泉閣

【予約先】 ＴＥＬ：0565－45－6111
https://www.sanageonsen.jp

大人通常
1,500円を1,200円
小人通常 300円

岩風呂
入泉料

メンズ
サウナプラザ

通常
2,300円を1,500円

プラザホテル
豊田

宿
泊10％割引

げんき食堂
WAKU家

飲
食10％割引

ホテル金泉閣
1泊2食、昼食、
夕食の基本料金より

10％割引

下記共通クーポンを切り取ってご利用いただけます ※お会計前にご提示ください

対象店舗で使える！共通クーポン

車のコーティング
ＭＩＧＡＸ ＮＢ（株）

※他の割引との併用不可

ＴＥＬ：0120－890－901　http://migax.net

全てのサービス１０％ＯＦＦ

シティホテルアンティーズ

※ご予約時に「クーポン利用」とお伝えください
※他券との割引併用不可　※チェックイン時にご提示ください

【予約先】ＴＥＬ：0565－33－7337
http://www.toyotahotels.co.jp

宿泊１０％割引

※１枚につき
　１室（３泊）まで

※要事前予約

●新年のお葉書から
梅坪神社と挙母神社へご先祖さまをお参りし、おせちを作り、お正月
はゆっくりできました。
夫婦そろって子（ネズミ）、秋に金婚式を迎えます。
本年も貴紙楽しみにしております。猿投温泉で何度温まったことか…
感謝です‼
皆さま、今年もよろしくお願いいたします。お葉書楽しみにしています。
先月号の縦読み「ねずみどし」、誰かに気づいてほしかった…
縦読みはロクな話題がないですね…！

●「ハネタク東京五輪内定」を読んで
地元から世界的選手が出ることが誇らしい
「ハネタク」頑張れ！東京五輪楽しみです
大人気ですね！彼のルックスも相まって。
たくましい筋肉に甘い顔、そして実力！
僕もキャーキャー言われたい。
うーん、Matt化？

会報読者の皆さまからい
ただいたご意見のご紹介
コーナーです。

こぼれ
ばなし
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正解者の中から15名さまに
『猿投温泉 日帰り入浴
平日無料券』をプレゼントします。

正解者の中から15名さまに
『猿投温泉 日帰り入浴
平日無料券』をプレゼントします。

〒471ｰ8506 豊田市小坂本町1ｰ25　
豊田商工会議所 総務部 宛
E-mail：somu@toyota.or.jp

ハガキ、またはメールに　①クイズの解答
②気になった記事　③氏名
④郵便番号・住所　⑤事業所名を明記し、
下記までご応募ください。

応募方法

2月25日（火）到着分まで
※当選者の発表は、景品の発送をもってかえさせ
ていただきます。
※ご応募された方の個人情報は、当選者の選定・
発送以外は使用いたしません。

応募締切

応　募　先

A B C D E

A B C D E

●□に入るのはカタカナ１文字です
●「ァ・ィ・ゥ・ェ・ォ・ャ・ュ・ョ・ッ」などの小さい字
　（促音・拗音）は、大文字の「ア」や「ツ」として１文字とします
　（例：「ショック」→「シヨツク」）
●濁音や半濁音は１文字として数えます
●A～Fに入れた文字を並べると、ある言葉が完成します

ルール

. 焼き鳥はコレに刺さっています

. くぎ煮にする魚

. 畳が敷いてある部屋

. 寝るために使うものの総称

. となり合っています

. 前年に収穫したお米

. 現在の新潟県あたりの旧国名

. 常に、吸ったり吐いたりします

1
2
3
4
7
8
9
11

. 出ると打たれてしまう

. まんじゅう、もなか、ようかんなどのこと

. 歯医者さんの別の言い方

. 魚釣りで使うもの

. ⇔大声

. 落ちついて静かになりました

. ショートケーキの上の赤いフルーツ

. かぐや姫の故郷

1
3
5
6
8
10
12
13

クロスワードパズル

税務相談

記帳方法・税額計算・消費税の仕組み等相談に応じます。

エコアクション21環境経営相談
認証・登録のメリット、導入までEA21の審査人が相談に応じます。

タテのカギ ヨコのカギ

タテとヨコの問題を解いて、白い□を埋めてください。

注
意
点

先月号
の答

専門家の力を借りたいとき、サッと手配します 無料の専門相談 要予約

13：30～17：00

信用保証相談
運転・設備資金の必要な方、愛知県信用保証協会相談員が応じます。

13：30～16：00 本所 第2水曜

金融公庫相談
日本政策金融公庫相談員が行う最高1億2千万円までの事業資金相談。新規開業者
の方もご相談に応じます。

13：30～15：00 本所 毎週木曜

販売促進相談
集客・売上アップのためPOP・
DM・イベントの相談に応じ
ます。

IT相談

発明特許相談
アイデア・デザイン・意匠登録・
商標・サービスマーク等相談
に応じます。

労務相談
賃金・社会保険・就業規則・時
短対策等相談に応じます。

HP作成やソフトの操作方法
（Word、Excel、PowerPoint、
Access）、IT活用、パソコントラ
ブルなどITに関するさまざまな
相談に応じます。

2/18（火）、3/17（火）
14：00～17：00
本所

日 時

場 所

IT
相談員

3名定 員

株式会社ＩＴイノベーション
ＩＴコーディネーター
秋山 剛氏　福田 明弘氏第3火曜日

13：30～16：30
日 時

本所場 所

平日13：30～17：00日 時

本所場 所

《お問合せ・お申込み》

総務部 TEL：0565ｰ32ｰ4569　FAX：0565ｰ34ｰ1777

《お問合せ・予約申込みなど》

《お問合せ・お申込み》

●本　　所 TEL：0565ｰ32ｰ4593　●上郷支所 TEL：0565ｰ21ｰ0019
●高岡支所 TEL：0565ｰ52ｰ3047　●猿投支所 TEL：0565ｰ45ｰ1212
●松平支所 TEL：0565ｰ58ｰ0025　　　　　（受付時間 8：30～17：30）

ご希望の日に開催 お申し込み後 2週間以内の開催を原則

相談日の前営業日午前中（行政書士相談は相談日の2週間前）までに
上記の窓口またはお電話にて事業主経由でお申し込みください。

※予約がなくても対応しますので、お気軽にご相談ください。

愛知働き方改革推進支援センター

法律相談
商取引・債権回収・交通事故・契約等のトラブルの相談に応じます。

13：30～17：00 本所 第3月曜

自社株まわり相談
自社の株式に関するご相談に、名古屋中小企業投資育成株式会社の職員が応じます。

13：30～16：00 本所 12日（水）

行政書士相談
各種法人の設立、各種営業の許可・宅建業免許申請、建設業許可・経審・入札参加申
請、産業廃棄物許可申請、外国人の在留資格申請、建築・開発・農地転用許可申請、運
送業・特殊車両通行許可申請、車庫証明、契約書の作成等について相談に応じます。

働き方改革無料相談
働き方改革に向けて、特に中小企業・小規模事業者
の方々が抱える課題に対応するため、中小企業診断
士・社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。

13：30～16：30 本所 第3水曜

0120ｰ552ｰ754　FAX：052ｰ747ｰ5640

（エコアクションのみ～16：30）

下記の事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。
記入事項 事業所名、受講者名、年齢、TEL、ＦＡＸ

【岩倉町】 【喜多町】

【喜多町】 【加納町】

【喜多町】 脱毛サロン Punana

ＴＥＬ：080－6972－9190

子供脱毛（高校生まで）通常料金より

最大５０％OFF（完全予約制）

【四郷町】 有限会社 真栄コーポレーション
アイクリーナー

ＴＥＬ：0120－85－1907

ハウスクリーニング１０％OFF
【丸山町】

はんこ屋さん21豊田店

ＴＥＬ：0565－32－3253
https://hankoyasan21.net

【元城町】

かみいろ美人

※新規の方のみ　※全体染め、ロング料金はプラス1,000円～
※特殊カラーはやっておりません

ＴＥＬ：0565－42－4266

カラーリングリタッチ料金

通常3,758円→3,218円

【西町】 トヨタセントラルゴルフ

（2,200円 or 5,200円スマイルカードは除く）

ＴＥＬ：0565－58－2900

50球追加プリペイドカード
新規ご購入時に

50％OFF名刺・封筒の
初回データ作成代

【宮前町】

天ぷら 御食事処 まつ葉

※上限3,000円まで　※1枚につき4名さままで

【予約先】ＴＥＬ：0565－42－5717

飲食代１０％割引
（月～木 17:30～22:00のみ利用可）

【御幸本町】

（合）ビバ・ピール

※他の割引との併用不可

ＴＥＬ：0565－34－2583（9：30～15：00）
ＴＥＬ：090－3550－7016（15：00～）

１０％割引身体も心もあったか、ポカポカ
よもぎむし（40分）
【ペア（2人まで）】 さらに1人あたり500円引き（40分）

【十塚町】

【曙町】

【神明町】

【豊栄町】

本所 3日（月）・6日（木）・10日（月）・13日（木）・17日（月）・20日（木）・26日（水）・28日（金）／
上郷支所 5日（水）・13日（木）・21日（金）・25日（火）・28日（金）／
高岡支所 7日（金）・14日（金）・18日（火）・21日（金）・26日（水）／
猿投支所 14日（金）・18日（火）・21日（金）・25日（火）・27日（木）／
松平支所 7日（金）・13日（木）・18日（火）・21日（金）・27日（木）
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●お一人さま1回1枚限り有効　●他券との併用不可
●有効期限 2020年3月10日まで

豊田商工会議所会報 2020.2月号

共通クーポン コピー可
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Present相談所より



2019年12月3日、豊田商工会議所にて研修事業③「言葉の力でチーム力アップ～相手の心を動かす言葉がけ～」が開
催されました。今回の研修事業③では、地元豊田で活躍されている三森啓文講師をお迎えしました。講演では元豊田市小
中学校教諭という経験をもとに、人を勇気付けるペップトークの大切さを学びました。ペップトークは、もともとアメリカで
スポーツの試合前に監督やコーチが選手を励ますために行っている短い激励のスピーチです。言葉の「捉え方変換」、「し
てほしい」変換などグループワークを交え、前向きで活発なやり取りで盛り上がりました。ペップ（前向きな）言葉とプッペ
（ネガティブな）言葉を理解し、周りを元気にするコ
ミュニケーションについて考え、「言葉の力」の偉大
さを感じるきっかけとなりました。

群 青 Power of Smile 青年部活動報告

関連団体より

言葉の大切さをあらためて実感しました！研修委員会あいさつ 伊藤委員長 三森啓文講師

当協議会は、昭和５９年４月１１日に発足し、県営西三河工業用水道が適切に維持管理され安定供給が図られるよう諸活動を展
開しています。愛知県は、産業活動の発展と地盤沈下の防止のため昭和36年から工業用水の給水を開始し、現在県内を4つの
事業に分けて、木曽川、矢作川、豊川の各水系の上流にあるダムを水源とし、7つの浄水場から各事業所へ給水しています。当協
議会は、矢作川水系の岡崎市、半田市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、高浜市、みよし市、東浦町、武豊町、幸田町
【9市3町※一部を除く】内の鉄鋼・化学・自動車などの重工業から、食品・繊維などの軽工業まで、幅広い事業所にご加盟いただ
いています。

西三河工業用水道協議会 － 活動紹介 －

お問合せ 協議会事務局 豊田商工会議所　TEL：0565ｰ32ｰ4567

三重県農業研究所にて取り組み内容の説明を受ける参加者

●５月　　定時総会
　　　　　講演会「温暖化と気候変動」
　　　　　講師：気象予報士 岡安里美氏
●１０月、２月　企業庁との意見交換会
●１１月　視察見学会　
　　　　　「三重県農業研究所 モデルハウス型植物工場」

※工業用水の受水等のご相談については西三河水道事務所（TEL：0566‒98‒5651）へお問合せください

活動内容（年間） ※2019年度実施事業例
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（派）23ｰ301429　FAX.0565ｰ32ｰ8880

登録支援機関
である弊社担当者が
ご説明させて
いただきます！

外国人人材紹介で１５年以上のキャリア！

特定技能ビザで"新しい外国人人材"を
ご検討されている
人事担当者様に朗報！

この15年間で延べ120社に
約30,000人の紹介実績！

日本語で
コミュニケーションが
とれるまじめな外国人
人材をご紹介します。
日本人以上の仕事ぶり、
習熟スピードの速い外国人を活用し、
御社の人材不足を解消します。

19登-000390

編 者散文
Editor's prose

自動車が地面と接するタイヤの面積はハガキ
4枚程度。そのわずかな面積で1.5ｔ近い自動
車の「走る」「曲がる」「止まる」を支えている。
クルマの安全性能の進化は著しいものの基
本この部分は変わっていない。免許取得か
ら？十年経ち、やっとこのことをハンドルから感
じながら運転できるようになった。朝礼のスピー
チのテーマは「交通安全」。ヒヤリハットの経
験を振り返りながら、人がクルマを運転する責
任の重さを痛感するこの頃デス。　　（Y.O.）

3日（月） キャッシュレス初心者講座（当所2階）
8日（土16時）・9日（日） はだか祭り「天下祭」（松平）
9日（日） 第218回珠算能力検定

13日（木）
知的財産経営サロンin豊田
（ものづくり創造拠点ＳＥＮＴＡＮ 2階）

15日（土） STREET＆PARK MARKET（桜城址公園）
19日（水） 第85回リテールマーケティング（販売士）検定
23日（日） 第154回簿記検定

商工会議所他ご案内 月2

珠算能力検定1級満点合格 おめでとうございます！

newsnews

当所で行われた第215回（2019年2月
10日施行）と第217回（同10月27日施
行）珠算能力検定（日本商工会議所主
催）で、2名の方が1級満点合格を達成い
たしました。

「起業したい！」を形にするために
起業集中講座受講生募集お知らせ

起業を考えているけど何から始めたらよいかわからない、起業に必要な
知識を身につけたい、既に起業しているが新規事業を考えたいなど、起
業について学びたい方向けに下記の日程で講座を開催致します。講師
は創業支援の専門家他、金融機関、税理士等の専門家が担当します。本
気で起業を目指すあなたのご参加をお待ちしています！

会員事業所紹介の
掲載先を募集して
います！

お知らせ

本誌のP5に掲載の会員事業所紹介コーナー
（下段部分）において、ぜひ当事業所を掲載し
て欲しい！とご希望の会員さまがございました
ら、ご連絡ください。取材させていただいたう
えで、事業所紹介させていただきます。

※事業内容や取材内容等によっては掲載をお断りさ
せていただく場合もあります。また掲載時期につ
きましても、ご希望に添えない場合がありますの
で、予めご了承ください。

当会議所HPより申込書ダウンロードのうえ、2月14日（金）までに
FAX（0565ｰ32ｰ1000）またはメール（sodan@toyota.or.jp）
までお申し込みください。

ONE TEAMで取り組む1年に
新春懇談会報 告

ホテルトヨタキャッスルにて開催。ご講演いただいた
太田市長をはじめ、ご来賓、当所役員・議員等あわせ
て約160名の皆さまにご参加いただきました。盛大
に開催できましたことに感謝申し上げます。
三宅会頭はあいさつでWRCの開催に触れ、「くるま
のまちとして『自動車文化』や『モータースポーツ』の
素晴らしさを世界に発信するまたとないチャンス。ラ
グビーワールドカップで培われたスポーツ文化と、お
もてなしマインドという２つのレガシーをまちのさら
なる魅力アップにつなげるとともに交流人口の拡大
を地元経済の活性化につなげていきたい」と語られ
ました。

オリンピック・WRCに期待ふくらむ2020年

お知らせ 新規会員さまのご紹介
（敬称略・部会順）

事　業　所　名
第一商業

第二商業

第三商業

飲食業

町　名

大岩 久城 加 納 町

建設業

サービス業

第一工業
（株）稲垣工業 高 橋 町

マシンテクノ坂部 高 橋 町

近藤 春美 竹 元 町

（株）セーフティーDo 高 橋 町 BANANA CRUE 三 軒 町

ソーマ化粧品豊田営業所 元 城 町

三和工業（株） 高 橋 町 Ｙ’sシステム 泉 町
（株）プラル 山 之 手

風間水産 中 田 町

加藤建築 鴛 鴨 町 K．Dラボラトリー 浄 水 町
マサテック 五 ヶ 丘 free style 土 橋 町

１６丁目 大 林 町

松村建築 千 足 町 petit fleur 渡 刈 町

ありんこ 美 里

山部S企画 若林東町 村井 教恭 泉 町
ちゃちゃっとさん 野見山町
心と体のトータルアシスト Glanz 市 木 町キクチ 浄 水 町

（有）スズテック 美 里

岩い組 横 山 町

事　業　所　名 町　名

2019年5月8日の常議員会にて承認され、ご入会いただきました事業所さまです。
本来ならば2019年6月号へ掲載すべきところ、掲載に漏れがございました。謹んで
お詫び申し上げますとともに、本紙掲載をもって代わりとさせていただきます。

事　業　所　名 町　名

会　　場 当所
定　　員 10名（申込多数の場合選考、全日参加可能な方優先）
日　　程 全3日間（2月22日、29日、3月14日 全て土曜）

お問合せ 中小企業相談所　担当 早川　TEL：0565ｰ32ｰ4593

お問合せ 担当 小池・山下
TEL：0565ｰ32ｰ4593

お申込み

受　講　料 無料

挙母市から豊田市へ 2人の功績に想いを馳せて
中村寿一・豊田喜一郎顕彰会 献花式

毎年３月の第１土曜日に豊田市発展の礎を築かれた中
村寿一氏・豊田喜一郎氏の功績をたたえる「献花式」
を行っています。また、ものづくり精神の伝承として多
大な貢献をされた方や作品に対する表彰も行います。
ご参列を希望される方は、右記までご連絡ください。

日　　時 2020年3月7日（土） 9：00～9：45
場　　所 豊田市役所 東庁舎顕彰前（広場）

第１・２・３商業部会
合同事業お知らせ

お知らせ

滋賀県甲賀市の信楽は日本六古窯に
数えられる焼物の産地です。町には
200以上の窯元が点在し、至るとこ
ろで愛嬌のあるたぬきの置物と出会
うことができます。連続テレビ小説
「スカーレット」の放映から、その舞台
として日本中から注目されている信
楽の「ドラマを活かしたおもてなし事
業」や関連するお土産の商品開発等を見学します。
ぜひご参加ください。

日　　時 2020年3月3日（火）
場　　所 滋賀県甲賀市信楽（窯元・信楽陶芸たぬき村）

参　加　費 3,000円 ※昼食代含

定　　員 40名（1事業所2名まで）※商業部会優先

締　　切 2月21日（金）

お申込み 総務部まちづくり振興　担当 丹羽・森奥

申込方法 折込チラシにてお申込みください。

お問合せ 総務部 弓場・嶋村　TEL：0565ｰ32ｰ4568
対　　象 顕彰会 会員 会　　費 1,000円（入会時のみ）

ご入会ありがとうございました

連続テレビ小説「スカーレット」で話題
信楽の取り組みを学ぼう！

珠算能力検定では、かけ算、わり
算、みとり算の各100点、3種目計
300点中、240点以上獲得で合格
となります。
1級満点合格は1回の検定でわずか
な人数しか達成できない「段位を取るよりも難しい」関
門とされ、達成者は日本商工会議所より表彰されます。

YOU’I 石川の酒井 理帆さん第２１5回

OKそろばんクラブの浅井 香音さん第２１7回

1
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お知らせ
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