
●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 ■中小企業相談所（支所支援管理G）
　　　　　　　　 （会員支援G）
■事業推進部　　（街・店・品づくりG）
　　　　　　　　 （事業管理G）
■総務部　　　　（総務G）

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

■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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豊田商工会議所会報
The Toyota Chamber of Commerce and Industry

特 集　2020年度 豊田商工会議所事業計画
　　　　「行動する豊田商工会議所」
　　　　～ より早くより高く 地域力を高めるために ～
ものづくり 新型コロナウイルスの影響調査（速報）・緊急無料個別相談会
会員事業所紹介 おいでんエネルギー株式会社・Barコハク・
　　　　　　　株式会社HiLO
今月のpick up! 2020年度市役所予算と当所要望事項の反映について
Sou-navi 小規模事業者持続化補助金・マル経融資のご案内
当所組織体制、2020年度「WE LOVE とよたマルシェ」、検定試験情報、
豊田ものづくりブランド募集開始、知っておきたい用語集 など
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会員紹介 「おいでんエネルギー株式会社」会員紹介 「おいでんエネルギー株式会社」

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）
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会員拡大キャンペーン

新会員を紹介していただいた会員事業所さまに
1,000円分の商品券をプレゼントいたします。
（新規会員1事業所につき1枚）

キャンペーン詳細やご紹介方法など、詳しくは、下記までご連絡ください。

総務部 TEL：0565ｰ32ｰ4568　メール：somu@toyota.or.jp

商工会議所にご入会いただける
事業所をご紹介ください。

お問合せ
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年度スローガン

『行動する豊田商工会議所』
～より早くより高く 地域力を高めるために～

2020年度 豊田商工会議所事業計画2020年度 豊田商工会議所事業計画 概要版

豊田商工会議所  会頭 三宅英臣

①創業支援・ベンチャー育成
②円滑な事業承継・後継者育成
③ITの実践活用
④新商品開発・販路開拓支援
⑤異分野間・事業者間の連携促進

　（1）国等の各種補助事業と当所の実施事業をタイムリーに
　　　発信するための計画的な相談実施と巡回活動強化
　　　（月々統一テーマを設定、支援ニーズの高い事業者に重きを置く）

【巡回・窓口相談1,800件】
　（2）販路拡大、生産性向上に取り組む意欲ある小規模事業者の育成支援
　　　①地域の経済動向調査に関すること
　　　②経営分析、事業計画策定支援に関すること
　　　③需要開拓支援に関すること
　　★・「プロダクトアウト」から「マーケットイン」への
　　　　マーケティング手法の発想転換を支援
　　　④外部支援機関との連携による支援ノウハウ向上に関すること
　　　⑤経営指導員等の資質向上に関すること
　　★・伴走型支援基礎力習得研修会
　　★・プレスリリース支援等需要開拓支援研修会
　　★・ＩＴ導入支援力向上研修会

●「魅力的な個社」育成のため、創業の構想段階から
事業拡大～事業承継まで、個社のライフサイクルス
テージに応じた切れ目ない一貫的な支援を実施。
「経営発達支援事業」に掲げる５つの目標を基に、
小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ伴走型支援
を積極的に展開するとともに、労働力不足に悩む中
小・小規模事業者の人材育成を積極的に支援。

中小企業・小規模事業者の経営力強化並びに持続的発展に向けた経営発達
支援計画（期間2020年４月～2023年３月）に基づく伴走型支援の推進（中小企業相談所）

1.

経営発達支援事業の概要

●名鉄豊田市駅周辺・公共空間の整備および活用支援、第3期中心市街地活性化基本計画に基づく事業のさらなる推進。まちな

かのにぎわい・魅力発信を展開する（一社）TCCMの運営支援。中心市街地の価値向上に向けた制度導入検討会の運営支援。

中小・小規模事業者が直面する課題（事業主の高齢化・後継者育成）を踏まえ、商業活性化プランの活用と次期新プラン

（2021年度～）策定へ向けた提言の実施。

経営発達支援事業の目標

目標達成のための実施方針

★新規事業

中心市街地のにぎわいづくりと商業振興 （事業推進部）2.

「とよた元気プロジェクト」の
積極的推進による
豊田市の魅力発信 （事業推進部）

3.

　新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による経済活動への影
響が日に日に深刻さを増しております。比較的堅調に推移しておりま
したわが国経済も、景気後退への懸念が高まるなど不透明さを増し
ており、今後とも注意深く見守っていく必要があります。当地域におい
ても新型コロナウイルスの影響は、中小・小規模事業者に深刻な影
響をもたらしており、収束時期が見通せないなかで、さらに拡大して
いくことが懸念されます。私たちが担う経済活動、日々 の商売は地域
社会の血流であり、その停滞は地域社会に大きなダメージを残しか
ねません。過度に恐れず、正しく対処しながら経済活動を維持してい
くことが重要と考えます。目の前の難局を乗り越えることが最優先の
課題であることは言うまでもありませんが、私たちにとって、将来にわ
たる事業の維持・向上のために取り組むべき課題は多々あります。
CASEに代表される産業構造の変化や新たにサービスが始まる５Ｇ
のような新技術への備え、人手不足解消のための働き方改革や生
産性向上、魅力ある商品・サービス・店舗づくりや販路の拡大は、引き
続き私どもにとりまして重要な課題です。さまざまな問題、課題を抱え
る会員事業者の駆け込み寺として、私ども会議所は良き相談相手で
ありたいと思っております。そのために、この3月16日に国の認定を受
けた新たな経営発達支援計画に基づき、事業の創業から承継に至

る事業のライフサイクル全体への
支援および事業の計画策定から
実行、さらに結果の分析まで経営サイクル全体への支援に取り組ん
でまいります。都市間競争が迫られるなか、豊田市の魅力向上は居住
人口や交流人口の拡大につながる重要なテーマです。秋に開催さ
れる世界ラリー選手権（WRC）や産業フェスタなどさまざまなイベント
の機会を活用しながら、皆さまと一緒に魅力ある街づくり、にぎわいの
ある街づくりを推進してまいります。そしてまた、中小・小規模事業者、
さらには生活者の代弁者として経済活動に関することはもちろんの
こと、交通死亡事故撲滅やインフラ整備に関することまで、国や行政
や関係各方面に対してタイムリーに要望や協力をあおぐ民と官との
橋渡し役を担ってまいります。当然これらの取り組みは１年でやりきれ
るものばかりではありません。実現していくための５か年の中期計画
表を商工会議所ビジョンとして策定し、腰を据えて取り組んでまいり
ます。会議所が取り組む本年度の具体的な事業を６つの重点事業と
して後述しております。「行動する商工会議所」のスローガンのもと所
員一丸となって邁進してまいりますので皆さまの一層のご支援ご協
力をお願い申し上げます。

≪ 基本的考え方 ≫

≪ 重点実施事業 ≫

　（1）第３期中心市街地活性化基本計画事業の推進支援
　　　①一般社団法人TCCMが展開する公共空間活用事業を通じたまちなか創業の促進
　　　②空き店舗活用事業者支援（物件紹介、施策案内・経営支援等）
　　　③駅前のにぎわい実現に向けた実効性ある駅前空間再構築構想の提案

　（2）中心市街地の価値向上へ向けたエリアマネジメントの推進
　　★①内閣府エリアマネジメント負担金制度導入の検討を踏まえた会議の
　　　　運営とビジョンの作成

　（3）商業振興策の推進
　　　①小規模事業者が直面する課題（事業主の高齢化・後継者育成）を踏まえ、
　　　　新・商業活性化プラン（2021年度～）策定へ向けた提言の実施
　　　②中小・小規模商業者のキャッシュレス促進に向けた支援（セミナー開催等）

●豊田商工会議所の経営基盤強化

その他6.
　（1）「とよた産業フェスタ2020」の開催　〈事業推進部〉
　（2）「とよたビジネスフェア」の開催　〈中小企業相談所〉
★（3）ラリーを活用した地域活性化　〈事業推進部〉
　　　①WRC（世界ラリー選手権）を活用した観光イベント強化、販路拡大の取り組み
　　　②TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジ豊田の継続に向けた検討

　（4）2021年度青年部東海ブロック豊田大会開催に向けた支援　〈中小企業相談所〉

　（1）「WE LOVEとよたマルシェ」の
　　　商品魅力向上とPR強化
　　★企業向けPRの展開：展示会等でのPRを拡充し、
　　　マルシェ商品としての魅力向上支援

　（2）「とよたPR大使」の広報媒体としての活用強化
　　★観光振興支援：SNSを活用した
　　　積極的PRと地域資源の掘り起こし

時代のニーズに応える
商工会議所のあり方の策定（総務部）

4.

★（1）会議所ビジョン（2025年）の策定
★（2）生産性の向上　（3）人事制度の見直し

●会員・地域の声を行政・関係機関の施策に反映させる
　要望活動の実施

会議所のプレゼンスを増大させる
「要望活動」「経済施策」の継続

5.

　（1）豊田市2021年度予算編成に対する要望　〈総務部〉
　（2）幹線道路整備促進に対する要望（国・県）　〈事業推進部〉
　　　①西三河交流圏推進協議会
　　　②豊田市幹線道路整備促進協議会
　（3）「名鉄三河線整備促進期成同盟会」としての要望活動
　　　（名古屋鉄道・愛知県）　〈事業推進部〉

インスタグラムも
更新中！
ぜひ

ご覧ください。
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会員事業所紹介
気軽にお酒を楽しめるお店

Bar コハク

【住所】 豊田市元城町2ｰ8ｰ1
【営業時間】 18：00～25：00（延長営業あり）
【定休日】 毎週木曜日　【HP】 https://www.barkohaku.com/
【TEL】 0565ｰ47ｰ2575

創業のきっかけは？Q
A

さまざまなお客さまのご要望にお応えしています。バーと聞くと
入りにくいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、普段
バーに行かない方や、あまりお酒に詳しくない方にも気軽にき
ていただけるお店づくりを意識しています。カクテルに使うお
酒の種類や、アルコール度数、価格
もメニュー表に表示してありますの
で、安心してご利用いただけると思
います。

仕事内容は？Q
A

オープンして間もないので、まずは
永くこの場所で営業していきたいで
す。ご来店いただいたお客さま一人
ひとりを大切にし、皆さまから愛され
るお店にしていきたいです。

今後の目標は？Q
A

さまざまな飲食店で働き、バーにも
勤めた経験があります。人と接する
ことが好きで、自分の経験を生かせ
る仕事としてバーテンダーが自分
にはぴったりだと考えて、バーを開
きました。

【住所】 豊田市土橋町8ｰ78 MKパレス201
【営業時間】 9：00～18：00
【定休日】土・日・祝
　　　　（電話問合せは9：00～18：00までなら無休）
【E-mail】 info@hilo-toyota.jp　【TEL】 0565ｰ47ｰ7177

創業のきっかけは？Q
A

人材派遣、有料職業紹介、請負業を行っています。業種問わず、
希望に沿った仕事をお探しします。また今力を入れているのが、
ひきこもりの方の社会復帰支援として、受け入れ先の企業や仕
事の紹介をしています。

働き方改革が進み、今
後働き方が多様化して
くると思います。例え
ば海外で働きたいなど
のニーズも増えている
ので、そういった声に
柔軟に対応できるよう
な会社になっていきた
いです。

仕事内容は？Q
A

今後の目標は？Q
A

いつかは自分の会社を立ち上げたい、多くの人に役に立つ仕
事がしたいと考えていました。企業と働く人双方の役に立てる
人材派遣ならその希望を叶えられると思い、幼馴染と共に創業
しました。

仕事探しでお困りならここに相談！　　　　　

人材派遣会社 株式会社HiLO（はいろ）
Q

ものづくり

日本政策金融公庫の「無利子・無担保」の制度融資、「雇用調整助成金」等についての相談窓口を開設します。
また、13：30からは愛知県信用保証協会による保証制度の個別相談会もございます。

新型コロナウイルスの影響調査（速報） 2020月3月18日現在

豊田商工会議所では、新型コロナウイルスの感染拡大によって影響を受ける中小企業等の実態を把握し、支援策を検討するため
に、緊急アンケートを実施しました。途中ですが内容をお知らせします。（回答数282件）
業績への影響については、74％が「悪影響がある」とし、内半数は20％以上売上が減少するとなっています。3か月以内に資金
繰りの不安を感じているとする回答は約120件寄せられています。業績悪化への対策（複数回答可）については、「資金調達」や
「設備投資の見直し」、「雇用の見直し」や「事業縮小」が多く、事業継続のため融資制度や補助金・助成金といった支援策について
の情報を求める声が多く寄せられています。業種別では、卸・小売・飲食業で売上が20％以上減少し、短期間で業績や資金繰りが
悪化するとした回答が多く、製造業、建設業では今後悪化するとした回答が目立っています。
当所では融資の際に支払う信用保証料の補助率引上を豊田市に要請して、既に一部制度で全額補助（上限100万円）が実施さ
れています。今後、緊急アンケートの回答を基に、お困りの事業者への個別支援を迅速に進めてまいります。

店内は明るく、
過ごしやすい雰囲気

お客さまの好みに
合わせてお作りします。

地元でつくった電気を地元で消費
おいでんエネルギー株式会社

【住所】 豊田市東梅坪町3ｰ1ｰ5
【TEL】 0565ｰ47ｰ8303　【FAX】 0565ｰ47ｰ8313
【メール】 oidenenergy@gmail.com
【営業時間】 10：00～17：00　　【定休日】 水曜日

企業関連
情報

おいでんエネルギー株式会社

毎年恒例イルミネーションストーリー

企業や一般の方にむけて説明会を開催

　「地産地消のエネルギーで未来を担う子供達の成
長をサポートしたい！」との志を持った豊田市内の異
業種6名が集結し、賛同いただいた地元企業60社
のサポートのもと2019年に豊田市の地域新電力
「おいでんエネルギー株式会社」が設立されました。
代表の松原さんは「電気料金の一部は豊田市のボ
ランティア団体への支援や、学校での環境活動など
に活用します。子育て世代への割引プランなどもあ
り、地域全体で子供たちの成長をサポートする仕組
みを作って地域に貢献していきたい」と語ってくれま
した。
　2016年に始まった〝電力小売全面自由化″におい
て一般家庭や商店を含む全ての消費者が電力会社や
料金プランを自由に選択できるようになりました。太陽
光発電など地元で作られた電気を地元で使うこと（電
気の地産地消）は送電の距離によって電気が逃げてし

まう「送電ロス」を抑えることができるので効率よく電
気を供給することができ、利用者にとってお財布に優
しく利用できるそうです。今後の目標を伺うと、「豊田
市内の企業が1％でもおいでんエネルギーに切り替え
るだけでその分子供達の笑顔に繋げることができま
す。地域ぐるみで子供達が夢と希望をもって育ってい
ける街にしたいですね」と話してくれました。
　また、毎年冬になると豊田市駅周辺を明るく照ら
すイルミネーションの電力もおいでんエネルギーさ
んが提供してくれており、私たちの知らないところで
明るいまちづくりに貢献してくれています。
　電気自動車の普及など普段生活に欠かすことので
きない電気。エリア内で電気の需要と供給を完結させ
ることは災害時の備えにもなるそうです。地元豊田市
の為に何かしたいと思っている方、おいでんエネル
ギーの地域サポーターになりませんか。　（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）

融資・労務相談の無料個別相談会を開催します融資・労務相談の無料個別相談会を開催します

アンケートにご協力いただいた皆さまありがとうございました。

見積もりのご相談は
お気軽にお電話ください

新規
創業

愛
知
環
状
鉄
道 名

鉄
豊
田
線

スーパー
やまのぶ

愛環
梅坪駅

梅坪駅

名鉄
三河
線

153

419

矢作川

東梅坪町4

おいでんエネルギー

陣中町1

さらに、「会報見たよ！」で
5月末までに見積もり依頼された方、
図書カードプレゼント

緊急！緊急！

日　時 2020年4月8日（水）10：00～16：00

アンケートおよび個別相談会のお問合せ・予約 中小企業相談所 会員支援グループ TEL：0565ｰ32ｰ4594

会　場 本所2階201・202
相談員 日本政策金融公庫岡崎支店

社会保険労務士
愛知県信用保証協会

担当者
大滝 春義 氏
担当者

1事業所当たり30分、
事前にお電話での
予約が必要です。

業種別
売上影響

■ ▲50％超減少　■ 20－50％減少　■ ▲10％減少

業績影響

■ 今後悪化　■ 既に悪化　■ 影響なし

業績への影響

今後悪化
39%

既に悪化
35%

影響なし
26%

知りたい支援策や情報

資金繰り
融資制度
25%

補助金・助成金
74%

その他
1%

業績悪化対策

取引先見直
8%

設備投資見直し
16%

事業縮小
7%

雇用見直し
9%

対策なし
6%

その他
35%

資金調達
19%

卸、小売、飲食業

その他

製造業

建設業

サービス業

0 302010

卸、小売、飲食業

その他

製造業

建設業

サービス業

0 30（件） （件）2010

名コンビがあなたに合った
お仕事お探しします！

いつも陽気な社長の岩月大行さま（左）と

常に冷静な幼馴染の加藤裕太さま（右）

インスタ
QRコード

フェイスブック
QRコード

オーナーの白鳥香七恵さま
しら とり  か   な   え

いわつきひろゆき

か　とう ゆう  た
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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。

1卓4名様
\20,000
金・土・日曜日
ディナータイム
4名様より承ります。
・ふかひれのスープ
・海老のチリソース
・北京ダック
・小籠包
を含む全9品の特別メニュー
でございます。

3.4月週末限定ファミリーセット
桃園中国料理

「WE LOVE とよた商品券」 換金期限のお知らせ
取扱店登録事業者の方々

換金期限日 ２０２０年 ４月１５日（水）
・換金期限後は、一切換金に応じることはできません。
・換金の1回の限度枚数は2,000枚です。換金期限日直前でも2,000枚以上の換金はお受けいたし
かねますので、計画的なお持ち込みにご協力をお願いいたします。

注意事項

生産性向上特別措置法に基づく市の固定資産税の特例等の積極的な運用
豊田商工会議所を始めとした認定支援機関などと連携し、当制度の活用を図り、設備投資の
促進を図っていく。
【予算】イノベーションセンター運営費（３７百万円）・企業立地奨励補助金（１９５百万円）

幅広い人材の活用、育児・介護と仕事の両立への支援に向けた環境整備の推進
介護人材の不足対策として、外国人介護人材受入れに関する事業所の相談支援や、来日後
の外国人介護人材に対する日本語学習講座や介護福祉士国家試験対策講座を実施する。
【予算】介護人材確保事業費（１３百万円）・定住外国人就業支援費（３百万円）・
　　　人材マッチング支援費（６百万円）

既存工業団地における駐車場対策への支援〔篠原工業団地〕
企業立地マッチング制度により支援を行っており、その際に同時に設置した立体駐車場や平
面駐車場の整備に要した費用についても同様に奨励金の対象としている。
【予算】企業立地奨励補助金（１９５百万円）

公共空間の多様な活用による更なる集客の促進
公共的空間の活用を推進する取組である「あそべるとよたプロジェ
クト」において、ラグビーワールドカップ2019での経験を活かし、
多種多様な団体が活動し公共的空間がさらに活用され、中心市街
地のにぎわいが創出されるよう公民で連携して取組を進めていく。
【予算】公共空間活用推進費（１７百万円）

豊田式MaaS構築を目指した実証実験の着実な推進
〔「おばら桜バス」のオンデマンド配車導入、新規実証事業の推進等〕
MaaSの取組については、関係企業及び団体と、本市として取
り組むべき方向性について検討を進めるとともに、実証実験の
実施により事業性の検証を行っていく。
【予算】先進技術等移動支援事業費（１３百万円）
　　　公共交通利用促進費（８７百万円）

■予算規模 ■市税収入 （年度比較）

（年度）（出典：豊田市）

0

400

800

1200

1600
（億円）

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

リーマン・ショック

2019年度
1,843億円

▲17億円
（▲0.9％）

2020年度
1,826億円

■主な要望とその回答　※反映された要望等から抜粋

2020年度市役所予算と当所要望事項の反映について

2020年度 豊田商工会議所組織体制 「行動する豊田商工会議所」～より早くより高く　地域力を高めるために～　の
スローガンのもと、一丸となって事業推進してまいります。

部長 小田 康夫
専務理事
吉村 一孝

総務部 前田 憲佑
総務グループ

常務理事
小栗 保宏

事務局長
藪押 光市

内部監査人
宇野 和宏

GL

小田 康夫
中期プロジェクトグループ

GL

鈴木 淳
事業推進部 丹羽 亮介

街・店・品づくりグループ

GL

弓場 美奈
事業管理グループ

GL

河上 豊
中小企業相談所 早川 秀喜

会員支援グループ

GL

冨田 陽亮
支所支援管理グループ

GL 児玉 道春（兼務）
松平支所

支所長 

八木 朗
猿投支所

支所長

児玉 道春
高岡支所

支所長

愛知 忠之
上郷支所

支所長

部長

所長

◆団体担当者
　◇青年部：愛知、森奥
　◇女性会：小池
　◇B.L.C：冨田

GL=グループリーダー

忘れないでください！
！

※豊田信用金庫営業時間内に限る

お問合せ 事業推進部 街・店・品づくりグループ　ＴＥＬ：0565ｰ32ｰ4595
http:toyota-marche.jp

２０20年度「WE LOVE とよたマルシェ 」
「販路拡大支援事業」として2017年5月に「WE LOVE とよたマルシェ」を立ち上
げ、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。今年度は新たに
１店舗が加わり、２９店舗が加盟しています。

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

ぜひWE LOVE とよたマルシェ加盟店を
ご利用ください

●魅力あふれるとよたの特産
品について、ぜひ社内報に
ご掲載ください。

ご協力いただけませんか

くらやま　　さき
とよたPR大使

倉山 沙葵さん

おがさわら  はるか
とよたPR大使

小笠原 悠さん

つつい　　あみ
とよたPR大使

筒井 亜美さん

とよたの美味しいが
ぎっしり詰まっています！
仕事関係の手土産
にも、ぜひご利用
ください

●新規加盟店：莨屋 塩座（足助町）　主な出店商品：足助直し（いちご・おむすび・ゆで卵が美味しくなる塩）

●式典や取引先への手土産に　★
　・思いが詰まった豊田市の特産品がたくさん！
　　　　　地元の特産品を手土産にしませんか？

たばこ　や　　しお　ざ
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新型コロナウイルスの直接的・間接的な
影響による資金繰りにも対応可能です。

ぜひご相談ください

融資の条件

お申込みの際に必要なもの

お申込み
お問合せ

資金繰りの相談は豊田商工会議所へ！！

融資制度「マル経」のご案内

融資限度額 2,000万円

融資利率
1.21％（2020年3月1日現在）
※固定金利ですが、金利情勢により、
　利率は変更する場合があります。

保証人・担保 不要

融資資格

①常時使用する従業員が20人以下。
　（商業・サービス業は5人以下）
②豊田商工会議所の地区内で1年以上、
　同一事業を適法に営んでいること。
③豊田商工会議所の経営指導を
　原則６ヶ月以上受けていること。
④所得税・県市民税その他の税の滞納がないこと。
⑤日本政策金融公庫の融資対象業種であること。
⑥豊田商工会議所の推薦が必要です。

返済期間 ●運転資金 7年以内　●設備資金 10年以内

相談から借入まで ～ご融資のながれ～
①相談 ④審査

（審査会を開催）
⑤
日
本
政
策
金
融
公
庫
へ
推
薦

②申込
（必要書類の提出）

③実訪調査

⑥日本政策金融公庫の審査後、決定通知  

⑦日本政策金融公庫と借入契約書の締結

⑧融資実行

⑨返済開始

商工会議所

日本政策
金融公庫

申込者

マル経とは、小規模事業者経営改善資金の略称で、無担保・無保証人の融資制度です。下記の融資資格を満たしていると、申し込むことができます。
また、新型コロナウイルスの影響により売上減少しているなど、一定の条件を満たすと、更に有利な条件（▲0.9％優遇で
0.31％に）で申し込みできます。詳しくはお問合せください。

補助金情報

小規模事業者持続化補助金

65歳以上の雇用保険被保険者を雇用する
事業主・雇用保険被保険者のみなさまへ
2020年4月1日から65歳以上の高年齢被保険者からも雇用保険料の徴収が必要になります。ご注意ください！！

※上記以外にも書類を求める場合があります。　※融資実行までにお時間がかかる場合がございます。お時間に余裕を持ってお申し込みください。
※審査によってはご希望に沿えない場合もございます。予めご了承ください。

中小企業相談所  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

提出書類 備　　考
借入推薦依頼書 ※実印

共通書類

設備資金の場合
運転資金の場合

法人の場合

個人の場合

本人が署名・捺印すること
市税の納税証明書 ※原本 「市税に係る滞納はありません」 明記の完納証明
国税、県税の納税証明書 ※写し可 納税証明書もしくは直近の納付書または納税がわかる通帳の写し
個人情報取扱同意書 ※実印 本人が署名・捺印すること
営業（実在）確認書類 法人税の領収書・所得税の事業所得に係る証明書等または取引先の請求書等
金融機関取引一覧表 最近3か月以内のもの

残高試算表 決算から６か月以上経過している場合
返済一覧表 借入がある場合

請求書の写し 資金使途のわかるもの
見積書の写し 見積先の印鑑があるもの

商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書 直近３か月以内のもの
法人税の確定申告書 申告書・決算書共に直近２期分

所得税の確定申告書（写） 申告書・決算書の直近２か年分

通年で公募があり、
複数の締切が設けられました。

昨年度からの大きな変更点

ハローワーク豊田  TEL：0565ｰ31ｰ1400　中小企業相談所  TEL：0565ｰ32ｰ4593

ご不明な点がございましたら、最寄りのハローワークまたは当所までお問合せください。

お問合せ

中小企業相談所  TEL：0565ｰ32ｰ4593お問合せ

http://r1.jizokukahojokin.info/

2017年1月1日からの雇用保険法の改正において、65歳以上で雇用される人も雇用保険の適用対象とし免除制度を廃止、原則通り保険料を
徴収することとなりました。だだし、3年間の経過措置が設けられ、2019年度（2020年3月）までは徴収免除制度が継続されておりました。

公募要領、申請書様式はこちらから

新型コロナウイルス感染症により経営上の影響をうけながらも販路開拓等に取り組む事業者
賃上げに取り組む事業者
計画的に事業承継に取り組む事業者
経営力の向上を図っている事業者
地域の特性・強みを生かして高い付加価値を創出し、地域経済への影響力が大きく、その担い手と
なりうる事業に取り組むことが期待される企業として経済産業省が選定した事業者等
過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者

販路開拓の取り組みに対し、50万円を上限に補助金が出ます（補助率2/3）。今回の公募にあたっては、下記への重点的な支
援が図られます。

募
集
期
間

申請受付開始
第1回受付締切
第2回受付締切
第3回受付締切
第4回受付締切

：
：
：
：
：

2020年 3月13日 （3月10日　公募要領公表）
2020年 3月31日
2020年 6月 5日（金）
2020年10月 2日（金）
2021年 2月 5日（金）

全て締切日
当日消印有効

1
2
3
4
5

6
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関連団体より news

第131回日本商工会議所表彰 3部門で受賞！！

群 青 The NEW Leaders 青年部活動報告

名鉄トヨタホテル金扇の間において2019年度卒業式～永遠に笑顔に～
が開催されました。寺田靖子氏、河合克彦氏、那須健太郎氏、塚崎迅人
氏、新名秀彦氏、松井玲子氏、山口博士氏、岩崎智也氏、阪本浩二氏、西
川和男氏、岡田行雄氏、鈴木路行氏、柘植和彦氏、木村正秀氏、宮本健
司氏、全15名の卒業生の新たな門出を現役メンバー、OB・OG、来賓の
皆さま　総勢160名でお祝いしました。岩崎洋平筆頭副会長の送辞と卒
業生代表の岩崎智也氏の答辞は大変感動的なものでした。卒業生のス
ピーチでは涙あり、笑いありの心に残るものでした。OB・OG・卒業生が
築いてくださった豊田YEGをより一層魅力ある団体にしていこうと現役
メンバーは強く思いました。最後は卒業生と委員会メンバーがONE 
TEAMとなり花道を盛大に送り出し、素晴らしい卒業式となりました。

2019年度卒業式 ～永遠に笑顔に～2
262019年度報告会

「笑顔でバトンタッチ、未来へのステップアップ」

2
13

2019年度報告会「笑顔でバトンタッチ、未来へのステップ
アップ」が豊田商工会議所にて開催されました。柴田委員長
をはじめとする会員拡大委員会のメンバーに報告会を設営
していただきました。メンバー発表では、まちづくり理事、県
連出向理事、東海ブロック出向理事、日本出向理事からパ
ワーポイントを用いて活動内容について説明がありました。
さらに豊田YEG独自の事業、ビジネス実績報告やひまわり
会議、DO!クラブの説明後、メンバー同士でその内容をグ
ループディスカッションしました。豊田YEGの事業や活動、
出向者について、理解が深まった報告会となりました。

寺田会長と卒業生岩崎洋平筆頭副会長：送辞メンバー発表：福岡東海ブロック出向理事 グループディスカッション

新規会員さまのご紹介
2020年3月4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。お知らせ

（敬称略・部会順）

事　業　所　名

最新情報をお届け！

Toyotacci　.news

コカ・コーラボトラーズジャパン（株）ベンディング豊田支店 東 新 町

（株）T－WISH 三重県鈴鹿市

ビアバルclap！！ 西 町

大澤総研 花 園 町

杉山工業（株） 幸 町

町　名

第三商業

事　業　所　名

RTS 新 町

石河電工 み よ し 市

（株）大地工業 三 軒 町

松永 知樹 大 府 市

ケイディレクションサービス 高 上

MS 本 徳 町

GENERAL COMPANY合同会社 西 町

中村 隆太 吉 原 町

町　名

サービス業

建設業

飲食業

第一工業

オリックス（株）三河支店 岡 崎 市

SMBC日興証券（株）豊田支店 喜 多 町

金融業

ご入会ありがとうございました

3月19日、財政基盤強化や観光振興、運営、事業活動に関し、顕著な業績を挙げた商工会議所を表彰する「日本商工会議所表彰」にて、
下記賞を受賞することができました。表彰の栄誉を頂きましたのは会員の皆さま方のご支援のおかげとあらためて感謝申し上げます。

≪表彰内容≫
大会の成功とまちのレガシーづくりに取り組み、継続的な地域活性化につなげました。
●とよた産業フェスタを通じたラグビーの魅力を伝えるPR活動、スポーツ文化の醸成
●国際化を視野に入れた飲食・サービス業のおもてなしの向上（説明会開催、指さし会話シート・ピクトグラムの作成、WE　LOVEとよたマル
シェ主導のお土産開発など）
●市民や来街者のためのサービス・インフラ整備による利便性向上（公共フリーWi-Fi整備や多言語表記の推進、主要道路や橋梁の整備など）
上記の取り組みを通じ、W杯を一過性のイベントとして捉えずインバウンド対策や将来を見据えた地域振興の機とし、地域に貢献したこと
が評価されました。

●組織強化表彰（会員増強-会員数増加）
　（直近１年間における会員増加数の多さ）

●財政基盤強化表彰
　（直近2年間における安定収入の伸び）

●事業活動表彰　ラグビーＷ杯を通じたまちのレガシーづくり

2020年度 オススメ検定試験！
豊田商工会議所では、多くの場面で役立つ検定試験を実施しています。お知らせ

簿記は世界共通の「ビジネス言語」であり、仕事のあらゆる分野に関わる最低限の
基礎知識です。多くの企業が新入社員に取得を望む資格となっており、社会人に
なってからでも受験を希望する方が多くいらっしゃいます。

簿 記

流通・小売分野で唯一の公的資格であり、販売技術や接客技術をはじめ、在庫管
理やマーケティング、労務・経営管理など、幅広く実践的な専門知識を身につける
ことができます。

リテールマーケティング（販売士）

仕事に役立つ実践的な色彩の知識を学ぶことができる検定
試験。2020年度試験より級の設定がなくなりリニューアル！

ビジネスに必要不可欠な法律知識をバランスよく効率的に
学ぶことができ、業務上のリスクを的確に回避できるように
なります。

カラーコーディネーター検定試験® ビジネス実務法務検定試験®

高齢者や障がい者に住みやすい住環境を提案するアドバイ
ザー。超高齢社会を迎える日本において重要性が高まってい
ます。

複雑・多様化する環境問題について、総合的な基礎知識を身
につける検定試験。SDGｓを理解するツールとしても注目さ
れています。

福祉住環境コーディネーター検定試験® ECO検定（環境社会検定試験）®

お問合せ 事業推進部 事業管理グループ　TEL：0565ｰ32ｰ4569

検定試験の詳細スケジュールは
今月号の折込チラシをご確認ください
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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

情報の海におぼれている。急いでマスクや
ちり紙を買いに行くような、いらない藁を掴
んでしまう。「メディアリテラシー」という言葉
で、この海の泳ぎ方は習ってきたはずだ
が、泳ぐ＝正確な情報をきちんと選び取る、
ということの何と難しいこと。
この海でどうにか生き延びるために、私は
こめかみに人差し指をあてて、「あわて
ない、あわてない。」と、令和の今こそ、
やってみる。　　　　　　　　　 （M.N）

7日（火） 春の交通安全立哨活動

20日（月） 会費（前期分）口座引き落とし日

14日（火） ビジネスマナー・電話応対研修（当所 201会議室）
15日（水） 青年部通常総会

18日（土） STREET＆PARK MARKET（桜城址公園）

28日（火） ビジネスマナー・電話応対研修（当所201会議室）
～8月31日（月） 豊田ものづくりブランド募集中

商工会議所他ご案内 月4

※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

お知らせ

newsnews

2020年10月3日（土）・4日（日）
10：00～16：00
※出展募集は7月1日に公式HPから開始予定です。
　当会報７月号でご案内予定です。

日　　時

2020年4月1日（水）～8月31日（月）募集期間

会費口座振替の
お知らせ

2020年4月20日（月）に、2020年度年前期会費をお
引き落としいたしますので、前日までに指定口座へのご
入金をよろしくお願いいたします。
納付書でお支払いの会員さまは、4月中旬に請求書をお
送りしますので、ご確認をお願い申し上げます。

お問合せ 総務部 前田・髙橋　TEL：0565ｰ32ｰ4568

お知らせ

令和元年分
確定申告における
納税の期限について

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、所得税・消費
税等の納税期限が次のとおり延長されていますのでご注
意ください。なお、振替納税を希望される場合は、4月16
日（木）までに税務署に届けが必要となります。

お知らせ

とよた産業フェスタ2020
開催日決定

今年度は10月の第一週での開催となります。ご注意ください。

お問合せ 事業推進部　TEL：0565ｰ32ｰ4595

認定特典
展示会への共同出展・販路拡大に対する
取り組みへの支援
認定技術・製品のパンフレット作成掲載等

お問合せ 豊田ものづくりブランド推進協議会 事務局
TEL：0565ｰ32ｰ4594

お知らせ

お知らせ

※所得税の延納分の納期限・口座振替日（2020年6月1日）に
　延長はありません。詳しくは最寄りの税務署まで。

豊田ものづくりブランド
2020年度募集開始

豊田市を代表する優れた技術・製品を認
定する本制度。下記の通り今年度募集を
開始します。中小・小規模の製造業者・製
造業の生産性向上に寄与する通信事業者
の技術・製品を認定します。認定し特典と
して大型展示会への共同出展等を支援し
ます。要項等詳細は今月号折り込みチラ
シをご参照ください。

鈴木 　淳 事業推進部 部長 総務部 参与

氏名 新所属 旧所属

総務部・事業推進部 ← 総務部組織の変更

2020年4月1日付の人事異動（主査級以上掲載）人事異動

じゅん

児玉 道春 高岡・松平支所 支所長 高岡支所 支所長

八木 　朗 猿投支所 支所長 猿投・松平支所 支所長
あきら

冨田 陽亮 中小企業相談所 副主幹 上郷支所 支所長

氏名 新所属 旧所属
すけよう

愛知 忠之 上郷支所 支所長 中小企業相談所 本所

小池 将央 中小企業相談所 主査 中小企業相談所 主事

関
係
各
所
よ
り

令和２年度第二種電気工事士（筆記）試験準備講習会のご案内
■日時　2020年5月中旬より5日間（予定）18：00～21：00　■場所　豊田電気会館　2階会議室（豊田市元宮町2-105-2）
■受講料 25,000円（+本代実費）　■講習内容 基礎理論、法令、配線設計、施工方法、鑑別、模擬試験等
■持ち物 問題集、筆記用具、電卓　■申込期日 2020年4月17日（金）　■募集人員 20名 先着順
■備考 次回は9月に第一種電気工事士試験準備講習会を開催予定。
■お問合せ　電気工事組合事務局　足立・佐々木　TEL：0565ｰ32ｰ5606

企業に求められる取り組みを学べます！
健康経営®ライブオンセミナー

健康経営に対する社会の意識が高まっている中、企業はさまざまな取り組みが求められています。本セミナーでは、“これから”
を見据えた健康経営について学ぶことができます。

お問合せ 大塚製薬(株)セミナー事務局　TEL：0120ｰ356ｰ784（通話無料・10：00～18：00）

お申込み 右記QRコードから場　　所 産業文化センター2階 （とよた男女参画センター情報交換室）

日　　時 2020年5月14日（木） 14：00～17：00

2020年度人事について

3月31日に3名退職し、4月1日に1名入職しました。

西田 昂洋
にし だ たか ひろ

新人職員の西田昂洋と申します。私は、大学4
年間を豊田市で過ごしました。お世話になっ
た豊田市に豊田商工会議所の職員として貢
献していきたいと思います。1日でも早く仕事
に慣れ、お役に立てるよう精一杯頑張ります。
よろしくお願いします。

退職者

退職者

中小企業相談所 玉田 憲一
たま だ けん いち

この度、一身上の都合により退職することと
なりました。1999年4月に入所以来、21年
間、在職中は大変お世話になりました。多くの
会員の皆さま、一緒に仕事をさせていただい
た皆さまに心よりお礼申し上げます。本当に
ありがとうございました。

新入職員

2020年度 豊田商工会議所事務局 組織体制

新入職員・退職者

総務部

高見 優子
たか み ゆう こ

このたび65才を迎え退職することとなりま
した。1997年4月より長く勤務できました
ことは、ひとえに会員の皆さま、職員の皆さ
まのおかげと感謝いたします。ありがとうご
ざいました。

退職者

高岡支所 戸田 あずさ
と だ

一身上の都合により、３月末をもって退職す
ることとなりました。在職中は大変お世話に
なりありがとうございました。

猿投支所

お知らせ

納税の期限 口座振替日
（振替納税利用の場合）

2020年4月16日（木）所得税 2020年5月15日（金）

2020年4月16日（木）消費税 2020年5月19日（火）
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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 －

パンデミックとは？13
ある感染症や伝染病が全国的・世界的に大流
行し、非常に多くの感染者や患者が発生する
ことをいう。世界保健機構（WHO）は流行の
規模に応じ、エンデミック（地域的）、エピデ
ミック（国内ないし数ヵ国）、パンデミック（世
界的で規模が最も大きい）と使い分け、1～6
の警戒段階を設けている。

➡世界各地で感染が拡大する新型コロナウイルスに
ついて、WHOのテドロス事務局長は、「新型コロナ
ウイルスはパンデミックと言える」と述べて世界的
な大流行になっているとの認識を示したうえで、各
国に対して対策の強化を訴えている。（3/11の情報）

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 0565－32－4567
（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

●新型肺炎の記事を読んで
じわじわと景気が悪くなってきます。
3月をガンバレばよくなるのか心配です。
コロハラ（コロナハラスメント）なんて言葉も生ま
れていますが、みんな本当に辛抱されていて。
困ったら会議所へお電話ください。
見えない敵相手に先も見えにくいですが…もう
いっそ、コロナにマスクをしてもらいたいです。

●確定申告の記事を読んで
毎年、会議所さんのおかげで今まで続けて申告が
できるようになりました。
「おかげ」、ってうれしいですよね。こちらこそです。
そうですね。申告の道は会議所で税理士さんとの
チュートリアルからですね。
それは何の話をしているのかな？

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

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

4月24日（金）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

●□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

. 体が小さめのものは「タカ」

. ドラキュラが苦手な野菜

. サインをコレに書いて！

. 台所の流し台

. 秩父や長瀞がある県

. お金や大切な物の保管箱

. 野球の○○⇔外野

. 針の穴に通す

1
2
3
4
7
8
9
11

. クロコダイルやアリゲーター

. 貫徹したい最初の気持ち

. 血縁や婚姻でつながりのある人

. 試しにつくったもの

. シュンギクの別名

. 現役から退くこと

. 今日の夜

. 弓道で狙う

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 11 12

2 3

8 9

10

1

5

4
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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。

4/21（火）、5/19（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》

事業推進部 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4594　●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】

4月はお休み

4月はお休み

12 13
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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5月10日まで

豊田商工会議所会報 2020.4月号

共通クーポン コピー可
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得得コーナー相談所より


