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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

■
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 2020.

№813

2020.

SPORTS TGRラリーチャレンジ豊田大会
とよた元気プロジェクト 第８期とよたPR大使 活動報告
行動する豊田商工会議所 小規模事業者持続化補助金 採択後の手続き
会員事業所紹介 傾奇者・アピュアン株式会社
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
商工会議所サポート 新おいでん共済制度 更新のお知らせ
Sou-navi 新型コロナウイルス感染症にかかる固定資産税・都市計画税の特例制度について
　　　　　中小企業診断士による個別相談・小規模事業者持続化補助金（一般型）
情報PLUS１ コロナ禍で見直すBCP Part2

12

12
編 者散文

Editor's prose

今や割高な使い捨て不織布マスク。「続けて
1日以上着用することがあっても仕方ない」と
いうのは暗黙の了解かと思いますが、気にな
るのが衛生面。2日以上マスクを使われる方
は、ハンドソープや食器用洗剤を手に広げ、濡
らしたマスクを挟んで手のひらを洗う要領で洗
うと、さっぱりします。不織布マスクは、実はプラ
スチック製で水を吸わず、乾きが良いので生
乾きの臭いもしません。役に立つかわかりませ
んが、お試しあれ。　　　　　　　（M.N）

QOL（クオリティ・オブ・ライフ）とは？20
日本語で「生活の質」と訳し、「生きがい」や「満足度」という意
味があり、主に医療や福祉の分野で用いられる。WHO（世界保
健機関）は、1948年に作成したWHO憲章のなかで、以下のよう
に定義している。

出展企業を募集しています。
締切は12月21日（月）までぜひ、
お申し込みください。

つまり、「健康＝病気がないこと」ではなく、内面も満たされてい
て初めて、「健康」だとされている。

怪我や病気によってハンディキャップがあってもその人らしい
満足のいく生活が営めるように「生活の質＝QOL」が近年重
要視されるようになってきている。

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
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商工会議所行事予定 2020
Nov.

健康とは、完全な肉体的、精神的、社会的に良好な状態であり、
単に疾病または病弱の存在しないことではない。

販路開拓セミナー 当所2階3日（木）

第48回ビジネス実務法務検定試験6日（日）

第29回環境（eco）社会検定試験13日（日）

地域商談会（三河・知多会場）募集締切～18日（金）

経営課題解決のための人材活用セミナー21日（月）

※29日（火）～2021年1月3日（日）まで、年末年始のため
　お休みをいただきます。

2021.3/11（木）・12（金）
10：00～17：00

検 索とよたビジネスフェア
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9月25日 
第8期とよたPR大使 任命式

9月25日「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

11月5日 「WE LOVE とよた号」
お披露目セレモニー

11月15日 「TOYOTA GAZOO Racing 
Rally Challenge 2020」第12戦 豊田

当所エントランスにて、
「TOYOTA GAZOO 
Racing ラリーチャレン
ジ2020」に出場するラ
リーカーのお披露目式
を行いました。三宅会

頭の号令のもと、両大使が除幕を行いました。

鞍ケ池公園で開催。
とよた元気プロジェク
トから出走する「WE 
LOVE　とよた号」を応
援に駆け付けました。
市民の皆さまと一緒

に、ラリー観戦を楽しみました。

当所2階にて、例年より
1か月遅れて開催。
筒井亜美さん・倉山沙
葵さんが第7期に引き
続き第8期として就任
しました。

豊田参合館アトリウム
にて、2020年10月よ
り使用開始の「WE 
LOVE　とよた応援商
品券」のPRイベントを
開催。

第8期就任後初めてのお仕事となりました。

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

その他の
予定

・2020年11月28日・・・・・・・・・・・・・・・
・2021年1月23～24日（土・日）・・・
・2021年3月6日（土）・・・・・・・・・・・・・・
・2021年3月11～12日（木・金）・・・

Remember Wonderful Contact2020
とよたの特産品展（場所：金山駅）
中村寿一・豊田喜一郎顕彰会　献花式（場所：豊田市役所）
とよたビジネスフェア（場所：スカイホール豊田）

番外編とよたPR大使
公式Instagram
投稿の一部をご紹介

「とよたPR大使」公式イ
ンスタグラムを開設し
て、1年が経ちました。
見てくださっている皆さ
ま、本当にありがとうご
ざいます。とよたPR大使
を今後とも温かく見守っ
てくだされば幸いです。

コモ・スクエア前の歩道で
開催されている「Toyota 
street market」に行っ
てきました！
食べ物からアクセサリー
まで様々なお店が出店さ
れており、多くの方々で
賑わっていました。

TGR とよた元気プロジェクト

11月15日、豊田市の鞍ケ池公園にてTOYOTA　GAZOO　Racing　ラリーチャレンジ豊田大会が開催されました。104
名のご協賛企業の皆さまが会場を訪れ応援いただいた結果、初参戦の「WE LOVE とよた号」はクラス4位（総合23位/
全84車中）の成績をおさめ完走を果たすことができました。応援いただいた皆さまありがとうございました。
「WE　LOVE　とよた号」としてラリー競技に参加したことが少しでも『クルマのまち豊田』にラリー文化を根付かせる活
力となれば幸いです。今後もより一層“元気なまち豊田”のアピールを行ってまいります。

トヨタ レーシングガズー

一般社団法人ツーリズムとよた、豊栄エクステリア、井上自動車販売株式会社、新明工業株式会社、
豊田化学工業株式会社、株式会社豊栄商会、赤から豊田店１号店・２号店、うなぎ じねんじょ まんまる、

珠算塾 村田、株式会社大丸松坂屋百貨店 松坂屋豊田店、株式会社名鉄トヨタホテル、
株式会社アラキ製作所、豊田市駅前通り南開発株式会社、株式会社西三交通、名古屋東部陸運株式会社、
株式会社ホテル豊田キャッスル、横山興業株式会社、塚本建築設計事務所、株式会社クラチスタヂオ、
アクサ生命保険株式会社 豊田営業所、株式会社こいけやクリエイト、株式会社三菱UFJ銀行豊田支店、

株式会社上郷印刷、矢作電設株式会社、株式会社豊田緑化苑、日本料理和み たむら、
株式会社トヨタアメニティ、えぷろんフーズ株式会社、てんぷら いわ井、セイユーコンサルタント株式会社、

株式会社池田事務器、イマイ商事株式会社、ブービーズ、公益社団法人豊田法人会、
豊田総合ビルメンテナンス協同組合、学校法人川崎学園、石川測量登記事務所、

豊田共栄サービス株式会社、トヨタ生活協同組合、株式会社メンテック、豊田段ボール工業株式会社、
SAKA-BAR Sonon、メンバーズクラブ姫、Bar JUDGE、５７タイヤワークス、豊田まちづくり株式会社、

有限会社豊和事務機、豊田石油株式会社、有限会社カーライフスタッフ、株式会社テクナス、
株式会社鈴木室内装飾、株式会社プラスワン

WE LOVE とよた号は今後、協賛事業所への出張も行い、引き続きラリー文化の定着を目指してまいります。

ご協賛ありがとうございました（順不同・敬称略）

コロナに負けず、今年も頑張っています！

第8期とよたPR大使 活動報告 任命から約3か月、イベント
参加の様子をお届けします。

豊田鉃工株式会社、株式会社山田屋、豊田信用金庫、小島プレス工業株式会社、
太啓ホールディングス株式会社、株式会社東亜製作所、有限会社カーライフスタッフ

豊田の魅力を大使2人が発信！
ぜひフォローしてくださいね。

皆さま、こんにちは。
彼岸花が満開になった
ので、また見に行ってき
ました！！
両岸が真っ赤に染まっ
ていて、とっても綺麗で
した。皆さまもぜひ訪れ
てみてください。

toyota_pr_amb toyota_pr_amb toyota_pr_amb

レースに臨むWE LOVE とよた号 レースの参加者の皆さまとピットでのWE LOVE とよた号

special thanks: RS TAKEDA
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豊田市の“頑張る企業”応援します

アピュアン株式会社
豊田市青木町1ｰ8ｰ10
TEL：0565ｰ41ｰ8515
http://www.apuren.com/

会員事業所紹介

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】 豊田市桜町1ｰ85　【営業時間】 18：00～0：00
【定休日】 火曜日　【TEL】 0565ｰ63ｰ5233

海鮮居酒屋 傾奇者

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 昔から顔なじみだったお店の大将の漢気に感動
し、大将に弟子入りしました。飲食業界は初めて

でしたが修業と経験を重ねた後、地元である豊田市を
自分のお店で盛り上げたいと思い創業を決めました。

新規会員

修行中に様々な調理法を身につけた
ことでメニューの幅が広がりました。

どのメニューも自信を持ってご提供いたし
ます。日本酒は数種類用意していますが、
メニューに載せていない珍しいお酒もあり
ます。

セールスポイントは？Q
A

ご来店していただいたお客さまが、
楽しい気持ちになり、また来たいと思

うようなアットホームな場所づくりを目指し
ています。ふらっと一人飲みも大歓迎なの
でぜひ一度当店にお越しください。

今後の思いは？Q
A

お店の特徴は？Q
A 魚介をメインに刺身や寿司のほかに串焼きなど
種類豊富なメニューを提供しています。仕入れに

よって登場するメニューもあり、常連のお客さまも飽き
ずに毎回新しい味をお楽しみいただけます。当店自慢
の昆布の旨味がしっかり染み込んだ「バッテラ」は、お
店に訪れた方に必ずといっていいほど注文していただ
いています。

食べログQRコード

店主自慢の逸品、「バッテラ」

雰囲気が良く落ち着く空間で乾杯！

おひとりさまでも大歓迎！

海鮮居酒屋 傾奇者

会報見たよで
ワンドリンクサービス
（ビール・酎ハイ・ハイボール限定）

お問合せ
補助金事務局
【一般型】 TEL：０３ー６４４７ー２３８９　【コロナ特別対応型】 TEL：０３ー６４４７ー５４８５

か ぶきもの小規模事業者持続化補助金採択後の
手続きには期限があります！

①事業実施期限と報告書提出期限
事業実施期限はただ単に事業を完了するだけではなく、支払いまで完了する期間のことで、報告書が提出されな
いと補助金は支払われません！

②事業実施期間中の変更
登録事項や補助事業計画に変更があった場合は届け出が必要です。
特に補助事業計画を変更する場合は、“あらかじめ”申請し、承認される必要があります。

③書類の提出・保管
発注書や請求書はコピーをご提出ください。また、関係する書類は5年間の保管が必要です。

小規模事業者が取り組む販路開拓の取り組みを補助する小規模事業者持続化補助金。今年度は制度が手厚くなり
一般型とコロナ特別対応型の2種類となり便利になる反面、締め切りの期限は細かく分かれています。今月号は採
択者が注意すべき内容についてご紹介します。

事業実施期限と報告書提出期限（日付はいずれも2021年）

事前に変更申請が必要

（1）軽微でない部分について補助事業の内容を変更する

（2）対象経費の相互間で、経費を流用し流用元・流用先の金額の変動が20%超になる場合

（3）経費区分を修正する場合

変更申請は不要

（1）補助目的の達成に支障をきたすことなく、事業計画の細部を変更する場合

（2）対象経費の相互間で経費を流用し、流用元・流用先の金額の変動が20%以内になる場合

一般型

採択回 事業実施期限 報告書提出期限 事業実施期限 報告書提出期限

第1回 1月31日(日) 2月10日(水) 1月31日(日) 2月10日(水)

第2回 3月31日(水) 4月10日(土) 3月31日(水) 4月10日(土)

第3回 7月31日(土) 8月10日(火) 5月31日(月) 6月10日(木)

第4回 11月30日(火) 12月10日(金) 7月31日(土) 8月10日(火)

第5回 10月31日(日) 11月10日(水)

コロナ特別対応型

2014年に豊田ものづくりブランドとして「エアハンマー
の低振動・静音技術」が認定された「アピュアン株式会
社」。今回、この低振動・静音技術を応用した「水中連続打
ちエアハンマー」を開発しました。
水中連続打ちエアハンマーとは、水中で打ってもエアー
漏れが少なく、水中での各種作業を可能にしたエアハン
マーです。通常のエアハンマーを水中で使用した場合、エ
アーが漏れてしまいハンマーにトルクがかからず使用する
ことができません。水深10ｍでも使用可能ですので、造
船・漁業関係の作業はもちろん、水中での破壊作業等にも
使用できるため幅広い分野での利用が期待されます。

アピュアンの工場２階には一見遊び道具に見える本やお
もちゃなどがたくさん置かれています。「決まりきった概念
や教科書に載っていること以外にも、おもちゃや本などを
手に取ったときにひらめくことや学ぶことが多々ある。新
しいことをひらめくヒントはどこにでも転がっている、それ
を具現化していくのは面白い。ものづくりの精神の原点は
そういった好奇心などから得ている」と社長の渡部さんは
語られました。アピュアンの機械開発の根底には「困って
いる人を助けたい」「もっと良い世界にするにはどうした
らいいのだろうか」「メイドイン・ジャパンとして日本のもの
づくりの根底を底上げしたい」などと社長の人柄や優し
さ、そして強さが詰まっています。今後も研究開発を続
け、ここ“豊田市”から更なる成長を目標に果敢に挑戦し
ていきます。

おとこぎ
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行動する豊田商工会議所 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEL : 090-3550-7016 
TEL︓0565-34-2583 
Email: juna-0130@ezweb.ne.jp 
住所︓豊田市十塚町 5-29-1 
営業時間︓10︓00～20︓00 

 

【お問合せ】 
名鉄トヨタホテル 
0565-35-6111 

ビジネスホテルのサブスクサウナを始めました。
テレワーク中や仕事の合間に、ととのいませんか？

豊田商工会議所
本所に懸垂幕を
設置しています vol.04

当所会員企業である株式会社メイクワンのグループ内の開発会社
の株式会社TSUNAGUが新型コロナウイルス感染症拡大を機に海
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。
株式会社TSUNAGUさまより、「中小企業の事業者の皆さまの窓口
となる当所で、安全・安心・健康の入口を担う防疫対策ツールとして
活用していただきたい」とお申し出を受け寄贈に至りました。11月6
日には三宅会頭より感謝状を贈呈いたしました。大切に活用させて
いただきます。ありがとうございました。

非対面温度測定AI顔認証
熱画像カメラを寄贈いただきました

株式会社メイクワングループ 株式会社TSUNAGUより

プラザホテル豊田 TEL：0565ｰ29ｰ1811お問合せ 豊田市豊栄町1-88住　所

株式会社メイクワン TEL：0565ｰ32ｰ7700企業情報

豊田市逢妻町2-18-5住　所 http://makeone-kk.com/H　P

当所 事業推進部 TEL：0565ｰ32ｰ4569お問合せ 豊田市小坂本町1-25住　所

アクサ生命保険株式会社 豊田営業所 TEL：0565ｰ34ｰ3063共済制度引受保険会社 豊田市小坂本町1-25住　所

先月号に引き続き、会員事業所の新たな取り組みをご紹介します。
今月は最近よく耳にする「サブスク※」を活用したサービスを新たに提供している事業所です♪

豊田市豊栄町にあるプラザホテル豊田がホテル内のサウ
ナの定額サービス「サブスクサウナ」を始めました。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で職場以外の環境
で落ち着いて仕事をしたいという方向けのサービスです。
男性専用の95度の高温サウナと天然ラジウム鉱石を使っ
た人工温泉の大浴場のほか、新聞・雑誌・漫画コーナーを
充実し仕事での利用も可能なフリースペースにはWi－Fi
やコンセントも備え付けられています。宿泊客の利用が減
るなかでテレワークで利用したいという客層に向けた部
屋の貸出（別料金）も行っており利用者も増加しています。
施設内にはミーティングができる部屋も用意されており
「コロナ時代を生き抜く」新しい取り組みへの挑戦を続け
ています。

新おいでん共済 更新のお知らせ
当所独自の共済制度である「新おいでん共済」が12月1日より、新たな内容に更新
されます。更新により変更になった部分及び2020年度より新たに追加された内容
についてご案内いたします。

商工会議所サポート

新おいでん共済の新規加入可能年齢は従来65歳6か月まででしたが、70歳6か
月まで引き上げとなりました。従来の共済制度に比べて、多くの会員事業所の
従業員の方が新規加入することが可能となります。
※65歳6か月以上の方の加入上限口数は1口です。

新規加入可能年齢引き上げ1

保障内容である災害保険金のお支払い対象に、対象期間中に新型コロナウイルス感染症(※)を直接の原因として死亡さ
れた場合が追加となりました。
※新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（2020年政令第11号）第１条に定める新型コロナウイルス感染症をいいます。

災害保険金支払いの対象に、「新型コロナウイルス感染症」が追加2

〈対象となる保障内容〉主契約：定期保険（団体型）／特約：入金給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約

死
亡

1口口数
お支払事由 2口 3口 4口 5口 6口 7口 8口

万円1,250万円250 万円500 万円750 万円1,000 万円1,500 万円1,750 万円2,000

万円50 万円100 万円150 万円200 万円250 万円300 万円350 万円400

万円1,250万円250 万円500 万円750 万円1,000 万円1,500 万円1,750 万円2,000

万円50 万円100 万円150 万円200 万円250 万円300 万円350 万円400

高
度
障
害

不慮の事故により死亡したとき
〈死亡保険金（主契約）+災害保険金〉

上記以外の事由により死亡したとき
〈死亡保険金（主契約）〉

不慮の事故により高度障害状態の
いずれかになったとき
〈高度障害保険金（主契約）+災害高度障害保険金〉
傷害または疾病により高度障害状態の
いずれかになったとき
〈高度障害保険金（主契約）〉

※２口以上加入されている方(１年以上継続)は、１週間以上の病気入院により当所独自の給付制度「病気入院見舞金」の給付対象となります。

コロナに負けない

※「サブスク」とはサブスクリプションの略。製品やサービスなどの一定期間の利用に対して代金を支払う方法で「月額課金」や
　「定額制」と呼ばれる仕組みです。

ご加入・ご検討にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）をご覧ください。
詳しい内容については下記までお問い合わせください。
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新型コロナウイルス感染症にかかる
固定資産税・都市計画税の特例制度について
新型コロナウイルスの影響により、売上が大幅に減少している中小事業者等に対し、令和3年度分に限り事業用家屋と
償却資産にかかる固定資産税及び都市計画税を減免することができます。

中小企業診断士による個別相談

■令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金（一般型）

特設HP

新型コロナウイルス感染症による影響を受ける市
内中小企業・小規模事業者の皆さまからの経営相
談や各種申請等の対応を行うために、当所では中
小企業診断士による個別相談会を開設。小規模持
続化補助金・ものづくり補助金他、申請の手続き、
家賃支援給付金・持続化給付金・経営革新計画等
の作成のお手伝い、その他経営上の悩み・困りご
とがございましたらお気軽にご利用ください。

小規模事業者持続化補助金（一般型）
小規模事業者が作成した経営計画に沿って、販路開拓等に取り組む費用の一部を補助する制度です。

※小規模事業者持続化補助金の申請に、事業所のある（商工会議所・商工会）で内容確認後発行する書類がございます。
　締切に余裕をもって、ご相談ください。

2020年12月の毎週月・火曜日
　　　　　　　　　　　　　　（22日（火）まで）

開　設　日

無料相　談　料

13：00～17：00時　　間

当所 1階会　　場

中小企業診断士 野中 龍一 氏講　　師

事前予約（前日までに電話で予約してください）申込方法

中小企業相談所 TEL：0565ｰ32ｰ4594お問合せ

中小企業・小規模事業者の皆さまへ
小規模事業者
持続化補助金の
ご相談承ります

補助上限：５０万円　　　　　補助率：補助対象経費の2/3

■募集期間
第4回 2021年2月5日（金）　郵送：締切日当日消印有効

詳しくは「令和元年度補正予算日本商工会議所小規模持続化補助金」をご覧ください。

https://r1.jizokukahojokin.info/ 経営計画書 記載例（某理容店の事例）

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している次のいずれかの事業者
●従業員数が1,000人以下の個人事業主
●資本金または出資金が1億円以下の法人
●資本または出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人

対象者1

①認定経営革新等支援機関等への提出書類
②特例の申告書（市のHPよりダウンロード）
③収入減を証する書類（帳簿や申告決算書類など）
④特例対象家屋の事業専用割合がわかる書類（申告決算書類など）

提出書類5

2021年1月4日（月）から2021年2月1日（月）まで

受付期間6

豊田市市民部資産税課窓口に持参または郵送
詳しくは 豊田市市民部資産税課　TEL：0565ｰ34ｰ6983
または、

提出方法7

事業用に供する家屋及び設備等の償却資産

対象となる資産2

2020年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上が、
前年の同期間と比べて右記の場合に減免が受けられます。

売上減少割合と減免率3

①認定経営革新等支援機関等へ
　確認依頼をする
②認定経営革新等支援機関等から
　確認を受ける
③市に申請をする
④軽減を受ける

※認定経営革新等支援機関とは、税務、財務などの専門的知識を有し、
　一定の実務経験を持つ支援機関をいいます
　（商工会議所、税理士、公認会計士、金融機関など）

手続きの流れ（イメージ）4

50％以上減少 100%
30％以上50％未満減少 50%

売上減少割合 減免率

事業者 市町村

認定経営革新等
支援機関等※

③軽減申請
　（令和3年2月1日まで）

④軽減
①確認
　依頼 ②確認

　（申告書に確認印押印）

検 索固定資産税 減免 コロナ 豊田市
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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

11月20日～21日　日本商工会議所青年部第38回全国会長研修会「豊後の國　
府内おおいた塾」の視察に豊田商工会議所青年部からは7名が参加しました。
全国的に新型コロナウイルス感染拡大傾向にあるなか、研修会では、国のガイ
ドラインに従った感染症対策がしっかり行われていました。今回の研修会では地
域経済を担うリーダーの資質向上・意識高揚を図る
ことが目的とされており、当日は他の単会のメン
バーともに内容について学ぶことができました。新
型コロナウイルス感染症の猛威に負けず、今後とも
何事にも果敢に挑戦してまいります。

Part2コロナ禍で見直すBCP
3回にわたり紹介する「コロナ禍で見直すBCP」、今回は新型感染症を踏ま
えたBCP策定時のポイントについてＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社 
松本 和彦氏よりご案内いただきます。

こころざしある企業の皆さまが、寄附を通じて地方公共団体の行う地方創生の取り組みを応援した場
合に、税制上の優遇措置が受けられる仕組みです。
豊田市においても、地域再生計画の認定申請を行い、１１月に国から認定を受けました。
企業版ふるさと納税は、豊田市外に本店のある企業の皆さまが対象となります。

三井住友海上火災保険株式会社愛知東支店豊田支社では感染症BCPのひな型のご提供を含めご相談をお受けしています。

情報PLUS１からのお知らせ

〈全3回〉

●１０万円以上の寄附が対
象です。
●寄附を行うことへの代償
としての経済的な利益を
受け取ることは禁止され
ています。
●本社が所在する地方公
共団体への寄附は対象
外となります。

税の軽減効果が、寄附額の
最大約9割（現行約6割）と
なります。

企業の負担が更に軽減さ
れます。

企業版 ふるさと納税制度についてご紹介

企業版ふるさと納税とは？

企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を
行った場合に、法人関係税から税額控除される制度です。
令和２年度に制度の見直しが行われ、損金算入による軽減効果（寄附額の約３割）と合わせて、最大で
寄附額の約９割が軽減され、実質的な企業の負担が約１割まで圧縮されるなど、より使いやすい仕組
みとなりました。

制度の概要と令和２年度の制度改正について

①法人住民税

②法人税

③法人事業税

例） 1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減。
寄附額の4割を税額控除。
（法人住民税法人税割額の20％が上限）
法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。
ただし、寄附額の1割を限度。（法人税額の5％が上限）
寄附額の2割を税額控除。（法人事業税額の20％が上限）

通常の寄附

損金算入
約3割

企業負担
（約1割）

～R１年度
（税額控除最大3割）

R2年度～
拡充

（税額控除最大3割）

寄附額 障子を開けてみよ 外は広いぞ

三井住友海上火災保険株式会社 愛知東支店 豊田支社　担当：蓮井  TEL：0565ｰ29ｰ1311お問合せ

感染症に限らず、BCP策定でまず行うことは、推進体制の確立です。これは総務部門のような主管部署で組成する
ことも可能ですが、関連の深い他部署からメンバーを集めることも有用です。また、経営層が関わることも推進の大
きな要素となります。加えて、BCPの目的や方針が経営層を含め全社で共有されることが大切です。

感染症BCPを作成するにあたって何から始めたらいいのでしょうか？Q1

A1

BCPの策定を含む事業継続力強化については、地域の行政や企業支援機関へご相談ください。また、お取引のある社
会保険労務士事務所や損害保険会社等でもご相談が可能な場合があります。

具体的な相談をするにはどこに連絡をすれば良いでしょうか？Q3

A3

BCPが未整備の場合、いきなり完璧なものを策定しようとすることはハードルが高くなります。例えば、①緊急時体制
の構築、②被害軽減策（感染予防策）、③感染者発生の場合の緊急対応、④事業継続（復旧）対応といった段階に分
けて、徐々に作り込んでいくといったやり方をオススメします。

感染症BCP作成の際に注意すべき点を教えてください。Q2

A2

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネージメント第四部

事業継続マネジメントグループ
マネージャー・上席コンサルタント

松本 和彦 氏

【制度のポイント】

詳細は、内閣府地方創生推進事務局 企業版ふるさと納税ポータルサイトをご参照ください。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html

【お問合せ】 豊田市企画政策部企画課　TEL：0565ｰ34ｰ6602

令和2年度の主な改善ポイント
より寄附しやすくするため、税制も進化しています。

税額控除の割合の引き上げ

POINT

地方版総合戦略の抜粋・転記
による地域再生計画の認定申
請が可能になります。
（変更も基本的に不要）

地方公共団体の申請に係る
負担が大幅に軽減されます。

認定手続きの簡素化

POINT

地域再生計画の認定後、「寄附（受
け入れ）の金額の目安」の範囲内で
あれば、事業費確定前の寄附の受領
が可能になります。

企業の寄附したいタイミングで寄附
が可能になります。

寄附時期の制限の大幅な緩和

POINT

※そのほか、併用可能な国の補助金・交付金の範囲拡大などを行います

群 青

日本商工会議所青年部第38回全国会長研修会「豊後の國 府内おおいた塾」
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毎年4月1日～翌年3月31日（1年間）

どなたでも即時、会員になっていただけます。
入会資格

入会金：無料／年会費：￥5,000
※「WE LOVE とよた応援商品券」でのお支払いも可

会　　費

会員期間

        

名鉄トヨタホテル開業25周年
   

2021.3.31
までウエルカムキャンペーン!!

メンバーズクラブ 「S O L E I L」ソレイユ

￥
基本
特典

名鉄トヨタホテル ギフト券

￥1,000進呈！
名鉄トヨタホテル ギフト券

5,000進呈！ 今なら
総額

￥6,000
プレゼント！

さらに

ボーナス
+

2021年 3月31日ま
でに入会すると

プレミアム特典 ホテルギフト券 ¥1,000進
呈！会員期間（1年）を最大1年半（入会日

から2022.3.31まで）に延長！

ソレイユ

メンバーズクラブSOLEIL（ソレイユ）は、名鉄トヨタホテルライ
フをより一層お楽しみいただける会員組織です。ご入会いた
だきますと、数々の特典をご利用いただくことができます。

【お問合せ】 名鉄トヨタホテル メンバーズクラブ「SOLEIL」事務局 0565ｰ35ｰ4629 まで 
〒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

�
�
�
料
理

和洋中三段重￥22,000

 表示価格は税込みです お申込みは12/23(水)まで

(お重サイズ15×15×4.5cm)

（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

2021年3月11日（木）・12日（金）開　催　日

2020年12月21日（月）出展申し込み締め切り

https://www.toyota-bizfair.jp/index.htmlH　　P

スカイホール豊田会　　場

当所 とよたビジネスフェア担当　冨田・森奥
TEL：0565ｰ32ｰ4593

お問合せ

豊田市・株式会社サイネックス発行元

株式会社サイネックス東海支店
TEL：059ｰ361ｰ1144

お問合せ

就活シーズンのスタートダッシュを切るための、大切な時期の業界
研究会です。ぜひご参加ください。

総勢118名の皆さまにご参加いただき、新型コロナウイルス感染症対策を万全に期し豊
田カントリー倶楽部にて開催。皆さまのおかげをもちまして、今年も盛大に開催できました
ことを深く感謝申し上げます。また来年もお楽しみに！

11月15日に156回日商簿記検定試験を新型コロナウイルス感染症対策を講じつつ施行いたしました。6月に開催を予定してお
りました第155回日商簿記検定試験が新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から中止になった影響もあり、過去５年では
最多となる800人を超える多くの皆さまに受験いただきました。会場につきましては、豊田産業文化センター、豊田市福祉セン
ター、名鉄トヨタホテル、名古屋商科大学、中京大学豊田キャンパスの皆さまのご協力を経て、試験が無事に終了いたしましたこ
とを心からお礼申し上げます。誠にありがとうございました。

西三河６商工会議所で組織する「西三河交流圏推進
協議会」（会長：当所三宅会頭、副会長：岡崎・安城・刈谷
・碧南・西尾商工会議所　各会頭、幹事企業：トヨタ自動
車株式会社）は、11月4日に名四国道事務所、11月
16日には愛知県建設局、国土交通省中部地方整備局
に対し西三河幹線道路網の整備促進に関する要望書
を提出しました。日本のモノづくりの屋台骨であり、日
本経済をけん引する西三河地域にとって、物流の生産
性向上、また南海トラフ地震を含めた災害時の避難や
物資輸送を円滑かつ確実に行うための道路網整備が
不可欠であることを要望し、意見交換を行いました。

2020年12月21日（月）
【　セ　ミ　ナ　ー　】14：00～15：30（受付開始13：30）
【個別相談会】15：40～

日　　時

会場 + Zoomによるオンラインセミナー形　　式

●ネット販売（EC）で販路拡大したい
●Web集客を強化したい
●業務デジタル化を検討したい
など、お考えの事業所さま！
その経営課題に専門人材を活用してみませんか。

当所 ２階多目的ホール
※駐車場には限りがあります。
　ご来場はできる限り公共交通
　機関の利用または乗り合わせ
　にご協力ください。

会　　場

【第１部】
「専門人材確保と活用術」
～愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点の取り組み紹介～

【第２部】
Web集客やITによる業務効率化を専門人材で
支援した事例を紹介
【第３部】
専門人材を活用した企業の声
～副業・兼業人材を活用した事例～
セミナー終了後に個別相談会を開催
（ご希望の方）

内　　容

会場30名　Web20名（先着順）定　　員

豊田信用金庫・豊田商工会議所・豊田市・
愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点

主　　催

豊田信用金庫経営支援部
担当 鈴木・高木
TEL：0565ｰ36ｰ1227
FAX：0565ｰ34ｰ2222

お問合せ

NEWS

とよたビジネスフェア
出展企業を募集しています

豊田市では、行政情報や地域情報などを掲載した「くらし
の便利帳」の共働発行を決定しました。
各種行政手続きなどの情報
に加え、地域の特色や新しい
施策なども紹介し、より見ご
たえのある利便性の高い行
政情報誌を目指します。来年
の６月ごろから市内全世帯へ
無料配布するほか転入者の
方へも提供しますので、これ
に掲載される事業者広告は、
より高い注目と公共性を住民
の皆さまへ訴求することが可
能となります。

2021年3月11日（木）12日（金）にスカイホール豊田にて
とよたビジネスフェアを開催いたします。豊田市・三河地域
を中心として多くの企業、来場者が集まります。技術・製品
の新たな販路拡大、PRの機会となりますので、ぜひご出展
ください。申し込みの詳細等につきましては、下記HPをご
覧ください。

ベストグロス79　小島 波尾さま 【（医）あたげ会 小島歯科】ベストグロス賞

神谷 正彦さま 【豊田鉄工団地】優　勝

2021年2月17日（水）
10：30～16：30 ※昼休憩を含む

日　　時

詳細につきましては事務局までお問い合わせください。
担当：総務部 髙橋　TEL：0565ｰ32ｰ4568

お問合せ

オンライン会議システム「Zoom」を活用

3万円

開催方法

当所会員または豊田市雇用対策協会会員対象企業

対　象　者
2022年春卒業予定の四大、短大、専門学校生（現大学３年
生・短大１年生等）・中途就職希望者（おおむね４5歳未満）・
既卒者（卒業後３年以内）等

参　加　料

2020年12月1日(火)～12月18日(金)　
下記URL（公式HP）よりお申し込みください。
https://entry.job-nishimikawa.org

申込期間

※参加申込受付後、後日請求書をお送りいたしま
す。※12月18日（金）以降キャンセルの場合、参加
料は返金いたしかねます。

告知

『オンライン』で開催！
西三河地区合同業界研究会参加企業募集

告知

第23回 会員親睦ゴルフ大会
報告

第156回 日商簿記検定試験開催
報告

道路ネットワークの
整備促進を国・県に要望

報告

課題解決のための人材活用セミナー
～活用方法を分かりやすい事例で解説！～

告知「暮らしの便利帳」へ
広告掲載事業所を募集します
【200,500部発行】

告知

TOYOTA cci News
豊田商工会議所の事業のお知らせ&報告

おめでとうございます
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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

12月24日（木）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

. 空に架かる七色アーチ

. ルーキー

. 防寒や日差し対策で頭にかぶる

. アルセーヌや三世が有名

. 教師も、医師も

. 西郷隆盛の出身地

. 家に伝わる宝物

. １位のメダルの色

1
2
3
4
7
8
9
11

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。

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。

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

. 日が沈む方角

. サッカーで蹴る

. 天然ではなく人がつくったもの

. 目が見ている方向

. 仲間に加わる

. ダイヤモンド、ルビー、エメラルドなど

. ハリー・ポッターやサリーちゃんが使う

. ○○鑑、○○石、退○○

1
3
5
6
8
10
12
13

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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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 第1・3木曜

13：30～17：00 本所 15日（火）
上郷・高岡支所 18日（金）

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。

12/15（火）、1/19（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

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 21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

ベテランアドバイザーによる改善・効率化相談（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

ナ シ ウ ヒ
マ イ ン ダ
シ オ
ツ

オ

シ
イ オ
ワ サ ン イ
シ カ

ン
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ワ
サ

イ カ ブ

ヒ ツ マ ブ シ

ご利用方法

豊田のオトクーポン！ ●他券との併用不可　●有効期限 2021年1月10日まで

豊田商工会議所会報 2020.12月号

共通クーポン開催は原則、お申し込み後2週間以内

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。

豊田商工会議所会員事業所、19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）

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

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）

TEL：080ｰ6972ｰ9190

6 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）

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 ※毎月10名さま限定（完全予約制）

※男性も可

TEL：090ｰ1234ｰ0703

4 Shyna シエナ

※他の割引との併用不可

TEL：0120ｰ890ｰ901  http://migax.net

2 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：0120ｰ85ｰ1907

18 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 ※2台目以降
　さらに割引有

※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

16 ホテル松風（レストランwindy）

（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球追加プリペイドカード

新規ご購入時に

（受付時間 9：00～17：00）

TEL：0565ｰ80ｰ3731

8 豊田カントリー俱楽部

入会金3,300円無料
お得にプレーできるグリーン友の会

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

11 はんこ屋さん21豊田店

無料名刺・封筒の
初回データ作成代 

※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

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

13 プラザホテル豊田
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

※上限3,000円まで
※1枚につき4名さままで利用可

（月～木 17:30～22:00のみ利用可）

TEL：0565ｰ42ｰ5717

7 天ぷら 御食事処 まつ葉
飲食代１０％割引

※ご予約時に「クーポン利用」と
　お伝えください
※他の割引との併用不可
※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

5 シティホテルアンティーズ

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

3 猿投（さなげ）温泉

※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

1 かみいろ美人
カラーリングリタッチ料金
通常3,828円→3,278円（税込）

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

17 名鉄トヨタホテル

※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
宿泊代１０％割引 ※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

※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

ＴＥＬ：0565ｰ28ｰ2797　http://hotelmatukaze.com/

12 フォレスタヒルズ
食事１０％割引
【レストラン】 レストランフォンターナ・和処 花乃里

花束 アレンジメント
胡蝶蘭 観葉鉢 など

※他の割引との
　併用不可

14 flower note

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 

お花１０％割引

※基本料金より宿泊１０％割引
（朝食バイキング・日替ランチ・仕出し）食事１０％割引

TEL：0565ｰ34ｰ2583　090ｰ3550ｰ7016

19 よもぎ蒸し専門店 ビバ・ピール
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！

※他の割引との併用不可
※クーポンを持参ください

※1枚につき10名さままで利用可
※他の割引との併用不可
※クーポンをご提示ください
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クーポンコーナー相談所より


