
●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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編 者散文
Editor's prose

「５月」本来であれば、心躍るゴールデンウイーク。しかし、今年
は新型コロナウイルスの世界的流行で様相が違う。外出は自
粛だし、海外旅行なんてもってのほか。そんな2020年のGW、
自宅で「おうち時間」を満喫するしかない。料理したり、パンを
作ってみたり、映画や音楽鑑賞しながら自宅でまったりも悪く
ない。あと、普段できない断捨離や大掃除もオススメ！気候が
よくてはかどりますよ♪　　　　　　　　　　　　 （M.Y）

18日（月） 第86回リテールマーケティング検定試験
申込受付開始 （6月19日申込締切）

～8月31日（月） 豊田ものづくりブランド募集中

～6月5日（金） 小規模事業者持続化補助金 申請
（第2回締切）

商工会議所他ご案内 月5

※新型コロナウイルス感染症の影響により変更になる場合があります
※第155回簿記検定、第219回珠算能力検定は中止となりました

■
発

　行
　所
：
豊
田
商
工
会
議
所

■
編
集
発
行
人
：
吉
 村
 一
 孝
 

■
定

　価
：２
20円（

会
員
は
会
費
に
含
み
ま
す
） 

■
印
　刷
：
豊
田
共
栄
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

豊
田
商
工
会
議
所

豊
田
商
工
会
議
所
青
年
部

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

特集
行動する豊田商工会議所 コロナに負けるな！
緊急経済対策要望書を豊田市に提出
新型コロナウイルス感染症特別貸付のご案内
会員事業所のさまざまな取り組み 他
会員事業所紹介 井上自動車販売
Sou-navi 労働保険事務組合の紹介
働き方改革のはなし、知っておきたい用語集、
＃テイクアウトとよた、青年部「群青」 など
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会員紹介 「井上自動車販売」会員紹介 「井上自動車販売」

その他、新型コロナウイルス感染症による経営悪化や資
金繰りの不安等ございましたら、随時当所経営相談窓口ま
でご相談ください。

会員の皆さまへのお知らせ

＃テイクアウト
とよた　　

飲食応援キャンペーン

この度の休業協力要請を受け、市内の飲食業関連事業者の皆さまが
多大な影響を受けています。
「＃テイクアウトとよた」では、市内で困っている飲食店を支援するため、
テイクアウト商品の紹介キャンペーンを実施しています。飲食店の皆さ
まは掲載ご検討を、消費者の皆さまには食べてSNSでの応援をお願い
しています。
皆さまの多くのご賛同とご協力をお願いします。
お問い合わせ・詳細は今月号折込チラシへ

新型コロナウイルスの影響で
お困りの飲食業関連事業者の皆さまへ

自宅・オフィスでランチに
困っている皆さまへ

日　　時

①大型連休中も、本所にて融資等の相談を
　受け付けます

5月2日（土）～6日（水） 9：00～16：00

日　に　ち

②「雇用調整助成金」等の特別相談を開設
毎週木曜 要予約 （→詳細P.3へ）

お問合せ 中小企業相談所 TEL：0565ｰ32ｰ4594

綴
じ
穴
を
開
け
る
際
は
、○
を
目
印

と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。



４月１６日、当所から豊田市へ子供用マスク10,000枚を寄贈しました。
マスクは、当所会員事業所である、ビジネスフロンティア協同組合の青山聡専務理事
から子供たちの感染予防に役立てていただきたいとの主旨で、当所に寄贈いただき
ました。有効な活用方法を検討し、市内のこども園で活用していただくため、当所から
豊田市　太田市長にマスクを寄贈することにしました。三宅会頭から「市民の安心・安
全の確保が最も優先すべき課題だと思います。子供たちのために、速やかに配ってい
ただきたいです。」とお願いし、太田市長は「産業界も含め大変な時に、大変ありがた
いです。しっかりと使わせていただきます。」と感謝の言葉を述べられました。
今回の子供用マスクは、市内の公立こども園（62園）、私立こども園（10園）、私立認定
こども園（21園）に配付される予定です。

経済産業省は4月12日よりLINE公式
アカウント「経済産業省新型コロナ 
事業者サポート」を開設しました。
友だち登録をしていただくことで、
アプリ内で支援メニュー検索機能を
ご利用いただけます。
また、新型コロナウイルス感染症で
影響を受ける事業所向けの支援メ
ニューを随時発信しています。

社会保険労務士による個別相談日を５月７日（木）より開設します。
雇用調整助成金の概要、対象となる事業所をはじめ支給申請手
続き方法、必要書類等について詳しく説明します。
お気軽にご活用ください。

資金繰りにお悩みの方必見

新型コロナウイルス感染症特別貸付のご案内
日本政策金融公庫が信用力や担保によらず一律金利とし、3年間まで0.9％の金利引き下げを実施。

【融資対象】　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業績悪化を来たし、
　　　　　　次の①または②のいずれかに該当する方

【資金使途】　運転資金、設備資金

【利子の補給期間】　借入後当初3年間
【利子の補給対象上限】　中小事業 1億円　国民事業 3,000万円

【融資のお申し込み】　最寄りの日本政策金融公庫の本支店
【融資概要についてのお問い合わせ】
最寄りの日本政策金融公庫の本支店 または 当所 中小企業相談所 TEL：0565ｰ32ｰ4593

【据置期間】　5年以内
【金　　利】　当初3年間 基準金利▲0.9％　4年目以降基準金利
　　　　　　中小事業1.11％ → 0.21％　国民事業1.36％ → 0.46％

【借入限度額】　（別枠）中小事業 3億円、国民事業 6,000万円

①最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5％以上減少した方
②業歴3か月以上1年1か月未満の場合等、前年（前々年）同期と単純に比較できない場合最近1か月の売上が次の
　いずれかと比較して5％以上減少している方
a. 過去3か月（最近1か月を含む）の平均売上高　　ｂ. 2019年12月の売上高
c. 2019年10月～12月の売上高平均額

【担　　保】　無担保 【借入期間】　運転：15年以内　設備：20年以内

さらに下記条件を満たすことで、当初3年間の利子補給を受けることが可能です

①個人事業主（事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る）：要件なし
②小規模事業者（法人事業者）：売上高▲15％減少
③中小企業者（上記①②を除く事業者）：売上高▲20％減少
※小規模要件 ・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
　　　　　　 ・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

※利子補給については、令和2年度補正予算の成立が前提となります。
※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第、中小企業庁HP等で公表予定です。

※ご利用には審査があります。審査によってはご希望に沿えない場合もございますので予めご了承ください。

会員の皆さまへ 本所にて緊急支援策をご用意！
新型コロナウイルス感染症で事業に不安をお持ちの事業者さまはぜひご利用ください。

いずれも本所
（小坂本町1ｰ25）
にて開催

開設日

【予約先・お問合せ】 中小企業相談所 TEL：0565ｰ32ｰ4593・0565ｰ32ｰ4594

「雇用調整助成金」等に係る
 特別相談日を開設

要予約1

2020年５月７日（木）以降毎週木曜日
13：00~17：00

当所では、影響の拡大・長期化に伴い、一段と業況が悪化する小
規模事業者が増え、借換や長期資金のニーズが一段と高まってい
ることからゴールデンウィーク期間中も当所経営指導員よる「緊
急融資特別相談窓口」を開設します。

日　時

ゴールデンウィーク中も
【融資】緊急特別相談窓口の開設2

2020年５月２日（土）～５月６日（水）
9：00～16：00（昼休憩１時間）

４月２0日、会員の皆さまへの緊急アンケート結果やヒアリング内容を
もとに、「緊急経済対策要望書」を豊田市　太田市長ならびに、豊田
市議会　杉浦議長に提出しました。要望の内容としては、新型コロナ
ウイルスの感染拡大が市内の経済活動に甚大な影響をおよぼす中、
非常に厳しい経営環境を強いられている中小・小規模事業者の雇用
の維持と事業の継続を最優先に、国の雇用調整助成金への上乗せ
補助など５項目の要望事項を盛り込みました。三宅会頭から要望内容
を説明し理解を求めるとともに、豊田市としてスピード感のある取り
組みをお願いしました。また、事態の長期化も懸念されることから、今
後も感染状況の推移や国・県の動向も踏まえながら、市内事業者の支
援に役立つ要望をタイムリーに提出していく旨を伝えました。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う、
緊急経済対策要望書を豊田市に提出

太田市長に要望書を手渡す正副会頭

杉浦議長へも要望への理解を求めました

マスク寄贈を受け、感謝状を贈る正副会頭 感謝状を受け取る三宅会頭

3月の信用保証料100％補助の市要望に引き続き

①国の「雇用調整助成金制度」にかかる市の補助制度の創設
　…国の助成率に応じた事業主負担分への市の上乗せ補助の実施
②公共事業の早期繰り上げ発注の実施
③中心市街地フリーパーキング加盟事業所の負担軽減に向けた
　緊急支援の実施
④中小企業の新規投資を支援する生産性向上特別措置法に
　基づく固定資産税の特例措置延長への積極的な対応
⑤地方税および社会保険料の徴収猶予など税制措置等への的確な対応

要望内容

【アカウント名】
経済産業省 新型コロナ
事業者サポート
【LINE ID】 @meti_chusho

LINEアプリを活用して
新型コロナウイルス感

染症で影響を受ける事業所
の皆さまに支援メニューに
関する情報をお届けします

子供用マスク10,000枚を豊田市に寄贈しました
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特集 行動する豊田商工会議所 コロナに負けるな！
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〒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。

テレワークシングルプラン
23㎡の客室 高速Wi-Fi完備
◆通勤時のリスクを回避◆

デイユースプラン
9:00-21:00
\5,500

ご予約は、お電話にて
お申込み下さい。

連泊プラン
Day7ウイーク(7泊)

\42,000
(\6,000/1泊)

　　　　　　　当所会員事業所の
さまざまな取り組みをご紹介します

中小企業・小規模事業者がITベンダー、サービス事業者と共同でITツールを導入し今後相次いで直面する働き方改革等
の制度変更に対応するための費用の一部に補助金が出ます。

各種補助金に
新型コロナウイルス感染症の「特別枠」拡がる
企業を取り巻く状況や支援策は日々変化しています。補助金等をうまく使えば支出を抑えるだけではなく、新たな設備を導入す
れば、生産性の向上も望めます。そのためには、自社が使える内容を見逃さないことが大切です。
このページでは1年を通して経済産業省を始め補助金の情報や、当所からの支援策をお伝えします。
今月号ではテレワーク導入にも使えるIT導入補助金と今年度より複数回の申請となった小規模事業者持続化補助金について
ご紹介します。

IT導入補助金

申請等詳細は

対　　象 中小企業・小規模事業者

補　助　額
A類型30万～150万円 いずれも補助率1/2
B類型150万～450万円 ＊A類型とB類型は補助対象等が変わります。

申請期間 2020年6月上旬～12月下旬までで締切を3回に分けて審査 直近締切は6月（予定）

補助対象になる経費 ソフトウェア費、導入関連費

小規模事業者の販路開拓の取り組みに対し、上限50万円（補助率2/3）の補助金が出ます。

小規模事業者持続化補助金

対　　象 小規模事業者 補助対象になる経費 販路開拓に関する費用（広報費等）
補　助　額 50万円 ＊一部要件を達成することにより100万円 いずれも補助率2/3

②持続化補助金 補助上限を50万円から100万円へ引き上げ

①IT導入補助金 補助率を1/2から2/3へ引き上げ

お問合せ 中小企業相談所　TEL：0565ｰ32ｰ4593

検 索IT導入補助金

●第2回締切2020年6月5日（金）より、郵送に加え電子申請「Jグランツ」での申請が可能となります。

新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために、
上記補助金に「特別枠」が設けられます！

【申請要件】
補助対象経費の1/6以上が、
以下の要件に合致する投資であること
Ａ：サプライチェーンの毀損への対応
Ｂ：非対面型ビジネスモデルへの転換
Ｃ：テレワーク環境の整備

＊令和2年度補正予算の成立が前提 き　 そん

要チェック

内の洋菓子店「松華堂」が新型コロナウイ
ルス感染症の拡大により打撃を受けている

酪農家を応援しようと、「牛乳を消費しよう！キャ
ンペーン」を実施しています。３月上旬からの市
内小中学校の休校を受け、給食で牛乳を提供して
いた酪農家が窮地に立たされているニュースを
知った代表の奥平さんが、「うちで購入してくれた
ら消費が少しは増えるかな…」との考えからキャ
ンペーンを始めました。期間は小中学校が再開す
るまでの間です。

ャンペーン中は松華堂が取り扱う洋菓子の
中でも多く牛乳を使う各種シュークリーム

を20円引きして販売をしています。「イベントなど
が中止となり、豊田市内の菓子組合でも苦しい状
況が続いています。豊田菓子組合では「松華堂」
の取り組みに賛同した事業所（あずき庵・福寿園・
花月・ソルボンヌ　等）がキャンペーンを展開して
おり、広がりを見せています。

で協力し合い、一刻も早く普通の日常が
戻ってくることを願っていますし、皆さまと

一緒に乗り越えたい！」と代表の奥平さんは意気
込まれました。

型コロナウイルス感染症の影響により外
出の自粛が強まるなか、豊田市でも新型コ

ロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴い、不要
不急の外出を控えるなど、感染拡大をさせない
取り組みが求められています。市内飲食店もこ
の影響を大きく受けていますが、そのなかでも
お店の味を家庭でも楽しんでいただけるよう、
テイクアウトや宅配などのサービスを行う飲食
店の取り組みが注目を集めています。

田町の「あんかけスパ＆お好み焼きえん」
では新たに店舗でテイクアウトをはじめま

した。「皆が苦しい今、協力の意味を込めて、なる
べくリーズナブルな価格設定を行っています。
多くの皆さまに楽しんでいただき、新型コロナ
ウイルス感染症を乗り越えたい」と店長の宮道
さんはお話されていました。

水町のitalian&wine　charcoal（チャコー
ル）では緊急事態宣言を受け、４月１７日よ

りランチタイムやディナータイムの営業時間の
短縮を始めました。

　「お酒の提供も１９時までの対応とさせていただ
きます。感染症防止の観点から、お客さまの間隔
を空けての店の営業を続けつつ、テイクアウトを
始めました。はじめての取り組みで不安なことがと
ても多いですが、新型コロナウイルス感染症で外
出もできず大変な思いをされている皆さまに、美
味しい料理をお届けできたら嬉しく思います。」と
オーナーの宮越さんはお話されました。

型コロナウイルス感染症により、外出の制
限などがあり、多くの方が大変な思いをす

るなか、「豊田を盛り上げよう。そして新型コロナ
ウイルス感染症に負けない！」と新たな取り組みを
行う事業所が多くあります。当所としても頑張って
いる事業所の皆さまを全力で応援させていただ
きます。とよた元気プロジェクトの事業の一環とし
て、テイクアウトや、お弁当などを扱う店舗をHPや
SNSなどで情報を発信し、営業自粛でお困りの飲
食店の皆さま、そして家庭や職場の食事にお困り
の皆さまの支援を「♯テイクアウトとよた」として
行っています。詳細は折込チラシをご覧ください。

◆牛乳消費で酪農家を応援！

◆さまざまな飲食店が取り組む“テイクアウト”

市

新

前

浄

皆

新

キ

お問合せ とよた元気プロジェクト実行委員会 事務局　TEL：0565ｰ32ｰ4595

大人気のシュークリーム大人気のシュークリーム

新たにはじめたテイクアウトのお弁当新たにはじめたテイクアウトのお弁当

３名さまからのオードブル３名さまからのオードブル

画像は、とよた元気プロジェクトHPより

コロナに負けない！特集 行動する豊田商工会議所 コロナに負けるな！
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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

（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

労働保険事務組合※にお任せ！
労働保険は、労働者（アルバイトやパートタイマーを含む）を1名
でも雇用したら強制適用となります。複雑な労働保険手続きを
当事務組合がしっかりサポートします。ぜひご活用ください。

労働保険の手続きは豊田商工会議所の
※労働保険事務組合とは厚生労働大臣の
　認可を受けた中小事業主等の団体です。

1. 事務代行内容
①雇用保険、労災保険の保険料の申告手続き
②従業員の入社、退職時の届出等
③その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

2. 対 象
①常時労働者数が、300名以下の事業所（卸売・サービス業は100名以下、金融・保険・不動産・小売業では50名以下）
②豊田商工会議所の会員（別途入会規約有）
③豊田市内に事業所を有し、事業実態があること

3. 委託手数料（年間）
業種と労働者数によって算出

注：印紙保険料に関する事務ならびに労災保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保健事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

事務組合に
事務委託すると、

こんな
メリットも！

法人の役員、個人事業主および家族従業員も労災保険に特別加入できる
制度を利用できます。
※包括加入等の要件があります。

1

保険料の額にかかわらず年3回の分納になります。
事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。

2

労働保険料の申告、納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理
しますので、事務の手間が省けます。

3

※委託するには、委託手数料が毎年必要です。

従業員と同じ仕事をしていて、
労災事故にあった場合に補償
される任意加入制度です。

豊田商工会議所お問合せ
●本　　所　豊田市小坂本町1丁目25番地
●上郷支所　豊田市上郷町5丁目3番地1
●高岡支所　豊田市若林西町西山18番地
●猿投支所　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）
●松平支所　豊田市九久平町簗場38番地5

TEL ： 0565－32ｰ4567（代表）
TEL ： 0565－21－0019
TEL ： 0565－52－3047

TEL ： 0565－45－1212
TEL ： 0565－58－0025

詳しくは最寄りの
本所・各支所へ！

会員事業所紹介

カーライフサポーター

井上自動車販売

【住所】 豊田市亀首町山川35番地12
【TEL】 0565ｰ45ｰ7302　　【FAX】 0565ｰ45ｰ1403
【メール】 kazuinoue2002@yahoo.co.jp
【営業時間】 10：00～19：00　【定休日】 水曜日／平日の祝日
【HP】 http://inouecd.jp/

企業関連
情報

井上自動車販売

四郷町
千田

豊田市立
四郷小学校

豊田市立
井郷中学校

亀首町
前田

亀首町
町屋洞

豊田市
運動公園

井上自動車販売

一流の整備士が
丁寧に整備します

特別にカスタムしました
 (販売しています)

　「すべては人の為に」をモットーに、豊田市亀首町に販
売店と工場を構える「井上自動車販売」は販売や修理に
とどまらず、自動車サービス全般を通して豊田市内の皆
さまが安全、安心して暮らせる環境づくりに尽力していま
す。代表の井上さんは自動車メーカーの整備士や営業マ
ンとして腕を磨いた後、12年前に2代目として後を継ぎ、
豊田市を中心に地域の人のために何が必要かを日々念
頭において事業を行っています。「お客さまの欲しい物よ
り、必要な物をベースに考えて販売、修理をしています。
お客さまの喜びが私のやりがいなのでどんな小さなこと
でもご相談ください。」と話す井上さん。真面目な人柄が
伺えました。
　また、近年では高齢ドライバーによる交通事故の
ニュースを目にすることが多くなりましたが、この状況を
1件でも減らしたいと井上さんは〝急加速抑制装置※″の
設置に力を注いでいます。（※急加速抑制装置とは、前進
後退を問わずペダルの踏み間違いによる異常な急加速
をセンサーが検知した時、加速を抑制する装置）
　昨年12月より豊田市が高齢ドライバーの事故防止お
よび事故時の被害軽減を目的として負担額の9割補助を
実施しており（4月17日現在）、この制度を利用し対象の
65歳以上のユーザーに装置の普及を促しています。

（JARWAの「JARWA_S-DRIVE」の取付台数は、井上
自動車販売が全国No.1！）
　自動運転の車が公道を走る日が目前に迫るいま、「衝
突被害軽減ブレーキ」など、先進安全技術自動車（ASV）
といわれる車の普及によってその最先端技術を有する自
動車の整備には、同様の高度な技術が求められていま
す。お店では代表をはじめ整備士がその技術（エーミング
作業）の認定を受けています。現在エーミング作業を行え
る設備が市内でもあまりないため、今後専門の整備工場
を作り自動車のまち豊田市で人々が安心して車に乗れる
環境を作りたいと考えています。これらの取り組みの原
動力は「すべては人の為に」、から湧き上がる使命感にほ
かなりません。

（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
エンジンオイル交換
無料サービス
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最新情報をお届け！

Toyotacci　.news

◎専門家による情報提供、アドバイスは無料です。
◎従業員を雇用している中小企業であれば業種を問いません。
◎面談は「訪問」「オンライン」が選べます。

中小企業の現状やお悩みをお伺いし、働き方改
革関連法への対応や、生産性の向上、人材の確
保・定着につながるよう、働きやすい、働きがいの
ある職場づくりに向けた事業所へのアドバイス、
従業員向けのセミナーのご要望にお応えします。

群 青 The NEW Leaders 青年部活動報告

第35回通常総会（Web総会）が
開催されました。
通常総会は、2019年度の役員体制を2020年度に引き継ぐ大
切な事業です。しかし本年は、新型コロナウイルス感染症の影
響による緊急事態宣言を受け、開催を大幅に縮小し、開催され
ました。
Web上で、議事の審議を問う形式になりましたが、2020年度
の事業計画（案）並びに収支予算（案）が無事に可決承認されま
した。「障子を開けてみよ、外は広いぞ」をスローガンに、岩崎
洋平会長率いる2020年度の青年部活動が幕を開けました。
昨今、新型コロナウイルス感染症の影響を受け社会情勢が
日々刻々と変化しています。ウイルス感染拡大防止に尽力しつ
つ、今後も目まぐるしく変化する状況を日々注視し、都度、適切
な対応をすること、そして青年経済人として何ができるか模索
し、地域貢献・自己研鑽できるように活動していきます。 2020年度 役員会メンバー

3月号でご紹介したように大企
業のみならず、中小・小規模事
業者も働き方改革の対象とな
り、社内のルール整備を進めて
いくことが求められています。
今月号より数回にわたり働き方
改革について支援策や専門家
によるアドバイス等をご紹介し
ます。

豊田ものづくりブランド
2020年度募集開始お知らせ

SOGOの後、約20年の歴史に幕
松坂屋豊田店、来年9月30日に閉店

4月2日、J.フロントリテイリング（株）は傘下の大丸松坂屋百貨店が運営する松坂屋豊
田店（愛知県豊田市）を2021年9月30日を以って閉店すると発表しました。
同店は豊田市駅西口市街地再開発ビルのキーテナントとして2001年10月にオープン。
売場面積は約1万8000平方メートル。現在では三河地区唯一の百貨店として、ファッ
ション・化粧品のほか食品などにも強い地域密着の百貨店として営業しています。
開店より約20年間、中心市街地の核店舗として商業振興にご尽力をいただきました。
この度の閉店は残念ですが、来年9月末日までは営業されますので、最後までご利用い
ただきますよう、ご案内申し上げます。

緊急融資相談・雇用調整助成金の
無料個別相談を開催しました

日本政策金融公庫岡崎支店職員と社会保険労務士による緊急融資相談、雇用調整助
成金の無料個別相談会を当所にて開催しました。当日は、14事業所の相談支援を行い
ました。
当所では、引き続き融資相談をはじめ雇用調整助成金ほか、専門相談員による各種の
相談窓口を開設していますので、ぜひご活用ください。
詳細につきましては、P.3、P.10をご覧ください。

報 告

4
8

豊田市駅の「顔」の閉店が惜しまれます

相談中も「ソーシャルディスタンス」に配慮

～2020年8月31日（月）募集期間

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（会員支援G内）

豊田市を代表する優れた技術・製品を認定する
本制度。右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。要項等詳細は先月号折り込み
チラシをご参照ください。

Part1
進んでいますか？

働き方改革のはなし

お知らせ

豊田市働き方改革
アドバイザー・講師派遣

同一労働同一賃金や年次有給休暇の取得
義務化、助成金の活用などについて、愛知働
き方改革推進支援センターが相談会を開催
しています。相談会の予約方法はP.10へ！
また、事業所へ専門家の派遣もしています。

愛知労働局による
働き方改革相談会

働き方改革を進める事業所への支援

※来月号は専門家による
　アドバイスを掲載します。

【緊急告知】 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けた事業所を支援します。
「雇用調整助成金」等の活用、「テレワーク」の導入などについて、
専門家が分かりやすくご説明、活用の仕方をご案内します。

どちらも
無料！

豊田市産業部産業労働課
TEL：0565ｰ34ｰ6774

お問合せ・お申込み
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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 －

ソーシャルディスタンスとは？14

外出しない・人と集まらないことがソーシャル
ディスタンスの前提ですが、スーパーでの買い
物、病院の待合室、テレワークが難しい仕事な
ど、外出の際は人と2mの距離を保ちましょう。

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

新型コロナウイルス感染症の
影響により時短営業・臨時休業
中の店舗・施設がございます。

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

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、右記までご応募ください。

応募方法

5月25日（月）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

. セロリやパクチーは○○○野菜

. イノシシ肉はこの花に例えられる

. カメラで撮影

. 70歳のお祝い

. 今年とれたお米

. 計量スプーンの５ミリリットルのもの

. 野菜を売っているお店

. 空から降る水

1
2
3
4
7
8
9
10

. 一般からも募集すること

. 力士が踏むもの

. 大阪名物の球体粉もん

. 布を縫い合わせる機械

. 今日の夜

. 大江教会がある熊本の地名

. 兄弟姉妹の娘

. 大みそかの夜。○○○の鐘

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
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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

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 13：30～15：00 本所 毎週木曜

13：30～17：00 本所 19日（火）

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。

5/19（火）、6/16（火）
14：00～17：00

※新型コロナウイルス感染症の影響により
　会場変更もしくは延期・中止の可能性も
　ございます 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

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・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。

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

「雇用調整助成金」等の個別相談

雇用調整助成金等の支給申請のご相談に社会保険労務士が応じます。
13：30～17：00 毎週木曜

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

13：30～16：30 本所 第3水曜

13：30～16：30 本所 第3火曜
《お問合せ・予約申込みなど》

※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
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

ＴＥＬ：0565－87－5252
https://www.toyota-stadium.co.jp/

【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名まで）】 さらに1名あたり500円引き（40分）

【十塚町】

豊田スタジアム ※チケット販売の有無についてはHPをご確認ください。
※対象席種、価格、スポーツプラザ営業日等はお問い合せください。

１5％割引Ｊリーグチケット料金

【千石町】

【曙町】

【神明町】

【豊栄町】

当面の間中止します

ワ ニ シ ヨ シ
シ ン セ キ ン
ニ シ サ ク

キ ク ナ イ
ン イ ン タ イ
コ ン ヤ マ ト

ク タ ニ ヤ キ

●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6月10日まで

豊田商工会議所会報 2020.5月号

共通クーポン コピー可

Rakuten.Todayより https://corp.rakuten.co.jp/social-distance/

感染症の感染拡大を防ぐため、
意図的に人と人との物理的距離を保つこと。

大切に
思うからこそ、
今は離れよう。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている全ての事業所さまにお見舞い申し上げます。
会員事業所紹介コーナーでは新規創業の事業所、既存会員事業所の紹介をしておりますが、新型コロナウイルス
感染症に負けない取り組みをしている事業所の紹介も行いたいと考えています。
掲載ご希望の事業所さまはぜひご連絡ください。
一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と皆さまのご健康を心よりお祈り申し上げます。
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得得コーナー相談所より


