
●上郷支所　〒470－1218　豊田市上郷町5丁目3番地1　TEL 21－0019　FAX 25－0195
●高岡支所　〒473－0917　豊田市若林西町西山18番地　TEL 52－3047　FAX 51－1095
●猿投支所　〒470－0373　豊田市四郷町東畑70番地1
　　　　　　　　　　　　　（猿投コミュニティセンター内）　TEL 45－1212　FAX 43－0190
●松平支所　〒444－2216　豊田市九久平町簗場38番地5　TEL 58－0025　FAX 86－1040

豊田商工会議所 ■総務部（入会、財務 他）
　　　　 （共済、検定、会場貸出 他）
　　　　 （まちづくり振興）
■中小企業相談所（経営相談）
　　　　　　　　 （ものづくり振興）

TEL ３２－４５６8
TEL ３２－４５６9
TEL ３２－４５９5
TEL ３２－４５９３
TEL ３２－4594

■本所　〒471－8506　愛知県豊田市小坂本町1丁目25番地
TEL 0565－32－4567（代表）　FAX 0565－32－1000
ホームページ　https://www.toyota.or.jp
Eメール　info@toyota.or.jp
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特 集　2020年からの働き方改革法案

ものづくり 2020年実施 ものづくり補助金（生産性革命推進事業）続報
重要なお知らせ 新型コロナウイルスへの対応

会員事業所紹介 わかみや調剤薬局・池島五組厨房168・
　　　　　　　自家焙煎珈琲 あぶさんと
SPORTS 東京オリンピック聖火リレーに参加しよう！
Sou-navi 確定申告相談・2020年4月1日～原則屋内禁煙義務化
中村寿一・豊田喜一郎 顕彰会、商工会議所 利用のススメ など
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会員紹介 「自家焙煎珈琲 あぶさんと」会員紹介 「自家焙煎珈琲 あぶさんと」

新型コロナウイルスによる経営
状況の悪化や資金繰りの不安等
ございましたら、当所相談窓口
までご相談ください。

新型コロナウイルスに関する
経営相談窓口

お問合せ
TEL：0565ｰ32ｰ4593

（中小企業相談所）

【申込方法】①上記申込書（コピー可）に必要事項を記入してください
②記入した申込書を、申込期間内に直接豊田スタジアム
　スポーツプラザ（室内プール）受付カウンターにお持ちください
③その場でチケットと現金の引き換えとなります

名古屋グランパスホームゲーム
豊田スタジアム開催試合
名古屋グランパスホームゲーム
豊田スタジアム開催試合

※予約制ではありませんので電話等での事前予約、
取り置きはお受けできません。
※スポーツプラザは会議所会員様以外にも同時に
販売している窓口です。ご購入のタイミングに
よっては券種や枚数等ご希望に添えない場合が
ありますのであらかじめご了承ください。

※購入後の返金、券種変更は一切お受けできません。

【ご注意】
【申込場所】豊田スタジアム スポーツプラザ受付　営業時間 9：00～21：00

（12月～2月と毎週日曜日は19：00まで）
※不定休のため営業状況は事前にお電話でご確認ください（☎ 87－5222）

お問合せ（株）豊田スタジアム 営業Ｇ　☎ 0565－87－5252

※先着順につき、売り切れの際はご容赦願います。

【申込期間】前売券一般発売日から試合前日まで

当所会員様は通常よりお得な料金で
チケットをご購入いただけます。

会員
特典

【申込書】

事 業 所 名 氏 名

住 所

申 込 者ＴＥＬ 申込日

総合計 円

バック
のみ

バック
のみ
バック
のみ

メイン
のみ

メイン
のみ

バック

メイン

ホーム自由席（大人） 円 円

B自由席（小中高）

B自由席（大人）

A指定席 円

円

円

円

円

円

円

円

ホーム自由席（小中高） 円

円

円

円

月　　　　　　　日

円

円ＳＳ指定席

円

円
メイン
のみ円

Ｓ指定席

メイン3階指定席（大人）

メイン3階指定席（小中高）

指
定
席

自
由
席

席　種
価　格 メイン

or
バック

金　額

2020明治安田生命J1リーグ 名古屋グランパスホームゲーム2020明治安田生命J1リーグ 名古屋グランパスホームゲーム
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開催延期となりました。代替日等は名古屋グランパス公式ＨＰで発表となります。
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2019年から大企業を中心に適用が始まった働き方
改革法案ですが、2020年4月からは適用範囲が中
小企業に拡大され、さらに徹底されることになって
います。
例えば、2019年からすでに大企業には適用されて
いた月60時間を超える時間外労働における割増賃
金率50％以上について、中小企業への猶予措置が
廃止され、すべての企業が対象となります。また時
間外労働の上限について月45時間・年360時間を
原則とし、臨時的・特別な事情があるという場合で
も年720時間・休日労働含む単月100時間が限度と
なります。
とはいえ、働き方改革に向けて何から始めれば良い
のか、わからない方も多いかと思います。しかしもう
先延ばしはできません。
まず、従業員の働き方を正しく把握することから始
めましょう。具体的には、正しい形で勤怠を管理し、
実態を知ることです。勤怠データから、職場の問題
点や課題が明らかになります。

1

2020年から働き方改革法案の実施が本格化しより厳しく企業に求められることになります。全ての企業に影響する
法改正ですので、早めに準備して労働者の合意も取り付けた上で、適切な制度改正を行いましょう。

働き方改革の基本的な考え方

時間外労働・休日労働をさせるためには、36（さぶろく）
協定が必要です。

2 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。

3 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。

4 非正規雇用労働者の方を雇っている場合は、正規雇用
労働者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。

３つの働き方ＣＨＡＮＧＥ！で、笑顔あふれる職場づくりを
有給休暇５日取得 時間外労働の上限規制 同一労働同一賃金※

働き方改革に取り組むにあたり、
以下の対応はお済みですか！？

◎何かご相談があれば「働き方改革無料相談」をご利用ください。（詳しくはP10へ）

労働時間・休日に関する原則

2020年からの
働き方改革法案

「働き方改革」は、働く方々が、個々の事業に応じた多様
で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするため
の改革です。

中小企業・小規模事業者の働き方改革
「働き方改革」は、我が国雇用の７割を担う中小企業・小規
模事業者において、着実に実施することが必要です。職
場環境の改善などの「魅力ある職場づくり」が人手不足
解消につながることから、人手不足感が強い中小企業・
小規模事業者においては、生産性向上に加え、「働き方改
革」による魅力ある職場づくりが重要です。
取り組みにあたっては、「意識の共有がされやすい」など、
中小企業・小規模事業者だからこその強みもあります。
「魅力ある職場づくり」→「人材の確保」→「業績の向上」
→「利益増」の好循環をつくるため、「働き方改革」により
魅力ある職場をつくりましょう。

これを超えるには、
36協定の締結・届出が必要です。

１日   ８時間 及び
１週 40時間

法律で定められた
労働時間の限度

毎週少なくとも
１回

法律で
定められた休日

重要な
お知らせ
「新型コロナウイルスへの対応」に
 関する会員事業所へのお願い

経営相談窓口をご活用ください1
新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を当所１階中小企業相談所内に開設し、融資、補助金等の各種ご相談に応じ
ています。ぜひご利用ください。

緊急アンケート調査へご協力ください2
新型コロナウイルスに関するアンケート用紙を今月号に折込みさせていだいております。会員事業所の皆さまの困り事、
経営への影響等を調査させていただき、行政へ必要な施策実施を早期に要望していくための基礎資料とさせていただき
ます。ご協力よろしくお願いいたします。

感染症対策啓発へご協力ください3
折込みさせていただいたアンケート用紙の裏面が「感染症対策」の啓発チラシとなっております。新型コロナウィルスを
始めとする各種感染症予防に向けて、事業所内に掲示または回覧いただくなどしてご活用ください。

当所会館のご利用にあたって4
当所では、お客さまと職員の安心・安全確保の観点から下記の対策を行なっております。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
・感染症予防対策として、館内各所にアルコール手指消毒剤を用意してありますので、ご活用ください。
・お客さまの健康と安全ならびに公衆衛生を考慮し、一部職員におきましてマスクを着用させていただきます。
・咳などの症状がある方は、マスク着用をお願いします。

ウイルス性の風邪の一種で、飛沫感染や接触感染によりうつると言われています。発熱やのどの痛み、咳が長引くこと（１週間前後）が多く、強い
だるさ（倦怠感）を訴える方が多いことが特徴です。

■次の症状がある方は下記までご連絡ください。
・風邪の症状や３７．５度以上の発熱が４日以上続く方（解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です。）
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方

○豊田市「帰国者・接触者相談センター（豊田市保健所内）」
○愛知県保健医療局健康医務部健康対策課 感染症グループ

TEL：0565－34－6586 （9：00～17：00（土・日・祝除く））
TEL : 052－954－6272 （9：00～17：00（土・日・祝も実施））

従来は、売上減少の継続が3か月間必要でしたが、1か月間の減少実績（及びその後2か月間の減少見込み）が
あれば制度の利用が可能となります。

現在、ご利用いただける（または検討中の）主な支援制度
●資金繰りの支援
経済環境適応資金／サポート資金【経営あんしん】

日本・中華人民共和国間の人の往来の急減により影響を受けるなど一定の要件を満たす事業主について要件が緩和されます。

●雇用関係の支援
雇用調整助成金

新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、直近1か月の売
上が前年比10％以上減少するなど、一定の要件に該当する旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方。

衛生環境激変特別貸付

豊田商工会議所 中小企業相談所 TEL：0565－32－4593

お取引のある金融機関及び豊田市産業部商業観光課　TEL：0565－34－6642お問合せ

日本政策金融公庫岡崎支店　TEL：0564－24－1711お問合せ

あいち雇用助成室　TEL：052－219－5518お問合せ

新型コロナウイルス感染症とは参考情報

※大企業は2020年4月1日から開始 ただし中小企業は2021年4月1日から
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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
地域の健康相談窓口

わかみや調剤薬局

【住所】 豊田市若宮町3ｰ12
【営業時間】 月火水金 9：00～13：00 15：00～19：30　土 9：00～13：00
【定休日】 木日祝（電話相談は無休）
【TEL】 0565ｰ37ｰ9060　【FAX】 0565ｰ37ｰ9061

創業のきっかけは？Q
A

当薬局には国立大学病院に長年勤務していた管理薬剤師もお
り、お薬の相談・対応には自信があります。処方されたお薬の調
剤はもちろんですが、一般用医薬品の相談も承っていますので、
気軽に足を運んでいただけたらと思
います。また、ご相談によっては、お薬
をご自宅までお届けすることもござい
ます。

仕事内容は？Q
A

薬局に足を運んでもらうだけでなく、
こちらから足を運ぶ薬局を目指してお
ります。在宅医療に力を入れること
で、患者さまの利便性を高め、地域の
見守り隊としての役割を担っていきた
いと思います。

今後の目標は？Q
A

元々従業員として、このわかみや調
剤薬局に長年勤務しておりました。
地域の皆さまにより深く関わってい
けるような薬局をつくりたいと思い、
独立を考えていたところ、会社から
自分たちで運営しないかと話をもら
い、創業を決意しました。

【住所】 豊田市池島町崩田23
【営業時間】 10：00～20：00
【定休日】 火、水、木　【TEL】 0565ｰ77ｰ8967
【SNS】 Facebookアカウント @chubo168

創業のきっかけは？Q
A

娘がシェフとして、中華をメインとした創作家庭料理をお客さま
の好みに合わせて作っています。身体に良いものをお出ししたい
と考えているため、優しい味付けで胃もたれせずに召し上がって
いただけると思います。また、事前にご相談いただければ、メ
ニューに載っていない料理や、好みの味付けの対応もさせてい
ただきます。

当店の料理を食べて、幸せな
気持ちや元気になってくれる
方が一人でも増えてくれたら
嬉しいです。また、近所に飲食
店がないので、地域の憩いの
場となっていきたいです。

仕事内容は？Q
A

今後の目標は？Q
A

料理をすることが大好きな娘
と共に飲食店を開きたいと考
えていました。自分達の希望
に合う物件を探したところ素
敵な物件に出会い、地域の
方々の協力を得て、創業に至
りました。

古民家でいただく創作家庭中華料理

池島五組厨房168（いけじまごくみちゅうぼう いろは）
Q

ものづくり

1つのID・パスワードでさまざまな行政サービスにログインできるwebサービス。
gBizIDには（プライム）・（メンバー）・（エントリ）と3つの種別がありますが、補助金申請にはgBizIDプライムの
アカウントが必要です。
企業の基本情報をweb上で入力し、必要書類を送付することで、アカウントは取得できますが、取得までに数週
間かかる場合もあるので、注意が必要です。 詳細は

本文は、2020年2月18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、補助金申請等を検討
される場合は必ず中小企業庁のホームページ等をご覧ください。

今回からものづくり補助金の申請にはgBizIDの取得が必要です！
ＩＤ取得に一定の期間を要します。お早めに手続きをしてください！　

ものづくり補助金（生産性革命推進事業）続報！2020年実施

働き方改革を中心に、相次ぐ制度変更に対応するためには、自社内制度の見直しや設備投資はつきもの。補助金は目的
や時期が合致すれば、支出を抑えることのできる中小・小規模事業者にとって便利な制度です。今月号は、先月号の特集
で取り上げたものづくり補助金について、続報をご紹介します。

処方箋調剤以外の相談も
承りますので、

お気軽にご来店ください

アットホームな雰囲気で
おまちしております

素敵な空間で、素敵な時間を
自家焙煎珈琲 あぶさんと

【住所】 豊田市神田町2ｰ4ｰ3　【TEL／FAX】 0565ｰ35ｰ0212
【営業時間】 9：00～19：00　　【定休日】 日曜日（パンは日・月休み）

企業関連
情報

自家焙煎珈琲 あぶさんと

国産小麦と酵母を使った
石窯パン

ランチの石窯焼きピザ

　1歩足を踏み入れると、心地よい音楽と素敵
なアンティークのインテリア。コーヒーのいい香
りに包まれたお店は神田町にある「自家焙煎珈
琲　あぶさんと」。思わず日常を忘れてしまいそ
うになるほど居心地のいい空間が広がっていま
す。マスターである鈴木さんは38年前にエスプ
レッソコーヒーを飲んだ時にその美味しさに衝
撃を受け、25歳でお店を開店。厳選した生豆を
マスターが自家焙煎し一杯ずつ丁寧に入れて
おり、雑味がなく美味しいと38年も通ってくれ
る常連さんもいるそうです。また、息子さんが石
窯で焼きあげる自然酵母を使った体に優しいパ
ンやピザもコーヒーに合うと遠方からみえる方
も。ランチ時には笑顔があふれるお客さんで席
がいっぱいになります。
　「跡継ぎがいなくてお店をたたまざるを得ない
お店も多い中、息子が継いでくれて本当にありが

たい。自分たちがやってきたことを認めてくれた
証であると思う。夢を与えてくれたこのお店を
今後も大事にして一層クオリティの高いものを
お出しできるように挑戦し続けていきたい。」と
今後の想いを語ってくれました。現在お店を開
くきっかけとなったエスプレッソコーヒーを復活
させようと調整中で、近々メニューに並ぶ予定
とのことです。
　また、当店では焙煎の仕方や仕入れ、パンの
作り方などお店を開きたいと思っている方のサ
ポートも行っており、実際に教わりに来た方が
開業されているそうです。卸しや小売りも行っ
ており、マスターが焙煎したコーヒー豆を使用
している飲食店もあちこちに。自分の希望に
沿ったブレンドをしてもらい試飲もできるので
“こんなコーヒーが飲みたかった”、に応えてく
れることでしょう。　　　　　　　　（文責M・Y）

本コーナーへの掲載企業を募集中！ぜひご連絡ください！ TEL：0565ｰ32ｰ4567（小池・山下）

会報見たよ！で
ドリップパックコーヒーを
1つプレゼント

ものづくり補助金（ものづくり・商業・サービス補助金）

補助金に対するお問合せ 中小企業相談所　TEL：0565ｰ32ｰ4593

検 索gBizID

毎月28日に｢東別院てづくり朝市｣に石窯パン出店中！

●下記要件を満たす事業計画（３～５年）を策定・実施する中小企業なら、どなたでもご応募可能
　要件 ①付加価値率 ＋3％以上/年　②給与支給総額 ＋1.5％以上/年
　　　　③事業場内最低賃金 地域別最低賃金＋30 円

●新しいメニューで、さまざまな取り組みに対応

●スケジュール　＊予算成立を前提としたものであり、今後変更の可能性があります。
　3月ごろ：一般型公募開始（通年で公募し、複数の締め切りを設けて審査・採択）
　4月以降：その他類型も順次開始

gBizIDとは？

ものづくり・
商業・サービス
生産性向上
促進事業

事業類型 概　要 補助上限 補助率

一般型
新製品・新サービス開発・生産プロセス
の改善に必要な設備投資及び試作開
発を支援。

1,000万円
中小　1/2
小規模 2/3

グローバル
展開型（新）

海外事業（海外拠点での活動を含む）
の拡大・強化等を目的とした設備投資
等の場合、補助上限額を引き上げ。

3,000万円
中小　1/2
小規模 2/3

ものづくり・
商業・サービス
高度連携
促進事業

企業間
連携型

複数の中小企業等が連携して行う高度
なプロジェクトを最大２年間支援。
（連携体は５企業まで）

1企業当たり
2,000万円

中小　1/2
小規模 2/3

サプライ
チェーン
効率化型（新）

幹事企業が主導するサプライチェーン
全体を効率化する取り組みを支援。
（連携体は１０企業まで）

1企業当たり
1,000万円

中小　1/2
小規模 2/3

重要！

神田町
2丁目

十塚町
4丁目

西町4丁目 挙母町1丁目

豊田市
美術館

愛
知
環
状
鉄
道

名
鉄
三
河
線

イオン
スタイル豊田

自家焙煎珈琲
あぶさんと419

248

153

ジービズアイディー

美味しくて身体にも優しい
人気メニューの豆乳胡麻らーめん

左からオーナーの黄道子さま、

シェフの王陽花さま   

こう　みち　こ

おう　よう　か

左から石田千佳さま、
　　　虎口美典さま、
　虎口佐与子さま

いし  だ    ち    か

さ   よ   こ

とら ぐち　み　のり
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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

表示価格は、サービス料・税込みでございます。

3月宴会場限定パーティープラン

\7,000 お一人様

お料理＋
2時間飲み放題

歓送迎会や謝恩会などの、お集りに是非どうぞ︕

＜お料理＞洋食ビュッフェ又は
　　　　　大皿コース（和/洋/中いずれか）
＜お飲物＞ビール・焼酎(麦/芋)・ワイン(白/赤)
　　　　　ウィスキー・ウーロン茶・オレンジジュース
＜特　典＞舞台・マイク・音響照明費

(20名様以上のご利用)

オリンピック開催まで半年を切り、当地を巡る聖火リレーはいよいよ来月に迫りました。春の訪れとともに、
「Hope　Lights　Our　Way／希望の道を、つなごう。」というコンセプトで桜モチーフのトーチに灯された聖火が
日本各地を巡ります。
2020年3月26日（木）に福島県をスタートし、4月6日（月）・7日（火）に愛知県へ。豊田市へは4月7日に到着し、
聖火リレーに合わせて、県内では2か所でしか開催されないセレブレーション（各日最終聖火ランナーの到着時
に、聖火到着を祝うイベント）が行われます。

応援グッズ・サンプリンググッズの配
布やパフォーマンスが行われます。
聖火リレー伴走車はトヨタ自動車株
式会社プレゼンツ！当日しか楽しめ
ないイベントを、ぜひ生でご覧くだ
さい。

オリンピック関連のステージが行わ
れるほか、東京2020組織委員会、
都道府県実行委員会、東京2020オ
リンピック聖火リレーパートナーに
よる独自のブース出展も。そして1
日の最終聖火ランナーが会場に登
場し、聖火を聖火皿に灯すセレモ
ニーが行われます。

※4月7日18：20～　市内リレーエリア

（①トヨタ町付近②豊田市駅以東高橋・
久澄橋まで）に交通規制が

　敷かれます。
　ご注意ください！

東京オリンピック聖火リレーに参加しよう！4
7

詳細・最新情報は、東京五輪公式HPや豊田市HPをご覧ください。 検 索愛知県 聖火リレー

たかばし

4月6日（月）のスケジュール （　）内は出発（到着）時間

市区町村名 出発予定地 到着予定地

瀬戸市 深川神社 瀬戸市役所前河川敷（瀬戸川緑地）

名古屋市 熱田神宮・正門（南門） 熱田神宮・本宮前

4月7日（火）のスケジュール （　）内は出発（到着）時間

市区町村名 出発予定地 到着予定地

豊橋市 こども未来館ここにこ 豊橋市陸上競技場

半田市 新橋南 蔵のまち公園

豊川市 豊川稲荷 豊川市陸上競技場

安城市 安城市体育館 アンフォーレ願いごと広場

刈谷市 豊田町二丁目交差点 刈谷市歴史博物館

岡崎市 岡崎城・大手門前 桜城橋

大府市 一屋町二丁目ロータリー 共和駅西側ロータリー

豊田市 トヨタ自動車本社工場 トヨタ町北交差点北

豊田市 豊田市駅前ロータリー 豊田スタジアム・西イベント広場

春日井市 レディヤンかすがい 勝川駅前公園

犬山市 本町交差点 犬山城

一宮市 稲荷公園前 九品地公園競技場前

名古屋市 百貨店前 家電量販店前

稲沢市 国府宮神社楼門前 稲沢市民会館

清須市 清洲城広場 カルチバ新川（新川地域文化広場）前（18：03）

（16：45）

（16：10）

（15：10）

（14：32）

（12：27）

（11：00）

（10：41）

（18：13）

（19：53）

（17：40）

（16：20）

（16：00）

（14：38）

（14：10）

（12：02）

（10：50）

（10：15）

（9：52）（9：15）

（10：17）（10：00）

（11：41）（11：07）

（14：31）（14：09）

（16：12）（15：47）

（16：53）（16：22）

（17：39）（17：13）

（19：26）（18：57）

（20：40）（20：20）

（18：03）

（19：13）

名古屋市 駅前ビルオフィス棟 駅前ビル商業棟

名古屋市 矢場町交差点 名古屋城・二の丸広場
セレブレーション会場：名古屋市 名古屋城 二の丸広場

セレブレーション会場：豊田市 豊田スタジアム 西イベント広場
半田市では、半田運河において、ちんとろ舟による聖火リレーの実施を予定。

当日のお楽しみポイント

セレブレーション会場
について

「とよたキャリアプラーザ協議会」の

人材マッチングと
セミナー開催のご案内

安い指導料

とよたキャリアプラーザ協議会の内容は豊田商工会議所ホームページからもご覧になれます。
URL：http://www.toyota.or.jp/?page_id=29

とよたキャリアプラーザ協議会（豊田商工会議所内）　TEL：0565ｰ32ｰ4594　FAX：0565ｰ32ｰ1000お問合せ

生産活動や労務など経営上のさまざまな問題解決のため
経験豊富な“アドバイザー”を紹介するサービスです。

人材マッチングとは…

仕組み

●外国人材受け入れ制度について
●在留資格（技能実習・特定技能・高度人材）に
ついて
●採用までのフロー
●外国人材受入企業の周辺業務とサポート
●活用事例
※セミナー終了後個別相談にも対応します。

特　徴

外国人材採用・受け入れセミナーの開催
開催日時 2020年3月19日（木）14：00～16：00
会　　場 当所 2階
講　　師 （株）テクノスマイル 営業部 主幹 永石 彰
参　加　費 無　料
申　込　み 会報の折込チラシからFAXにてお申し込みください。

定　　員 80名

セミナーの内容
貴社と共に歩む優秀な外国人材を受け入れてみませんか

豊田地域の
中小の事業所
豊田地域の
中小の事業所

経験豊富な
アドバイザー
経験豊富な
アドバイザー

アドバイザーを選定、
事務所に紹介・派遣

指導料
支払い

問題課題に
ついて相談
申し入れ

調査・
支援

とよた
キャリアプラーザ

協議会
（事務局）

とよた
キャリアプラーザ

協議会
（事務局）

豊田商工
会議所

実務経験豊富なアドバイザーを
活用してください！！

1

アドバイザーは事業所の
目線に立ち問題解決まで
一緒になって取り組み
ます。

2

支援打ち切りを、
途中でも容易に
できます。

3
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確定申告相談（要予約） 2020年4月1日～ 原則屋内禁煙義務化

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
付できません。

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
品等の領収書及び証明書類等
　（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下記本支所へお申込み
ください。

会　　場 日　に　ち

令和元年度 確定申告相談スケジュール

松平支所
☎58ｰ0025 3月 2（月）、3（火）、5（木）、

6（金）、10（火）

猿投支所
☎45ｰ1212 3月 2（月）、4（水）、5（木）、

10（火）、11（水）

高岡支所
☎52ｰ3047 3月 4（水）、6（金）、9（月）、

12（木）

本　　所
☎32ｰ4593 3月 2（月）、5（木）、9（月）、

11（水）

上郷支所
☎21ｰ0019 3月

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

豊田市 保健部 総務課  　　　　　　　ＴＥＬ：0565ｰ34ｰ6723原則屋内禁煙に関する詳しいお問合せ

愛知労働局 雇用環境・均等部 企画課　ＴＥＬ：052ｰ857ｰ0313受動喫煙防止対策助成金に関するお問合せ

健康増進法が改正され、飲食店を含む事務所、工場、旅館など全ての施設において原則屋内禁煙となります。※
飲食店につきましては、以下の３つの項目の回答によって経過措置を含むいずれかを選択する必要があります。
※所定の要件に適合すれば喫煙室の設置が可能です。

上記対応について、一定の基準を満たす喫煙室等の設置などにかかる工費や設備費等に対し、助成金制度が
あります。助成金制度に関しては、愛知労働局にお問合せください。

①喫煙可能室に、20歳未満の方（従業員も含む）は立ち入ることはできません。
②喫煙可能室の入口及び店舗の主たる入口の見やすいところに標識の掲示が必要になります。
③「店舗の全部の場所を喫煙可能室とする場合」と「施設の一部の場所を喫煙可能室とする場
合」では、必要な技術的基準を満たす必要があります。

　※義務違反時には指導・命令・罰則等が適用されることがあります。

～ 受動喫煙防止がマナーからルールへ ～

経過措置を選択する場合は、必ず事前に保健所に届出をする必要があります。

Q1 2020年4月1日時点で、営業している店舗ですか？
Q2 資本金または出資の総額が5,000万円以下ですか？
Q3 客席面積は100㎡以下ですか？

必ずいずれかを選択
●屋内禁煙（店内禁煙）
●喫煙専用室設置（喫煙のみ可）
●加熱式たばこ専用の喫煙室設置（飲食等も可）

喫煙可能室として
店内での喫煙可
（飲食等も可）

経過措置として
選択可

喫煙可能室を設置する際には、次の事項を守らなければなりません。

1つでも「いいえ」の
場合

すべて「はい」の
場合

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

使用期間 ２０２０年３月３１日（火） 換金期間 ２０２０年４月１５日（水）

期限を過ぎた
商品券はご利

用に

なれません。

ご注意くださ
い！
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人為的に口コミを発生させて商品やサー
ビスの特徴や感想などを周りに広めてい
くマーケティング手法のこと。
※「バズ（buss）」というのは、たくさんの人々が
話題にするという意味もあり、SNSなどでシェ
アや拡散されることを「バズる」ということも。

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 －

バズマーケティングとは？12

➡「有名人の〇〇さんが履いている靴」と
いった形で口コミを広げていくと、企業
側からの宣伝よりも消費者間の情報伝
達の方が直接購買につながりやすい。

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

●ビジネスフェア来場ガイドを読んで
「新明工業　自立運行ポーターロボ、ぜひ一度、観てみたい！触ってみたい！です」
…ポーターロボって何ですか？
わからないで掲載していたんですか!?空港やホテルなどのポーター（＝客の荷
物を運ぶ人）のロボットです。既にハウステンボスの「変なホテル」でも活躍して
いるそうですよ。こちらはSHARP製ですが。
ひとつ賢くなりました。ちなみに変なホテルは「世界初のロボットホテル」と銘
打っていますが、「変化しつづける」という意味で「変」なホテルなんですよ。
（全く、変なことには詳しいんだから…。）

●会員紹介（靴磨屋T.A.N.S）を読んで
僕も時々靴を磨きますが、この写真の
ようにはいきません。
ほんと分かります。僕も1足、良い靴を
買ったんですけど扱いに困ってしまって。
男性は革靴こだわりますよね。私は臭
わず履ければいいと思っています。
それはこだわらなさすぎ！

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
⑥その他感想を明記し、記までご応募ください。

応募方法

3月25日（水）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

. 夏のはじめごろ

. 生まれ持った性質

. 「円安」の反対

. 帰り道

. 大正と平成の間

. 中学や高校で学ぶ人たち

. 「子育て」のこと

. 讃岐うどんはコレが強いのが特徴

1
2
3
4
7
8
9
10

. つつましく○○○な暮らし

. 英語ではステーション

. 日本最後の清流と呼ばれ、高知県を流れる川

. 空気に水分補給

. ○○○を股にかけてする仕事

. 先に立たないもの

. アイロンでのばす

. 夜が一番長くなる日

1
3
5
6
8
10
11
12

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。

3/17（火）、4/21（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 第2火曜

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（火）・6日（金）・10日（火）・13日（金）／
上郷支所 6日（金）・12日（木）／高岡支所 2日（月）・5日（木）・10日（火）・13日（金）／
猿投支所 3日（火）・6日（金）・9日（月）・12日（木）／松平支所 4日（水）・9日（月）

4月はお休み
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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4月10日まで

豊田商工会議所会報 2020.3月号

共通クーポン コピー可
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Present相談所より



女性会
新年交流会

130
１月２７日、名鉄トヨタホテル金扇の間にて「発」～未来へ繋ぐ新年会～が開催さ
れました。今年度は例年よりも多くの他単会・団体の皆さまに参加していただき、
寺田会長のもと作り上げてきた豊田ＹＥＧの「笑顔の力」で多くの交流を深める
ことができました。序盤では新年らしく参加者の幸福を祈願するため、熱田神宮
の巫女による神楽の舞が行われ、鏡開きにて祈願の成就
を願いました。その後舞台上では、広島県出身の歌手
Metisさんによる歌唱力と感情豊かな歌声が会場を魅了
し、豊田市出身のヒップホップ歌手CRAY-Gさんによるパ
フォーマンスでは、参加者全員が総立ちし手を挙げ大いに
盛り上がりました。福岡創委員長をはじめとする交流委員
会は、委員会として最後になる事業を見事に成し遂げ、豊
田ＹＥＧは新たな年を出「発」することができました。

名鉄トヨタホテル万陽華にて開催。三宅
会頭をはじめ、ご来賓、女性会会員をあわ
せて30名の皆さまにご参加いただき、盛
大に開催することができました。会員同
士、またご来賓方との交流はもちろん、3
役による余興も行いとても和やかに執り
行われました。

群 青 Power of Smile 青年部活動報告

関連団体より

鏡開き 神楽の舞 寺田会長と集合写真 装いも華やかな会となりました

中村寿一・豊田喜一郎 顕彰会

お問合せ 中村寿一・豊田喜一郎顕彰会事務局（当所総務部内） 担当 弓場・嶋村　TEL：0565ｰ32ｰ4568

会員さまの自社広告に役立つサービスをご紹介します。自社に必要な当所のサービスを使って、ぜひPRの一助としてください。

事前登録などが必要な場合があります。また、いずれの広告方法もお受けできない場合があります。ご了承ください。

代表 TEL：0565ｰ32ｰ4567　（ご興味のある事業をお電話窓口でお伝えください）お問合せ

商工会議所 利用のススメ
PRサポート編

比較的

安い
お任せで

楽ちん
会議所だから

安心

この 会報 で PR
配付数 約6,200件

配付先 会員事業所全戸・官公庁

企業に向けた案内に特化
広告方法が選べるから
自社に合ったPRができる！

1 チラシ折込サービス

3 クーポン掲載サービス

2 紙面広告掲載サービス

◆当会報へチラシを差し込み、配送代行

W E B  を利用して PR
会報読者に限定せず、広範囲にPRできます。

その 他
1回　80,000円＋税 （A4サイズ）～
※チラシ持参・営利利用の場合

●飲食店なら歓送迎会シーズンに、
　商売屋なら特別なセールのご案内時に。
●希望折込月を見極め、ポイントを絞って利用！

会議所HPにバナーをリンク

25,000円（税込）/年　※指定サイズに限る

●自社HPとリンクができる
●Webの窓口として

◆当会報下部参照
6か月　30,000円＋税 （1コマ分）～
※連続で最低6か月の掲載要

●継続掲載で、より目に触れる機会が増える
●印刷費がかからない（PRデータのみでOK）
●毎月の新製品・新メニュー、場所など、
　写真・画像でコンパクトに紹介！

◆当会報P.11参照
無料、継続掲載、1か月のみなど 選択可
※指定項目のみの掲載　※通常価格より安く提供

●新規顧客の獲得・来店のきっかけづくりに
●「まずは自社知名度を高めたい」という時に

有料

◆イベントに出店・出展してPR！
とよた産業フェスタ
とよたビジネスフェア

（ファミリー層向け・毎年1回開催）
（企業向け展示会・毎年1回開催）

有料

◆グッズを利用
「WE LOVE とよた」シールを
商品に貼って購買促進に！
（1シート10個×10シートで200円（税込））

◆クーポンコーナーを利用
会議所１Fのクーポンコーナーに自社クーポンを置く
※チラシは置けません。15cm以下程度の大きさに限ります。

◆自社・自己の広告力を高める！
自社 …無料の専門相談窓口を利用する
　　　  販売促進相談・IT相談（当会報P.10参照）

自己 …検定を受験し自己研鑽！

◆設備投資などに使える、融資・補助金が知りたい
マル経・マルトヨ　他
※ご相談の時期・内容によりご案内できる補助金が異なります。
　まずはお電話でお問合せください。

有料

（　　　　　　　　　　　　）リテールマーケティング（販売士）検定・
カラーコーディネート検定など

なか　　むら　じゅ　いち とよ　　だ　　き　　いち　ろう けん　しょう　かい

－ 豊田市発展の礎を築いた、英断と努力を称えて －

当所は、両氏の功績を顕彰し、後世へ伝えることを目的とした団体「中村寿一・豊田喜一郎顕彰会」の事務局です。

①「献花式」の開催
当市の礎を築いた両氏の功績を称え、毎
年3月の第1土曜日に豊田市役所東庁舎
前の両氏の顕彰像に対し行っています。

②「まちづくり」「ものづくり」への支援
両氏の「まちづくり」と「ものづくり」の精
神を伝えるため、全国に発信できる優秀な
ものづくり作品や活動を表彰しています。

③パネル掲示による市民への周知
両氏の生い立ちや功績を紹介するパネ
ルを、毎年１月下旬～3月上旬に豊田市
役所東庁舎1階へ掲示しています。

顕彰会の活動内容

女性会活動報告

担当委員会
福岡創委員長

当会では、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、出席者および関係者の健康・安全面を第一に考慮した結果、開催を中
止することにいたしました。つきましては、出席とお返事いただいた皆さまには大変申し訳ございませんが、ご了承くださいますようお願い
いたします。なお、次年度の顕彰会については開催予定ですので、ぜひご出席いただけますと幸いです。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による献花式中止のお知らせ
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（派）23ｰ301429　登録支援機関 19 登-000390

実績のある
登録支援機関である
弊社支援担当者が
仕組みをご説明させ
ていただきます！

外国人人材紹介で15年の実績！

特定技能ビザ！
人事担当者様に朗報！  
弊社で１号特定技能ビザ取得の実績！
特定技能ご検討の企業担当者様は
今すぐ㈱メイクワンにお問合せ下さい！ 

この15年間で延べ120社に
約30,000人の紹介実績！

19登-000390

帝国データバンクで紹介された

見本

見本

編 者散文
Editor's prose

「映画」が好きというより映画館で映画を観る
「コト」が好きだ。なので、よく観に行く割には監
督や俳優の名前はあまり知らないし、レコード
のジャケ買いのように事前知識なくポスターの
雰囲気だけで観てしまう映画なんかは、エンド
ロールで実話モノだったと知ったりする。
昨今ネット配信でどこでも映画を観ることがで
きるが、平日空いたレイトショーの映画館と、バ
ス旅行の帰りのB級邦画はそこで観ないと味
わえない面白さが絶対にあると思う。　（R.N.）

7日（土） 中村寿一・豊田喜一郎顕彰会 献花式
（豊田市役所 東庁舎前広場）

22日（日） 2019年度日本珠算連盟豊田支部優良生徒表彰式（福祉センター）

12日（木）・13日（金） 第11回 とよたビジネスフェア（スカイホール豊田）
8日（日） 第3回WE LOVE とよたフェスタ（スカイホール豊田）

19日（木） 外国人材採用・受入れセミナー（当所 2F 多目的ホール）
（Ｐ.6をご覧ください！）

21日（土） STREET＆PARK MARKET（桜城址公園）

23日（月） 第122回豊田商工会議所 通常議員総会
28日（土）・29日（日） まちパワーフェスタ（豊田市駅周辺）

商工会議所他ご案内 月3

※新型コロナウイルス対策により変更になる場合があります

中止

中止
中止

newsnews

第122回
豊田商工会議所
通常議員総会

役員・議員各位におかれましては、万障お繰り合
わせの上ご出席くださいますようお願い申し上げ
ます。

お知らせ

お知らせ

（敬称略・部会順）

事　業　所　名
第一商業

飲食業

金融業

町　名

農園ちいさな星 伊 保 町 サービス業

味彩家いっぽ 桜 町
（一社）PORT 野見山町
坂本 健司 保見ケ丘
サロンドテン 平 芝 町

（株）ステージアップ 秋 葉 町
交通運輸業

ことぶき代行 市 木 町

サンエスライン（株） 清 水 町
建設業

（株）Ｙ．Ｔ．Ｓ 瑞 穂 町
（株）美貴建設 みよし市
ホンマ 宮 上 町
（同）乙部水道設備 野見山町
中野 末男 四 郷 町
サンリング 高岡本町

（株）NKM 日 南 町
事　業　所　名 町　名 事　業　所　名 町　名

日　　時 2020年3月23日（月）
14：00～15：00

場　　所 当所2階 多目的ホール

お問合せ 総務部 小田・粟津
TEL：0565ｰ32ｰ4568

3月12日（木）・13日（金）にスカイホール豊田にて開催が予定され
ていた、第11回とよたビジネスフェア及び同時開催される一切の
催しは、新型コロナウイルス感染拡大の可能性を踏まえ、中止とさ
せていただきます。
延期の予定はございません。
次回は2021年3月の開催を
予定しています。

お問合せ
とよたビジネスフェア担当 早川/森奥/伊藤
TEL：0565ｰ32ｰ4594

ご入会ありがとうございました

豊田経済懇話会 講演会開催を中止しますお知らせ

3
10

お知らせ

3
23

第11回 とよたビジネスフェアの
開催を中止します

関
係
各
所
よ
り

休日臨時窓口の開設
引越しの多いこの時期（３月～４月）、住所異動等の窓口は大変混み合います。豊田市では、市民の方にスムーズに手続を行っていた
だくため、下記の日程で臨時窓口を開設いたします。
■日時　2020年３月28日（土）、４月１1日（土）、25日（土）９：00～16：00
■場所　豊田市役所　南庁舎１階　市民課　■お問合せ　豊田市役所市民部市民課　TEL：0565ｰ34ｰ６７６８

マイナンバーカード交付窓口の土曜開設
上記の休日臨時窓口に加え、毎月第２・４土曜日に窓口を開設しています。マイナンバーカードの交付だけでなく、マイナンバーカード申
請のための無料の写真撮影サービス等も行っています。平日仕事等で窓口へ来ることが難しい方はぜひこの機会をご活用ください。
■日時　毎月第２・第４土曜日　９：00～１７：00　■場所　豊田市役所　南庁舎１階　マイナンバーカード交付窓口
■お問合せ　豊田市役所市民部市民課　カード交付担当　TEL：0565ｰ34ｰ６７７３

新規会員さまのご紹介
2020年2月5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。

スマホ決済でガッチリ！キャッシュレス初心者講座報 告

2
3

キャッシュレス決済導入を検討している事業所を対象に豊田市商業連合
協同組合・豊田市・当所の共催によるキャッシュレス初心者講座を開催。
約４０名が参加し第1部で経済産業省キャッシュレス・ポイント還元事務
局からキャッシュレスの状況や取り組み内容について説明を受け、第2部
ではキャッシュレス決済に携わるPayPay・楽天ペイ・三菱UFJニコスの
担当者の解説のもと、実際にご自身のスマートフォンでキャッシュレス決
済をご体験いただきました。
キャッシュレス・ポイント還元事業の登録加盟店数は、約99万店（2020
年2月1日時点）にのぼり、加盟店の登録申請は2020年4月末までと
なっております。詳細は、キャッシュレス・ポイント還元事業HPをご覧くだ
さい。

毎年豊田経済懇話会にて開催しております、日本銀行名古屋支店長講演会ですが、現在発生している新型コロナウイルス
感染症が拡大している状況を受け、今年度の開催中止を決定しましたのでお知らせします。多くの皆さまからお申し込みを
頂いている中でのご連絡で申し訳ございませんが、ご参加者さまのご健康やご安全を第一に考慮しました結果、今回の決
断に至りました。
急なご案内となりご迷惑をおかけしますが、ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
お問合せ 総務部  弓場・嶋村　TEL：0565ｰ32ｰ4568

豊田ものづくりブランド
テクニカルショウヨコハマへ出展！報 告

2
5 6・ 7・

神奈川県横浜市パシフィコ横浜で開催された工業技術の見本市「テクニカ
ルショウヨコハマ2020」へ歴年認定企業計11社で共同出展しました。ブー
スには計304名が訪れ、専門展らしい濃い商談が行われました。更なる販路
拡大のため、今回のチャンスを確実に成果に結ぶよう邁進します！

出展の11社の皆さま お疲れさまでした

出
展
企
業

株式会社アイミクロン
加茂精工株式会社
NexusCreation株式会社
株式会社ニットーセイコー
アピュアン株式会社
株式会社メックインターナショナル

豊田TRIKE株式会社
株式会社ファインテクノ
Tranzac株式会社
株式会社TKアジャイル
サトープレス工業株式会社
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