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●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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会員紹介 「ATTARArt」会員紹介 「ATTARArt」

特集 SPORTS
　　　ＴＧＲラリーチャレンジ豊田大会
Pick up! 2021年度予算編成に対する要望書を豊田市に提出
コロナに負けない Withコロナ・Afterコロナ時代を生きるあたらしい取り組みをご紹介します
とよた元気プロジェクト WE LOVE とよた応援商品券
会員事業所紹介 ATTARArt / flower note
Sou-navi 納税の特例猶予をご利用ください
行動する商工会議所 とよたビジネスフェア2021 / 豊田商工会議所資格 厳選の6検定をご紹介！
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Editor's prose
花火大会に夏祭り、軒並み中
止を余儀なくされたコロナ禍の

今夏。２歳になる息子の夏らしい思い出は、ベランダの小さなプールで水遊
びをしたことだろうか。おうち花火鑑賞会（部屋中の電気を消して花火大会
の動画をテレビ画面で見る会）も予想以上に大好評だった。もちろん大人
はビール片手に、今年ならではの夏を満喫！といいたいところ。でも、どーん！
と響くあの迫力と歓声、屋台の香ばしい匂いにカラコロと鳴る下駄の音。湿
気がまだ残る、夏の夜の特別な空気感を味わうことなく、もう空は清 し々い
秋晴れへ…。来年こそは３歳になった息子に、日本の風物詩を体いっぱい
に感じて、大はしゃぎしてほしいと切に願う。　　　　　　　　　（F.M）

会員親睦ゴルフ大会会員親睦ゴルフ大会

＼コロナに負けない！／

名古屋グランパスを応援しよう！
＼コロナに負けない！／

名古屋グランパスを応援しよう！

ゼブラ企業とは？19
自社の成長だけでなく、持続可能性や共存性を大切にする企業のこ
と。他企業とも協調し、短期的な目線ではなく、長期的に社会にとって
価値のある企業を目指す新しいスタイル。「利益」と「社会貢献」と
いう相反する2つの課題を両立するという点で白と黒の柄であるシ
マウマからきている。
※急激な成長や市場の独占を目指すユニコーン企業の考えとは対照的

ゼブラ企業はSDGｓなど持続的な成長が重要視される現代に
マッチしていると考えられている。

近年よく耳にする
言葉の意味を知ろう

知って
おきたい用語集

　名古屋グランパスでは、Jリーグ運営のプロトコルに沿って新型コロナウイルス感染症の対策を行っています。感染拡大
防止をしながら、皆さまに安心・安全にスタジアムの１日を楽しんでいただくための取り組みが行われています。勝ち進み、
盛り上がりを見せる名古屋グランパスを一緒に応援しましょう！

　9月号でもご案内している第23回会員親睦ゴルフ大会を下記の日程で開催いた
します。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度は表彰式ならびに抽選
会は行いません。入賞された方には改めて商品をお届けいたします。
参加者の皆さまには例年通り参加賞をお渡しいたします。
　感染症対策に万全を期して開催いたしますので、皆さまお誘いあわせの上、ぜひ
ご参加ください。

開催日 2020年11月24日（火）
参加料 1,000円
お申込み 9月号会報裏面に必要事項を記載の上、FAXにてお申し込みください。
お問合せ TEL：0565-32-4568  FAX:0565-34-1777 （総務部 前田・早坂）

場所 豊田カントリー倶楽部

第23回
豊田商工会議所 第23回　豊田商工会議所会員親睦ゴルフ大会

会員親睦ゴルフ大会
今年で23回を迎える部会合同「会員親睦ゴルフ大会」を

下記の通り開催いたしますので、お誘いあわせのうえ、ご参加ください！

今年で23回を迎える部会合同「会員親睦ゴルフ大会」を
下記の通り開催いたしますので、お誘いあわせのうえ、ご参加ください！

※本申込書によって取得した個人情報は、ゴルフ大会の参加確認以外には使用いたしません。
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参加者

氏名

男・女

男・女

男・女

男・女

性別
生年月日

H / C 事業所名

会員親睦ゴルフ大会参加申込書 FAX 0565-34-1777

住所　〒

申込者氏名

事業所名

携帯電話

連絡先（TEL）　　　　　　　　　　（FAX）

2020年11月24日（火）
豊田カントリー倶楽部豊田市岩滝町コンジ503ｰ1

1,000円 ※ただしプレー代は各自でご精算ください豊田商工会議所本所もしくはお近くの支所まで
10月16日（金）までにお申し込みください100名
ローカルルール　ダブルペリア方式●組み合わせは、幹事にお任せいただきます。　組み合わせ表は、下記申込者宛にFAXいたします。

FAX 0565-34-1777

と　き

ところ

参加費

お申込み

総務部 TEL 0565ｰ32ｰ4568
本件担当

申込締切

参加予定人数

ルール

ふりがな

氏名

ふりがな

氏名

ふりがな

氏名

ふりがな

今年は新型コロナウイルス感染症の影響で
Jリーグが中断しました。しかし、多くの方の支え
もあり、今サッカーが出来ることに感謝して
います。ぜひ、全力でプレーする名古屋グラン
パスをスタジアムで応援してください。
皆さんの応援が必ずチカラになります。

入場時のソーシャル
ディスタンス対応！

全入場者への
検温の実施

飲食店やグッズ販売店
も対策を徹底！

座席は全席指定で
1m以上離して設置

ⒸN.G.E.

名古屋グランパスでは安心してスタジアムでのご観戦
を楽しんでいただけるよう感染症対策に取り組んでい
ます。今シーズンは連戦が続きますが、一戦一戦グラ
ンパスファミリーの方たちとともに闘っています。
ぜひ、スタジアムにお越しいただき、名古屋グラン
パスを応援してください。

DF 26 FW 27 相馬勇紀選手（今シーズン選手会長） 成瀬竣平選手（愛知県瀬戸市出身）

綴
じ
穴
を
開
け
る
際
は
、○
を
目
印

と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。



1. 豊田市の医療提供体制の総点検の実施
2. PCR検査体制の整備・拡充と検査費用の補助
3. 中小企業事業者への支援
4. 宿泊施設への支援
5. 公共工事の予算確保ならびに新型コロナウイルス感染予防経費の計上
6. 新型コロナウイルスの影響を受ける事業所への支援の継続
7. とよた元気プロジェクト事業への支援

9月3日、会員の皆さまや部会、各支所から寄せられた意見を取りまとめた
2021年度予算編成に対する要望書を太田豊田市長に提出しました。
三宅会頭はじめ副会頭らは各担当分野の課題と要望を説明をしました。市
議会議長や各会派へも訪問し、要望への理解を求めました。

2021年度予算編成に対する

要望書を豊田市に提出

2020年11月15日（日）に豊田市鞍ヶ池公園で開催予定の「TOYOTA　GAZOO　Racing　Rally　Challenge」に、当所会員事業
所の皆さまからご協賛をいただいた「WE　LOVE　とよた号」が出場します。「クルマのまち豊田」にラリー文化を根付かせ、豊田
を盛り上げるとともに、協賛事業所さまのPRに競技車の出張展示なども行い集客にご活用いただく予定です。

TGR

1）中小企業・小規模事業者に対する支援策の強化
２）「新たな産業を創造する基盤の構築」の具体的取組への着手
３）モノづくりを支える人材育成の取組強化
4）交通インフラ整備

1.市内経済の更なる基盤強化に向けた産業の強靭化

3.安全・安心なまちの実現
１）愛知県交通事故死者数ワースト1返上に向けた取組の推進
２）防災機能強化

4.SDGs未来都市の実現
1) SDGs未来都市の実現に向けた実証実験の積極的な推進

5.建設関係
１）建設工事入札制度の見直し
２）上水道工事量の増大
３）災害時の一時的避難場所となる身近な都市型公園の整備促進
４）緑地維持管理
５）工期延長時のコスト保持
６）小規模工事の現場代理人兼務要項

6.豊田商工会議所会館等の設備更新への支援
1)会議所会館の老朽化に伴う空調設備更新工事への財政的支援
2)将来的な支所統合に向けた支援

とよた元気プロジェクト

●新型コロナウイルス感染症に伴う要望

2.暮らしてよし・訪れてよしの魅力創出
１）駅西再生事業計画の立案と実施
２）今日までの賑わいづくりの取組の総点検と都心環境計画の見直し
３）道路利用の占有許可基準緩和
４）大型イベント開催時の周辺商業施設駐車場の混雑と渋滞緩和策の検討

中心市街地のにぎわいの再生

引き続き、「WE LOVE とよた号」に
ご協賛いただける事業所さまを募集しています

世界のラリーはFIA世界ラリー選手権（WRC）を頂点として、FIAが管轄す
る世界各地のFIAリージョナル（地域）ラリー選手権、各国選手権といったピ
ラミッドが形成されています。TGRラリーチャレンジは、最も多くのチーム
が参加する国内の各県シリーズに位置づけられる、2001年から本格的に
スタートした比較的新しいラリーシリーズです。当初は「TRDヴィッツチャレ
ンジ」というヴィッツのみのラリーでしたが、ヴィッツのモデルチェンジを機
に参戦車両やクラス区分も変更されました。
2012年からは「TRDラリーチャレンジ」と名称を変更し、ヴィッツや８６、全て
のトヨタ車のほか、他メーカーのクルマも参加可能にするなど、より多くの人
が参戦しやすくなりました。
2016年からは「TGRラリーチャレンジ」へと装いを新たに、初心者からベテ
ランまで楽しめる魅力はそのままに、開催地域をさらに拡大しています。豊
田市では2018年から鞍ヶ池公園で開催されており、3回目にあたる今年は
11月15日（日）に開催されます。

TGRラリーチャレンジとはTGRラリーチャレンジとは
（TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge）

トヨタガズーレーシング

ドライバーのご紹介

2003年
2004年
2009年
2015年

2018年

2019年

村瀬  太
ラリー参戦開始
中部ラリー選手権初優勝
全日本ラリーシリーズチャンピオン獲得
全米ラリー選手権で日本人選手として
初めて優勝
アジアパシフィックラリー選手権
ラリー北海道3位入賞
ヨーロッパラリー選手権に参戦を開始

（むらせ ふとし）ドライバー

1980年
1982年

1985年
1987年
1999年
2000年

依田  統
国内ラリー参戦開始
全日本ラリー選手権参戦開始
(ドライバー)
WRC英国RACラリー2位
香港-北京ラリー参戦
ラリーオブマレーシア参戦
WRCキャンベラ優勝

（よだ まもる）コドライバー

【協賛内容】
〈サイズ小〉 ７cm×18cm
〈サイズ大〉 32cm×32cm

1.5万円×50事業者 
10万円×5事業者

競技車両に協賛事業者55者程度のステッカーを貼付 

2020年10月20日（火）締切 事業推進部 鈴木・丹羽  TEL：0565ｰ32ｰ4595 お問合せ

FIA地域ラリー選手権
（ERC/アジパシなど）

各県シリーズ

各国ラリー選手権
（全日本＆地域選手権）

WRCWRC

TGR
ラリーチャレンジは
ここにあたります
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新型コロナウイルス感染症の拡大は、私たちの従来の“当たり前”を一変させました。
コロナ禍で多くの飲食店が始めた“テイクアウト”など、今後も様々な工夫や新たな取り組みが行わ
れていくと思います。先月号に引き続き、会員事業所の皆さまの新しい取り組みをご紹介します。

より高度な衛生管理で
快適空間をご提供しています

豊田商工会議所
本所に懸垂幕を
設置しています

Withコロナ・Afterコロナ時代を生きる
vol.02

あたらしい取り組みを
ご紹介します

非対面体温測定 AI顔認証熱画像カメラを開発しました
 株式会社メイクワングループ内の開発会社である、株式会社TSUNAGUは、新型
コロナウイルス感染拡大が１日でも早く収束するように海外事業者と企画・開発を
行ったのが、非対面体温測定AI顔認証熱画像カメラです。
　このカメラは、カメラの前60cmの場所に立つと、AIが自動で顔を認識し、すぐに
検温することができます。検温と同時に付属のプリンターから体温と"安心コード"が
表記された顔写真付きの名刺サイズのラベルが印刷されます。
　そのラベルは正常な体温である事の証明書として活用することができ、ラベルの
レイアウトは選択できます。安心コードも「検温済」、「入場可」、「確認済」など入力方
式になっており、業種によって使い分けいただけます。
　安全・安心・健康の入口を担う防疫対策ツールとして活用していただけることを心
から願っています。

対面でも大丈夫！ コロナ対策を万全に行うため
パーテーションなどもご用意して感染症対策に
取り組んでいます
まちなか、B館 T-FACE 9階の「湯葉と豆腐の店 梅の花」。お客さまの健康を考え安心してお召し上がりいただける素材を使用
しています。湯葉と豆腐という日本伝統の食材をベースに四季折々の旬の素材を組み合わせながら、和食の新境地を切り開く
「梅の花」の創作料理は会社の集まりからご家族でのお食事まで幅広くご利用いただけます。
新型コロナウイルス感染症対策を万全に期してお客さまをお迎えしています。お店のご利用に加え、テイクアウトでのご利用も
お待ちしています。

お会計のカウンターにはパーテーションやアルコール
スプレーを常備し感染予防対策を徹底しています。

90日間効果持続の
「除菌・抗菌システム」を
展開しています
ホーメックスは、新型コロナウイルス
感染拡大を受け、これまで培ったノウ
ハウを活かし4月に消毒サービスの専
門チームを組織しサービスを提供し
ています。今後のWithコロナ・After
コロナの時代を見据え、新サービス
「バイオプロテクトシステム90」を展
開しています。
「バイオプロテクトシステム９０」は、
EPA(米国環境保護庁)で９０日間の抗
菌効果を認証された画期的なシステ
ムです。またホーメックスは施工のみ
でなく、アフターサービスにも力を入
れており、検査機器を使用し、お客さ
まの環境清浄度を数値化して目に見
える安心を提供しています。

施工の様子HP “キレイ”の数値の見える化を行います

飛沫感染を防ぐパーテーションのご用意もあります。
お気軽にお問い合わせください。

これからの季節、おせちのご予約も
受付中です。

検温後のラベル出力で、安全・安心の「見える可・見せる可」を行います！

https://umenohana-restaurant.co.jp/shop-list/info.php?id=968
豊田市若宮町1-57-1 B館 T-FACE 9F 湯葉と豆腐の店 梅の花場　　所 TEL 0565-37-3833お問合せ

◎即時体温を測定
◎体温記録＆顔認証
◎手軽な設置＆使用

即 効 性

◎非対面体温測定
◎マスクの着用可否確認
◎発熱アラーム動作

安 全 性

◎赤外線映像技術
◎正確な体温測定±0.3℃

正 確 性

HOMEXが実現する新しいキレイ
NEW NORMAL

より高度な衛生管理手法で快適空間づくりをサポート

感染症対策
としてのキレイ

キレイを数値で
「見える化」

快適空間を
科学的にサポート

ホーメックス株式会社
TEL 0565-33-2468

お問合せ
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会員事業所紹介

“あったらいいな”を実現する道を描く ATTARArt

【住所】 豊田市田代町3ｰ19ｰ16　 【営業時間】 9：00～18：00
【定休日】 土・日　【HP】 https://attarart.co.jp
【メール】 k.takamatsu@attarart.co.jp

株式会社 ATTARArt（アタラート）

本コーナーに掲載する会員事業所を募集中！ぜひご連絡ください！ TEL：0565ｰ32ｰ4567（早坂・山下）

【住所】 豊田市高橋町1ｰ32　【営業時間】 10：00～19：00
【定休日】 土・日　【TEL】 0565ｰ77ｰ7015
【HP】 https://www.flower-note.com/　【メール】 info@flower-note.com

flower note

ものになるよう、サポートします。
　ATTARArtでは自社製品の開発・製造にも力を入れており、
トラック用のエンジンをロボットが温水で高圧洗浄する、「エン
ジンASSY洗浄機」は群馬県の企業に導入され、これまでの作
業時間の半減につながると日刊工業新聞に掲載されました。そ
の他にも効率化に繋がる製品も開発しており、少数精鋭の技術
者によるものづくりの力が発揮された結果といえます。美容室を
運営するグループ内の美容事業では、今後自社の機械を導入し
て他社にはできない新たなサービスを展開する予定だそうで
す。また、従来の業界だけでなく、これまで機械が使われてこな
かった業界にもアイデアを生み出し、よりよい社会・働きやすい
環境へと導いていきたいと考えています。
　新たな技術がつくる未来を創造するために、ATTARArtは製
造業の限界に挑戦し続けます。　　　　　　　　　　（文責Ｍ・Ｙ）

花束やアレンジメントなど生花の販売は
もちろん、手入れが簡単な観葉植物や

造花、プリザーブドフラワーなど1年を通して
楽しめるお花や、こだわりの花器も販売してい
ます。

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4594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4594

創業のきっかけは？Q
A 30年近く生花店に勤めてきた過程で、

国家検定1級フラワー装飾技術士や講
師など各資格を習得しました。また、フラワー
デザインのコンテストにも挑戦し技術やセンス
を磨くなかで、自分自身が突き詰めてきた「上
質さ」をコンセプトにしたお店を持ちたいと思
い創業を決めました。

仕事内容は？Q
A

新規会員

セールスポイントは？Q
A 花の上質をコンセプトに、仕入れる花は市場で手に取り

自分の目で直接選んでいます。保管に関しても、1日でも
花が長持ちするように徹底した品質管理を行っているので、当
店の花の鮮度は抜群です。店内は建築士と相談し、お客さまが
お買い物を快適にできるようにこだわりぬいた白を基調とした
空間となっています。

今後の思いは？Q
A ヨーロッパのように挨拶がわりにお花を渡すような贈花

の文化を日本にも普及していきたいです。また、オンライ
ンショップを開設し、全国各地の人達にも上質なお花をお届け
していきたいと思っています。センスにこだわった上質なフラ
ワーギフトを各種ご用意して、皆さまのご来店を心よりお待ちし
ています。

Instagram
アカウント

大切な人への贈り物に

皆さまのご来店を
心よりお待ちしております

ア　タ　ラ　ー　ト

「上質」をコンセプトに flower note
フ　ラ　ワ　ー　ノ　ー　ト

　多くの方が“あったらいいのにな”、という想いを一度は抱い
たことがあるのではないでしょうか。その想いを実現させる道を
拓く手伝いをしてくれるのは、「株式会社ATTARArt」。社名で
あるATTARArtは“あったらいいな”と“アート”を組み合わせた
言葉で、世の中の願いを現実にする道を描くという意味が込め
られており、ものづくりの街、豊田市で産業用機械の提案・設
計、開発事業を行っています。地域貢献の一環として、お米づ
くりに携わったり、豊田市内の小学校で1/2成人式を行い、仕
事の面白さを伝える機会を設けたりと地域に密着した活動も
行っています。代表の高松さんは「お客さま・従業員・社会が求
める“あったらいいな”を一緒になって考え実現していく会社で
す。お客さまの業種や現場の状況によって課題は様々ですが、
若い意欲にあふれたメンバーがどんな要望にも挑んでいきま
す。」と、お話いただきました。
　産業機械の自動制御装置などの設計・製造で実績をもつグ
ループ会社の株式会社ファインテックと連携することで機械設
計、電気設計、製造を担当する技術者が揃うため、設計、製造、
組み立て、調整まで一貫して行うことができます。これにより低
コストでかつスピード感のある仕事が可能となりました。仕様書
どおりの設計はもちろんのこと、そのスキマを見つけてさらに
良くなるアイデアを提案し、少しでも使いやすく、満足度の高い

アタラート

P.15の
クーポンを
ご利用ください

田中町
1丁目

本地町
7丁目

田中山公園

本地町
ふれあい広場

東
名
高
速
道
路

489

284

ATTARArt

豊田ICセブン
イレブン

詳しくは
「フラワーノート」で

Web検索を

9月25日、とよた元気プロジェクト実行委員会は、コロナ禍でご苦労さ
れている事業者を応援すべく、「コロナにまけない！『WE　LOVE　とよた
応援商品券・とよたPR大使』事業開始セレモニー」を開催。商品券の
PRと、第8期とよたPR大使のお披露
目、TGRラリーチャレンジ豊田大会、イ
ルミネーションストーリーinとよた2020
等の冬季イベントのPRを行いました。

商品券1冊につき１枚（裏表紙）抽選券がついています。
お出かけの際には、抽選券の所定欄をご記入いただき、
下記のとおり、ご投函ください。

※景品はお選びいただけません。※当選発表は景品
の発送をもって代えさせていただきます。

今回のこの商品券事業はコロナ対策のため、当初予定されていた対面販売から変更し、Web及びハガキでの申込みの
導入や、お申込みの皆さまのご住所へ商品券を直接郵送させていただく等、非接触の販売方法で実施し、多くの皆さま
にご購入いただきました。ありがとうございました。本商品券で、お買い物・旅行などをお楽しみください。

10月1日より使用開始！

商品券で市内消費拡大！
商品券・とよたPR大使 事業開始セレモニー

とよた元気プロジェクト

WE LOVE とよた応援商品券

WE LOVE とよた 大抽選会

2020年11月15日（日）

応募締切

豊田市役所1階インフォメーション、豊田市内全交流館、
T-FACEインフォメーション、豊田商工会議所１階
※投函時間は各施設営業時間・開庁時間に準ずる

投函場所

抽選券 景品（予定）
●商品券登録の飲食店食事券（5,000円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　3,000本
●WE LOVE とよたマルシェ加盟店で使える
　お菓子券（2,000円）　　　　　　　　500本
●豊田市特産品（米、野菜、加工品、花ほか）
　　　　　　　　　　　　　　　　　3,000本
●ホテル宿泊券（10,000円）　　　　　400本
●その他　　　　　　　　　　　　3,100本

景品総数10,000本
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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

特例猶予の要件

①新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年2月以降の任意の期間（1か月以上）
において、事業等にかかる収入が前年同期と比べて概ね20％以上減少していること。

②一時に納税することが困難であること。
●特例猶予の対象は、2020年2月1日から2021年2月1日までに納期限が到来する国税です。
●納付すべき国税の納期限までに申請書の提出が必要です。

特例猶予が適用されない場合でも、現行の猶予制度が認められる場合があります。
現行の猶予制度では、 年8.9％の延滞税が年1.6％に軽減されます。

※収入には事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、譲渡所得などの一時的な収入
は含みません。

※やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、所轄の税務署（徴収担当）
にご事情をお申し出ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が困難な方へ

納税の特例猶予をご利用ください
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合は、税務署に申請する
ことにより納税が猶予されます。

以下の①②のいずれも満たす方が特例の対象となります。

猶予制度に関するお問い合わせは
国税局猶予相談センター（0120ｰ380ｰ769）をご利用ください。

特例猶予が
認められると…

①納期限から1年間納税が猶予されます。
②猶予期間中の延滞税は全額免除されます。
③申請にあたり担保の提供は不要です。
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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
 

TEL︓0565-31-2211 

行動する豊田商工会議所 

「簿記を理解する」とは、会社の経営
状態を知ること、つまりは経営管理能
力を身につけられる技能であり、どん
な時代にも必要になる能力です。経
理担当はもちろんのこと、営業職・管
理職にも求められる知識です。

※政府・自治体の示すガイドラインに沿って感染症対策を万全に行った上で、従来どおりの開催を予定しています。
ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

とよたビジネスフェア２０２１
～変革を勝機に！～

豊田商工会議所の資格
厳選の６検定をご紹介！

とよたビジネスフェア２０２１ 開催概要

コロナ禍でも各地で工夫を凝らした展示会・商談会が行われています

　とよたビジネスフェアは、リーマンショックで市内経済が大きく冷え込んだ２００９年に初開催されました。第１０回までは製造業を
中心とする事業者の商談・PRの場として毎年開催してきましたが、前回新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より初めて中止と
なりました。全国各地で予定されていた展示会が軒並み中止となるなか、当地域の経済活動の再始動を目指し、とよたビジネスフェア
２０２１の開催準備を着々と進めています。
　今回は、例年の出展対象に加えて、感染症予防対策に関連した事業所の出展も募集しています。詳細につきましては、今月号折
込チラシをご覧ください。

〈各地の展示会・商談会情報〉

テーマ 変革を勝機に！
開催日時 ２０２１年３月１１日（木）・１２日（金）１０：００～１７：００

会　　場 スカイホール豊田（豊田市八幡町１－２０）

内　　容 自社技術・製品・サービス等のPR、セミナー

出展申込 2020年10月5日（月）～12月21日（月）
申込方法等は今月号折り込みチラシをご覧ください

（２０２０年９月25日時点）

開催予定日 名　　　称 出展者数/来場者数（過去実績） 開催状況

予定どおりの開催に加えオンライン
上の展示会を併せて開催します。

2020年
10月7日（水）～9日（金）

第23回
関西ものづくりワールド 1,350社・団体/40,071名

通常開催からAIマッチングシステム
を活用した、オンライン展示会に切り
替えて開催。公式HPで出展者・来
場者を募集中。

2020年
11月16日（月）　
　～12月11日（金）

メッセナゴヤ2020 1,442社・団体/62,422名

通常開催を予定
10月から発注企業・11月に受注企
業を募集します。詳細は、あいち産
業振興機構HPをご覧ください。

2021年
2月25日（木）

地域商談会
（三河・知多会場）

発注企業59社/
受注企業131社/
商談件数332件

幕張メッセでの開催からオンライン
開催に切り替えます。

2020年
10月20日（火）～23日（金） CEATEC2020 787社・団体/144,491名

2020年度後期の検定がまもなく始まります

今取らなきゃ
　いつ取るの?!今でしょ！！

日商簿記検定試験

複雑・多様化する環境問題について、
総合的な基礎知識をバランス良く身
につける検定試験。環境に配慮した
製品・サービスが当たり前となりつつ
ある今、環境知識の有無はビジネス
に差を生む要素となっています。

ECO検定（環境社会検定試験）®

自分を守る"仕事の法律入門"。ビジネス
に必要不可欠な法律知識をバランス良
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。業種・業態を問わず、全てのビジネ
スパーソンにとって必要なスキルです。

ビジネス実務法務検定試験®

あらゆる管理職（マネジャー）が身に付
けておくべきマネジメントの知識を体系
的に学ぶための検定です。マネジャーの
ミッションを『チームとして成果を出すこ
と』と定義し、そのミッションを果たすた
めに必要な知識を厳選しています。

リテールマーケティング（販売士）検定試験

色彩の知識を身につければ、色の持
つ効果をビジネスシーンに活かすこ
とができます。仕事に役立つ実践的
な色彩の知識を学ぶことができます。

カラーコーディネーター検定試験®

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。医療・福
祉・建築について総合的な知識を身
につけます。超高齢化社会を迎えて
いる日本において、ビジネスシーンで
の重要性が増しています。

福祉住環境コーディネーター検定試験®

2021年　2月28日（日）
2021年　2月17日（水）
2020年12月13日（日）
2020年12月　6日（日）
2020年11月29日（日）
2020年11月22日（日）
2020年11月15日（日）

検定試験名
第156回　簿記検定試験
第45回　　福祉住環境コーディネーター検定試験
第49回　　カラーコーディネーター検定試験
第48回　　ビジネス実務法務検定試験
第29回　　ECO検定（環境社会検定試験）
第87回　　リテールマーケティング（販売士）検定試験
第157回　簿記検定試験

施行日
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471-0027 2 160   
TEL:0565-31-2211 http://www.t-castle.co.jp

23  Wi-Fi

6:00-21:00
\5,500

Day7 (7 )
\42,000

(\6,000/1 )

　　　　　　既存企業内にはいない人材を外部より招き
入れ、経営を引き継がせる。マッチングの公的支援等も行
われており、全体の8.5%が外部招へいの承継。
　　　　　　第3者へ会社を売却する承継のひとつの形。
中小企業の事業承継の加速に伴い、M&Aを支援・仲介す
る企業が増えており、616件がM&Aを締結している。

M&A仲介企業のモデルは様々ですが、売り手・買い手のそれぞれの要望を調整する
ことが特徴です。※自社に合う形は公的支援期間等とご相談の上、決定ください。

news

Part3進んでいますか？ 事業承継のはなし
8月号より事業承継について紹介をしてきました。最終回の今回は後継者のいない場合の承継方法についてご紹介します。

群 青 障子を開けてみよ 外は広いぞ 青年部活動報告

ＨＰリニューアル＆YouTubeチャンネル開設
9月20日より、青年部HPをリニューアルしました。今までは、青年部活動を中
心に発信させていただきましたが、豊田市の素晴らしい魅力を取材し、随時発
信させていただきます。また、YouTubeチャンネルも開設しました！チャンネル
名は【豊田人】です。撮影から編集、配信まで青年部メン
バー（催事委員会）が担当しています。動画を見ていた
だき、グッドボタン　　とチャンネル登録をよろしくお願い
します。

建設業部会
髙井副市長講演会

小規模事業者
持続化補助金
セミナーWithコロナ・ポストコロナ時代に向けた感染症や自然災害など外的要因

に対応した社会構造への対応について、建設業部会員６４名が参加し、
髙井副市長に講演いただきました。広大な市域で災害や超高齢化社会
など多様な課題に直面する当市での、
道路整備事業における幹線道路の整
備や維持管理、都心環境計画での
「ウォーカブル推進都市」の実現等に
ついてご説明いただきました。市の建
設行政について大変有意義なお話を
伺うことができました。

新型コロナウイルス感染症に対する支援として、家賃支援給付金の制度があります。電子申請での申し込みが困難な方は下記サポー
ト会場をご利用ください。支給対象など詳しくはHPをご覧ください。

「小規模事業者持続化補助金」についてとよたイ
ノベーションセンター山方氏より採択のポイント等
ご講演いただきました。
特例措置の説明も織り
交ぜながら、会場・Web
配信合わせて３８名に
聴講いただきました。

報 告

8
26

報 告

8
28

豊田参合館2階 207区画（豊田市西町1ｰ200）サポート会場

9：00～17：00（土日祝含む）会場時間

～2020年10月31日（土）期　　間

申請サポート
予約方法

●Webで予約：家賃支援給付金HPより
●電話で予約：予約専用ダイヤル 0120ｰ150ｰ413
　　　　　　　（9：30～18：00土日祝含）

最終回

※出典：中小企業庁 中小企業実態基本調査 ※数字は2019年のもの

M&Aマッチングの仕組み（一例）

事業承継先の決まっていない企業は多い 後継者がいない場合の事業承継方法
外部招へい

M&A

法人企業

個人事業主

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

■事業承継先を考えている　■現在の事業を継続するつもりはない
■今はまだ事業承継について考えていない　■その他

来月からは
BCPについてご紹介します

ＨP YouTube

https://www.tranbi.com/

関
係
各
所
よ
り

屋外広告物に安全点検が義務付けられました
■安全点検義務化について　2020年４月に豊田市屋外広告物条例が改正され、屋外にあるお店の看板等の屋外広告
物を点検すること及び一定規模以上の屋外広告物は2023年４月以降、有資格者による点検をすることが義務付けら
れました。詳細は折込チラシをご覧ください。
■お問合せ　豊田市都市整備部建築相談課まちづくり担当　TEL：０５６５ｰ３４ｰ６６４９
メール：keikan@city.toyota.aichi.jp　HP：豊田市役所建築相談課「屋外広告物の点検義務化について」

とよたイノベーションセンターセミナー受講者を募集中 ※状況によりZoomによる開催の場合があります。
①「動画も使って分かりやすい　切削理論セミナー」
2020年11月5日（木）13：30～16：30 株式会社イワタツール　代表取締役社長  岩田昌尚 氏
②「動画も活用　Webでつなぐ販路開拓セミナー」
2020年11月6日（金）13：30～17：30　ものづくり職人　You　Tuber　ケロさん
2020年11月20日（金）13：30～17：30　株式会社NCネットワーク名古屋　代表取締役　大谷裕氏　株式会社前田テクニカ代表取締役　前田昌彦氏 
■詳細・お問合せ　とよたイノベーションセンター　TEL：０５６５ｰ47ｰ1240 

2020年度 労働講座の受講者を募集します！
“労働講座 feat. 労働契約等解説セミナー2020（厚生労働省委託事業）”
「安心」して「働く」ための労使をつなぐルールである「労働契約」の基礎的事項のほ
か、無期転換ルールの基本的な事項もわかりやすく解説します！
■日時　2020年12月2日（水）13時30分～16時30分　■セミナー　オンラインセミ
ナー（Web会議システム「Zoom」を利用）と集合型セミナー（会場：豊田商工会議所２F多目的ホール）を同時開催！　■対象　どなたでも（経
営者、人事労務担当者、勤労者など）　■定員　オンラインセミナー：先着100名、豊田商工会議所会場：先着30名　■お申込み　2020年
10月5日（月）10：00から、愛知県Webページに必要事項を入力、またはFAX（0565ｰ32ｰ6470）で　愛知県Web：https://www.pref.ai-
chi.jp/soshiki/nishimikawa/0000012512.html　■お問合せ　愛知県西三河県民事務所産業労働課　豊田加茂産業労働・山村振興
グループ（担当：天野）TEL：0565-32-7498　ＦＡＸ：0565-32-6470　E-mail：nishimikawa@pref.aichi.lg.jp 

「あいち働き方改革サポートセミナー」働き方改革の講師を派遣します！
愛知県では、研修会・勉強会等を対象に、働き方改革に関するテーマで講師を派遣しています。Web会議システム（Zoomまたは
MicrosoftTeams）を利用したWeb対応も可能です。詳細は今月号折込チラシ「働き方改革の講師を派遣します！」をご覧ください。
■お問合せ　あいち働き方改革推進キャラバン（サポートセミナー）事務局（愛知県委託先：ＮＰＯ法人ブルーバード内）
TEL：０５６５ｰ７７ｰ６９１０　メール：info@bluebird.or.jp　HP：愛知県労働福祉課「『あいち働き方改革推進キャラバン』
サポートセミナーの講師の派遣を希望する団体等を募集します！」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/hatarakikatakaikaku-saposemi.html

最新情報をお届け！

Toyotacci　.news

情報PLUS１

お知らせ 家賃支援給付金サポート会場の設置が延長されました。

※申請サポート会場での申請を希望される場合は、事前予約が必要となります。上記予約方法にて必ずご予約の上、ご利用ください。
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正解者のなかから10名さまに
『猿投温泉 日帰り入浴
全日無料券』をプレゼントします。

正解者のなかから10名さまに
『猿投温泉 日帰り入浴
全日無料券』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
メール：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

10月23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～Eに入れた文字を並べると、ある言葉が完成します

ルール

. セキセイ、コンゴウ、オカメなどが仲間

. 最近は携帯の標準装備

. 「＋」の計算法

. 未来・現在・○○

. 鳴門海峡の名物

. 宴会のまとめ役の人

. 首が長い動物

. 干すとスルメになります

1
2
3
4
7
8
9
10

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

. クジラより小型

. トンビが○○を生む

. タコスやテキーラで有名な国

. カメが背負っている

. 窓を開けて空気の入れかえ

. 砂、磯、破などの左側の部分

. 仏の○○も三度まで

. ⇔他薦

1
3
5
6
8
10
11
12

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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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 20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、PCトラブ
ルなどITに関する様々な相談に応じます。

※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。

10/20（火）、11/17（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

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

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、自社株まわり相談日
は7日前）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 19日（月）

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

13：30～16：30 本所 第3水曜

ＯＢ人材活用相談（事前予約・有料）
生産設備を工夫して効率化を図りたい・より良い製品を作るために従業員を教育したい・
トヨタ生産方式を学びたいなど生産活動や人事、労務など経営上の様々な問題・課題を
経験豊富なアドバイザーを安い指導料で派遣し解決に結びつけます。
【詳細・お問合せ】キャリアプラーザ協議会事務局　河上（豊田商工会議所内）TEL：３２ｰ４５９４

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

当面の間中止します

ト コ ア ラ
ク コ ウ ツ
ヒ イ
ツサ チ

ツ ネ コ タ
マ ト

ウ
サ コ

キ

コ

ジ
ン ク イ

サ ク ラ ジ マ

ご利用方法

豊田のオトクーポン！

※基本料金より20％割引
※チェックイン時にご提示ください　※他の割引との併用不可

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

お食事１０％割引

大人通常1,500円を

1,400円
岩風呂
入泉料

ホテル
金泉閣

1泊2食、昼食、
夕食の基本料金より

5％割引

入場券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方がお得です

※上限3,000円まで
※1枚につき4名さままで

●他券との併用不可　●有効期限 2020年11月10日まで

豊田商工会議所会報 2020.10月号

共通クーポン

開催は原則、お申し込み後2週間以内

※新型コロナウイルス感染症の影響により時短営業・臨時休業になることがございます。
予めご了承下さい。

共通クーポン券を切り取り、利用される事業
所に直接ご提出ください。期間中何度でもご
利用いただけます（コピーも可）

ご利用上の注意
各クーポン券の内容が異なりますので、記載内容をよくご確認の上ご利用く
ださい。原則として、他のサービス券との併用はできません。サービス内容
の詳細につきましては、直接ご利用の事業所にお問い合わせください。

担当 早坂・山下　TEL：0565ｰ32ｰ4567 （受付時間 9：00～17：00）
ご優待券・クーポンに関するお問合せ

豊田商工会議所会員事業所、17事業所からのクーポンをお届けします。ぜひご利用ください。（会員事業所（家族・従業員）利用可）

販  売
〈本所のみ〉
※要事前予約

豊田市温浴施設じゅわじゅわ
（ほっとかん内）

〈OTOCOUPON〉

TEL：0120ｰ85ｰ1907

1 有限会社 真栄コーポレーション
 ハウスクリーニング

１０％割引
 エアコンクリーニング

１０％割引
※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
　いませんTEL：0565ｰ42ｰ4266

2 かみいろ美人
カラーリングリタッチ料金
通常3,758円→3,218円

花束 アレンジメント
胡蝶蘭 観葉鉢 など

マスクダメージケアまたは毛穴引き締めフェイシャル（60分）
7,560円→2,900円

※他の割引との併用不可

※2台目以降
　さらに割引有

TEL：0120ｰ890ｰ901  http://migax.net

3 車のコーティング MIGAX NB
コーティングに限りキャンペーン価格より
さらに１０％割引

TEL：0565ｰ45ｰ6111　https://www.sanageonsen.jp

4 猿投（さなげ）温泉

※毎月10名さま限定（完全予約制）
※男性も可

TEL：090ｰ1234ｰ0703

5 Shyna シエナ
※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

TEL：0565ｰ33ｰ7337　http://www.toyotahotels.co.jp

6 シティホテルアンティーズ

宿泊１０％割引

TEL：080ｰ6972ｰ9190

7 脱毛サロン Punana
高校生の方まで通常料金より
最大50％割引（完全予約制） （月～木 17:30～22:00のみ利用可）

TEL：0565ｰ42ｰ5717

8 天ぷら 御食事処 まつ葉
飲食代１０％割引

（2,200円 or 5,200円スマイルカードは除く）
TEL：0565ｰ58ｰ2900

9 トヨタセントラルゴルフ
50球追加

※１枚につき１室（３泊）まで

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

10 豊田プレステージホテル
飲食代１０％割引

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

11 はんこ屋さん21豊田店

無料
※他の割引との併用不可
※1枚につき4名さままで利用可

ＴＥＬ：0565ｰ58ｰ3500　https://www.forestahills.jp

12 フォレスタヒルズ
食事１０％割引

ＴＥＬ：0565ｰ29ｰ1811　https://www.plaza85.co.jp

13 プラザホテル豊田
※他の割引との
　併用不可

14 flower note

※１枚につき１室（３泊）まで

TEL：0565ｰ31ｰ2211

15 ホテルトヨタキャッスル
宿泊 ３０％割引

TEL：0565ｰ31ｰ2211

17 よもぎ蒸し専門店 ビバ・ピール

※他の割引との併用不可　※1枚につき4名さままで

ＴＥＬ：0565ｰ35ｰ6611 https://www.toyota-hotel.co.jp/

16 名鉄トヨタホテル

プリペイドカード
新規ご購入時に

名刺・封筒の
初回データ作成代 

※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
※ご予約時に「クーポン利用」と
　お伝えください

【レストラン】 レストランフォンターナ・和処 花乃里

ＴＥＬ：0565ｰ77ｰ7015 （月～金／10：00～19：00）
店舗詳細は 「フラワーノート」 で web 検索を 

げんき食堂WAKU家
飲食・テイクアウト 10％割引 メンズサウナプラザ

入泉 2,300円を 1,500円
プラザホテル
豊田 宿泊20％割引

お花１０％割引

特別に よもぎむし30分 2,500円！
足マッサージも無料でサービス！
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クーポンコーナー相談所より


