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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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会員事業所紹介 往診専門 きとう動物クリニック・émol
まちなか回覧版 とよたＰＲ大使活動報告
Sou-navi 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について
　　　　　小規模事業者持続化補助金について
cci News 豊田ものづくりブランド2021年度募集開始
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特集
2021年度豊田商工会議所事業計画
2021年度豊田商工会議所組織体制
原価低減のためのものづくり改善サポーターを派遣します

夜間相談窓口を開設します
【期間】2021年4月1日（木）
　　　～5月31日（月）
　　　毎週 月曜日・木曜日
　　　（※祝日除く）
【相談時間】17：30～19：30
※詳細はＰ.9をご覧ください
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編 者散文
Editor's prose

少しずつ暖かい日が増え、春の訪れが感じられるように
なってきました。今年は桜の開花予想でも、例年よりかなり
早くなりそうとのこと。先日も近所の河津桜を見に行くと、た
くさんの見物客が一足早く満開を迎えた桜を楽しんでいま
した。満開の桜を見ると、いつも子供のころの入学式や始
業式を思い出し、その頃感じていた新しい環境への期待
や不安など、初 し々いような、フレッシュな気持ちが蘇ってき
ます。社会人になると、新たな環境を迎えることも少なくなっ
てきますが、出来るだけ初 し々い気持ちを持ち続けて毎日
を過ごしたいと思います。

（M.K）

食用コオロギを使用した次世代のたんぱく質として世界の食品業界
が注目するスーパーフード。

近年サステナブル（環境に優しい社会を目指す考え方）な観
点から米国では環境負荷の低いたんぱく質として植物肉や
昆虫食の需要が急増している。

■環境にやさしい
一般的な家畜に比べ少ないエサや水で飼育でき、温室効果ガスの排出
量も少ない。
■栄養価が高い
粉末時の重量の6～7割がたんぱく質で、必須アミノ酸をはじめ食物繊維
やビタミン、ミネラルなど、様々な栄養素をバランス良く含んでいる。

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

豊田市への「ふるさと寄附金」を募集しています。
寄附金は、新型コロナウイルス感染症への対応のほか、子育てや産業・
観光分野などのまちづくりに役立てられます。
市外在住の方には、豊田市ならではの返礼品・サービスをお届け
します。貴社の従業員の方で市外から豊田市に通勤されている
方に、ぜひご周知ください。詳細は、ふるさと納税ポータルサイト
「ふるさとチョイス」または「ふるぽ」をご覧ください。

豊田市内の15のゴルフ場で
利用できます。

登録された市内宿泊施設および併
設飲食店で利用できます。宿泊、
ホテルランチ・
ディナー、宴会
等でご使用く
ださい。

コオロギフードとは？24

― コオロギを食べるメリット ―

「ふるさとチョイス」はこちらから ⇒

◎返礼品提供事業者様も随時募集しています。
ふるさと寄附金返礼品で、全国への販路拡大、ＰＲ効果が見込めます。
【お問合せ】 豊田市企画政策部企画課　TEL：0565ｰ34ｰ6602

豊田市
ゴルフ場利用券

豊田市共通
宿泊・飲食券
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～コロナ禍の収束まで力を合わせて頑張りましょう！～
2021年度 豊田商工会議所事業計画2021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.

（１）個別事業者の支援ニーズ把握のためのアンケート調査の実施
(2)巡回・窓口相談の強化
夜間経営相談窓口の設置・専門家相談の充実

（３）国・県・市の実施する支援施策の周知と活用支援
コロナ対策関連支援施策への迅速な対応

（４）創業支援の推進
（５）事業承継支援の取り組み強化
（６）「原価低減のためのものづくり改善サポーター」の設置・派遣

Ⅰ 小規模事業者等のニーズ把握と施策活用支援

（１）「豊田ものづくりブランド」の活用促進
（２）「とよたビジネスフェア」の開催(2022年3月)

Ⅱ 販路拡大支援（イベント出展への支援）

小規模事業者等の売上アップにつながる相談支援機能の整備

Ⅳ 販路開拓・新商品開発支援の強化

Ⅵ 日本商工会議所青年部

ものづくり人材育成官民協議会を通じた施策づくり

Ⅲ ものづくり事業者の人材育成のための施策の検討★

記帳指導を中心にしたスリムな体制づくり

Ⅴ 支所体制のスリム化

★新規事業

　昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大により
世界中の経済・社会が大きなダメージを負った一年
となりました。今日に至るまで事業継続・雇用維持の
ために懸命な努力を続けてこられた会員事業者の
皆さまに心より敬意を表します。
 当地域におきましては基幹産業である自動車産業
こそ比較的早期に回復したものの、二度にわたる緊
急事態宣言の発令により、地元経済の中心を占める
中小・小規模事業者、特に飲食やホテル・旅館・旅行
関係の事業者におかれましては依然として厳しい状
況が続いています。ワクチンの接種が開始されまし
たが、日本経済が元の状態に戻るまでにはまだ1年
以上かかるという見方もあります。その間、私たち事
業者は日々の事業の維持と併せてウィズコロナ・新た
な生活様式を踏まえた経済活動やビジネスモデルへ
の転換に取り組まなければなりません。１８７８年に日
本で初めて東京商工会議所を設立した渋沢栄一
氏は「逆境の時こそ力を尽くす」を信条にしていまし
た。その言葉は私たち豊田商工会議所の思いでも
あります。事業者の皆さまにとっては新型コロナウイ
ルス感染症が収束するまでの間、引き続き様々な困
りごと・悩みごとに直面されることと思います。当所は
今こそ設立の目的に立ち返り、中小・小規模事業者
の困りごと・悩みごとの解決に役立つ支援・お手伝い
ができるよう、よりきめ細かくタイムリーな相談対応・支
援を行ってまいります。
　具体的には会員事業所の困りごと・悩みごとなど
の把握のためのアンケート調査やそれを踏まえたう
えでのタイムリーで役立つ巡回訪問、夜間経営相談
窓口の新設、原価低減のための「ものづくり改善サ
ポーター」の配置など各種相談の方法・体制を充実
させます。また、会員事業所の従業員の皆さまがさら
に安心・安全に働ける職場環境づくりのお手伝いと

して、健康経営の理解・
普及活動や共済制度・一
人親方労災保険の普及・
拡大にも力を入れてまい
ります。また、中心市街地
の活性化に向けて松坂
屋撤退後の後継テナント
誘致への支援、都心環
境計画見直しへの提言などを行うとともに、豊田市
への誘客を図るために2022年秋に愛・地球博記念
公園で開業するジブリパークの活用や豊田スタジア
ムにサービスパークを置き開催されるWRCラリージャ
パン、鞍ヶ池を舞台に4年目を迎え地元開催となる
TGRラリーチャレンジなどクルマのまち豊田に相応し
い魅力づくりに豊田市と連携して取り組みます。
　今年度は当所の中期事業計画となる２０２５ビジョ
ンの初年度となることから、会員満足度の向上に向
け、ものづくり事業者の原価低減の相談を皮切りに、
売上拡大・創業・事業継承・健康経営といった相談に
今まで以上の対応ができるよう専門スタッフの充実
に着手します。そして、職員の元気・やる気・能力の
向上に向けた働き方改革など経営体質の強化にも
取り組んでまいります。また、SDGｓへの取り組みを本
格化させる年と位置づけ、交通死亡事故撲滅に向
けた行政への要望の実現をはじめ、健康経営普及
活動の手始めとして当所自身が健康経営優良法人
を取得して「行動する豊田商工会議所」のスローガ
ンに恥じないよう一同邁進してまいります。
　皆さまのお役に立てるよう一同努力してまいります
ので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●

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
支援策の推進

2.
（１）名鉄豊田市駅周辺・公共空間の整備および活用支援
　　都心環境計画（２１年度末完了予定）の見直しへの中心市街地活性
化協議会からの意見提出

（２）まちなかの賑わい・魅力発信（TCCMの運営支援）
（３）新・商業活性化プランの活用促進

中心市街地のにぎわいづくりと
商業振興

（中小企業相談所）

（事業推進部）
3.
（１）共済加入促進
（２）検定試験の普及促進

出前試験制度の導入・２級・３級講習会の実施など
（３）会館機能の充実

貸会議室利便性向上等

★

★

会議所収益活動の拡充
（事業推進部）

5.
職員の元気・やる気・能力の向上
（１）業務の効率化・ＩＴ化
（２）健康経営優良企業認定制度への挑戦等
★
★

働き方改革 （総務部）

6.

（１）豊田市2022年度予算編成に対する要望（2021年9月）

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」「経済施策」の継続

（総務部）

4.

（１）市内の手土産品ブランド 制度の検討
（２）ラリー文化の醸成、ＰＲ事業
　「TOYOTA　GAZOO　Racing　Rally　Challenge　豊田」
（３）ジブリパークを活かした誘客計画検討のための協議会設立
（4）「とよた産業フェスタ2021」の開催（2021年10月）

★

★

「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）

7.
（１）当所70周年事業の検討（2022年11月）（総務部）
（２）商工会議所事業の情報発信の拡充（総務部）

会館1階エントランスの有効活用
会員へのタイムリーな情報発信のための新たな媒体の活用

★
★

その他事業

住み続けられるまちづくりを
➡交通事故撲滅に向けた取り組みの推進

すべての人に健康と福祉を
➡健康経営の普及促進

（3）SDGｓへの取り組み（総務部）★

第34回東海ブロック大会の支援（豊田主管）

2021年度
スローガン「行動する豊田商工会議所」

★
★

★
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ペットと飼い主の心に寄り添う 往診専門 きとう動物クリニック

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）

【営業時間】 9：00～16：00（急患を除く）　【定休日】 土曜日（日曜日・祝日は要相談）
【TEL・FAX】 0565ｰ54ｰ1215　【HP】 http://oushin.main.jp/
※ご予約・お問い合わせは電話またはＨＰにて承っております。

往診専門 きとう動物クリニック

豊田市初の往診専門動物クリニックの開院
「病院までの移動や待ち時間が長く、かわいそう」「病院が苦手で暴れる」「近くに動物病院がない」など、飼い主
さまが抱えるお困り事や不安に感じることに対してもっと寄り添ったサポートができないかと考え、ご自宅で診察を行
う往診専門の動物クリニックを開院しました。
鬼頭先生が考えられる往診の良い点
ご自宅で時間をかけて飼い主さまのお話を伺いペットの”生活環境“や”普段の様子”を見ることで、ペットの癖や特
徴を把握できるので診断につなげやすい点です。また、待ち時間もなく慣れた場所で余計なストレスをかけずに診
療をすることができます。
温かく包み込むような笑顔や雰囲気がとても印象的な鬼頭先生の往診に対する思い
治療方針を一方的に示すのではなく、診断結果にもとづいた治療方針を飼い主さまに相談させていただき、不安
に思うことや分からないことなどがないようにしっかりとコミュニケーションを取りながら一緒に治療方針を考えるよう
心がけています。
往診専門 きとう動物クリニックの今後の目標
飼い主さまの生活スタイルやご要望に寄り添った診療を続けていきたいと思っています。
ゆくゆくはペットと暮らす喜びを多くの方に知っていただけるような取り組みを行っていき
たいです。

InstagramFacebook

2021年度 豊田商工会議所組織体制

部長 小田 康夫専務理事
吉村 一孝

総務部

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

前田 憲佑

総務グループ

GL

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

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

松平支所（兼務）

支所長 

児玉 道春

猿投支所

支所長

愛知 忠之

高岡支所（兼務）

支所長

愛知 忠之

上郷支所

支所長

丹羽 亮介

事業推進部

部長

河上 豊

中小企業相談所

所長

GL=グループリーダー

◆団体担当者
　◇青年部：愛知、森奥

（東海ブロック大会）
　◇女性会：小池
　◇B.L.C：冨田

「行動する豊田商工会議所」として2021年度も諸事業を推進してまいります。

主として製造業の、中小・小規模事業者の皆さまを対象に、改善サポーター
を派遣します。原価低減・生産性向上のための改善を現地指導方式で実施
し、改善活動の定着と人材育成のお手伝いをします。
相談・指導をはじめ、社内研修などに活用していただくため、無料で対応し
ます。お気軽に下記までご連絡ください。

原価低減のための
「ものづくり改善サポーター」を派遣します

＼ものづくり企業の会員の皆さまへ／

★2021年度新規事業★ P.2で紹介している今年度の
当所事業計画にある新規事
業です。品質の生産性向上
に取り組みたい会員事業所
の皆さまご活用ください。

中小企業相談所  TEL：0565ｰ32ｰ4593  FAX：0565ｰ32ｰ1000お問合せ

改善サポーターのご紹介

４０年にわたり市内自動車製
造業および部品製造メー
カーにおいて、生産現場の運
営管理に携わり、安全・品質、
生産性向上活動等に豊富な
経験と知識をお持ちです。

櫛田 健治
くしだ けんじ

さん
市内自動車部品製造メー
カーにおいて、生産管理、
生産技術部門に携わり、国
内・海外で大小の工場の現
場の改善に関して豊富な
経験と知識をお持ちです。

亀山 尚登
かめやま なおと

さん

Eyelash salon émol
エ モ ル

会員事業所紹介

【住所】 豊田市西町1ｰ30　【営業時間】 10：00～20：00　【定休日】 水曜日・不定休
【HOT PEPPER】 https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000519139/　【Instagram】 @eyelash_emol

Eyelash salon émol

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

創業で大変だった点は何ですか？Q
A 昨年４月に起業する予定が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により延期になりました。自分のお店を
持ちたいと思い続けたところ、タイミングと縁が重なり、希望していた豊田市駅近くの物件が見つかり、昨年12月
にようやくお店をオープンすることができました。

最先端の技術提供を
コンセプトとされていますが具体的には？

Q

A まつげのパーマの持ちがよくトリートメント効果もある
韓国の最新の機械「NUNUラッシュリフト」を使用した
パーマは豊田市では珍しいとお客さまからも好評です。ま
た“ブローラミネーション”という眉毛のパーマを施術して
います。眉毛を「整形したの？」と周りからいわれるほど
パーマでナチュラルに仕上げることができ、営業職の男性
客も多いです。

今後の目標は？Q
A 業界では30歳を過ぎてからの独立が多いなか、私は25歳で創
業することができました。感性を活
かし私自身も体験したいと思える
新しい素敵な美の技術を提供でき
るお店作りを目指します。お客さま
が自ら施術する「セルフホワイトニ
ング」の導入も検討しておりさらな
る挑戦を続けていきます。

新規会員
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まちなか回覧板

新型コロナウイルス最前線応援事業

豊田に元気をお届けします

とよた 大使 活動報告

豊田市は「新型コロナウイルス最前線応援寄附金」を活用した医療従事者、介護・
福祉施設職員等に対する支援として、3月1日から3月末にかけて対象施設約800
施設（従事者約1万8,000人）へ支援品および応援メッセージを届けました。
支援の第１弾として、３月１日に豊田厚生病院にて贈呈式を行いました。
当支援品は「WE　LOVE　とよたマルシェ」より選定されています。コロナ禍におい
て最前線で市民の生活を支えてくださる皆さまへ、選りすぐりのお茶と和洋菓子を
お届けしました。

第12回愛知県観光交流
サミット in とよた

愛知県の観光活性化に向けて毎年開
催されている本サミット。
第12回となる今回は豊田市で開催さ
れ、初のオンライン配信となりました。
とよたPR大使も、生配信に初挑戦し
ました。

ひまわりネットワーク
「じもサタ。」

「じもサタ。」は、毎週土曜日に、地元の
旬な話題をテーマに放送されるテレビ
番組です。筒井さんが、WE LOVE と
よたマルシェや、今注目の豊田市内の
テイクアウトの紹介をしました。

とよたビジネスフェア
優れた技術・製品を作り出している企
業や関連事業者等が集まる総合展示
会に参加しました。
オープニングでは倉山さんが司会を
務め、華やかなオープニングセレモ
ニーとなりました。

とよた元気プロジェクト実行委員会（事務局 事業推進部 街・店・品づくりＧ）丹羽・深見・成瀬・伊藤  TEL：0565ｰ32ｰ4595お問合せ

3月27日…映画「ゾッキ」舞台挨拶　　4月6日（火）…東京オリンピック 聖火リレーセレブレーションその他の活動

第8期とよたPRの筒井亜美さんと倉山沙葵さんが
活動した、豊田市のイベント・放送をご紹介します。

2月10日 2月12日 3月11日・12日

明るく 楽しく

P R

豊田市は、株式会社ドリームインキュベータと協力して、新しい官民連携の仕組みであるソーシャル・インパクト・ボンド（以下
SIB※１）を活用した介護予防プログラムを開始します。参画いただく民間サービス事業者さまには、市内高齢者が継続的に
参加できるような社会参加促進サービスを提供いただきます。
本プログラムは成果報酬型で、各民間サービス事業者が集めた参加者数・継続参加者数（※２）に応じて報酬をお支払します。
例えば、提供いただくサービスへの継続参加者を年間100人集めた場合、約130万円の報酬額となります。これまで取り組め
なかった新規サービスや既存サービスの拡充にご活用ください。

SIB活用の官民連携による介護予防プログラムへの
参画事業者を募集しています

～運動・趣味・エンタメ・就労など様々な分野で参画が可能～

オンライン、または三密回避の対面による社会参加
促進サービスが対象です。双方向コミュニケーショ
ンが生まれることを前提に、運動・趣味・エンタメ・就
労など様々なテーマで参画いただけます。

【募集するサービスのテーマ】

からのお知らせ

市内在住の65歳以上の健康高齢者（要支援・要介
護でない方）が対象です。介護予防効果のある70歳
代へのアプローチができる民間サービス事業者を
優先的に選定していきます。

【対象者】

参画にあたっては、新規サービス立ち上げ、あるい
は既存サービス拡充（サービス提供頻度の向上や新
規顧客獲得促進等）が前提となります。既存サービ
スについては、本プログラム参画後新たに獲得した
顧客のみを報酬支払いの対象とします。

【既存事業との関係】

提供するサービスへの参加者、継続参加者の獲得人数実績に応じて、参加者一人あたり約0.3
万円／年、継続参加者一人あたり約1.0万円/年の報酬（参加者属性により額が多少異なりま
す）をお支払します。なお、サービス提供にあたって、別途参加者からサービス利用料を徴収する
ことも可能です。

【民間サービス事業者への報酬】

様々な民間サービス事業者に参画いただき、コロナ禍を踏まえた
新たな生活様式にも対応した社会参加促進サービスを高齢者に
提供します。

SIB介護予防プログラムのスキーム

【事業期間】 2021年7月から5年間を予定。

※１ 民間活力を社会課題解決に活用するため、資金を民間から集め成果に応じた報酬を市が後から支払う仕組み
※２ 年間（12か月）の内6か月間の参加がある場合継続参加者としてカウント

詳細は本取り組み実施に向けて豊田市と協力して準備を進めている下記窓口までお問い合わせください。

お問合せ 合同会社Next Riseソーシャルインパクト推進機構
toyota-kaigoyobou＠nextrise-si.co.jp ※１次募集期間は４月末までとなります

SIB介護予防プログラム参画にあたっての要項
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お問合せ

一時支援金事務局　　　　TEL：0120ｰ211ｰ240

お問合せ 中小企業相談所 支所支援管理Ｇ　TEL：0565ｰ32ｰ4593

IP電話等からのお問合せ　TEL：03ｰ6629ｰ0479（通話料がかかります）
受付時間 8：30～19：00（土曜日・日曜日・祝日を含む）

販路拡大を目指す皆さまへ

小規模事業者持続化補助金について
小規模事業者持続化補助金とは、ブランド力を高めたい、商品を宣伝したい、HPを開設したいなど、販路拡大に
取り組む費用の一部を補助する補助金です。

緊急事態宣言の影響緩和に係る
一時支援金について

申請手続きの流れ ① ② ③ ④

給付
対象

ポイント❶ 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業
または外出自粛等の影響を受けていること

ポイント❷ 緊急事態宣言の影響により2021年1月、2月、3月のいずれかの売上が、
2019年または2020年の同月と比較し50％以上減少していること

給付額 （2019年または2020年の1～3月の合計売上） ― （2021年の対象月の売上 × 3か月）

中小法人 上限60万円 個人事業主 上限30万円

申請受付期間 2021年3月8日～5月31日（月）

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、対象月の
売上が50％以上減少した中小法人・個人事業主の方に対し、一時支援金が給付されます。

※上記①②両方の条件を満たすことが必須です。
補助額

※2021年3月25日現在の情報をもとに作成しています。低感染リスク型ビジネス枠についての詳細は、公募内容が発表されましたら
　当所ＨＰ・会報等でお知らせいたします。

※売上50％以上減少要因が緊急事態宣言に伴う時短営業または、外出自粛等の影響によるものでないと対象になりません。
　また、県の時短要請を受け、協力金の支給対象となっている飲食店は対象外です。

一時支援金事務局

登録確認機関
（商工会議所等）

審　査

申請者 一時支援金の受領

【確認内容】
1.事業を行っているか
2.今回の支援金内容を
　正しく理解しているか等

申請IDの発行

一時支援金のHPより
IDの申請・登録

一時支援金の振込

一時支援金の申請

事前確認を行う

事前確認登録の依頼

注意
登録確認機関（商工会議所等）の事前確認では、申請者が給付の対象であるか否かの
判断は行いません。また、事前確認の完了をもって給付対象となるわけではありません。

詳細はＨＰをご確認ください。 検 索一時支援金

インターネット環境がない方や、ご自身での申請が困難な場合は、下記申請サポート会場をご利用ください
サポート会場 名古屋市中村区則武1ｰ2ｰ1 カネジュービル5Ｆ （9：00～17：00 土曜日定休）

サポート会場事前予約先 TEL：0120ｰ211ｰ240（8：30～19：00 土曜日・日曜日・祝日を含む）
サポート会場ご利用には、必ず事前予約が必要です

低感染リスク型ビジネス枠一　般　型

上限100万円
※ポストコロナ社会に対応したビジネスモデルへの
　転換に資する取り組みや感染防止対策費
　（消毒液購入費、換気設備導入費等）の一部を支援

上限50万円

補助率 3/42/3

応募
締め切り 未定

2021年6月4日（金）

補助対象
オンライン化のための
ツール・システムの導入、
ECサイト構築費など

店舗の改装、チラシの作成、
広告掲載など

5次締切 当
日
消
印
有
効

2021年10月1日（金）6次締切

2022年2月4日（金）7次締切

豊田商工会議所から会員の皆さまへお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大によりお困りの会員事業所さま必見！

夜間コロナ禍緊急相談窓口を開設事前
予約制

相談時間 17：30～19：30
期　　間 2021年4月1日（木）～5月31日（月）月曜日・木曜日 ※祝日除く
会　　場 本所1階（豊田市小坂本町1ｰ25）
内　　容
お問合せ 中小企業相談所 支所支援管理Ｇ　TEL：0565ｰ32ｰ4593

豊田商工会議所では、日中に来所が困難な会員事業所さまを対象とし、
夜間の緊急相談窓口を開設します。ぜひ、ご利用ください。

持続化補助金・一時支援金等の公的支援・借入の相談等 ※事前予約が必要です
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ＴＥＬ︓080-6993-0847 
ＴＥＬ︓0565-34-2583 
E-mail:juna-0130@ezweb.ne.jp 
住所︓豊田市十塚町 5-29-1 
営業時間︓10︓00～20︓00 

もっと豊田商工会議所を使ってほしい！
そんな想いからの新企画です。
ぜひ当所をご利用ください♬

＼ぜひご利用ください／
豊田商工会議所の活用方法ガイド

相談所より

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。

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

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。

本所第２水曜日13：30～16：00

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。

本所19日（月）13：30～17：00

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。

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。

本所第2火曜13：30～16：00

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。

本所平日 13：30～16：30

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。

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。

本所
14：00～17：00IT相談

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。

4/20（火）日　時 3名定　員

秋山 剛氏、福田 明弘氏（株式会社ＩＴイノベーション ＩＴコーディネーター）IT相談員

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・TEL・FAX

お問合せ

事業推進部 事業管理G  TEL：0565ｰ32ｰ4569  FAX：0565ｰ34ｰ1777

事業推進部 事業管理G  
TEL：0565ｰ32ｰ4569

お問合せ

●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

相談日の前営業日午前中（自社株ま
わり相談は7日前）までに左記の窓口
またはお電話にて事業主経由でお申
し込みください。

お問合せ・お申込み
8：30～17：30【受付時間】 

当面の間中止します

4月は中止

豊田商工会議所では会員の皆さまにご利用いただける相談・労働保険・共済制度などを
ご用意しています。ぜひ気軽に、そしてお困りごとがあった際には
ご利用ください！

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
ぜひご利用ください ＮＥＷ

働き方改革無料相談 本所第3火曜 13：30～16：30

＜お問合せ・予約申込など＞愛知働き方改革支援センター
※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。0120-552-7544月は中止

※開催は原則、お申し込み後2週間以内ご希望日に開催

要予約

※休日等は料金が変更になりますので
　詳細はHPをご覧ください。

◆自社PRツール

総務部 総務G  
TEL：0565ｰ32ｰ4568

お問合せ
※詳細はお問い合わせください。

事業推進部 事業管理G  
TEL：0565ｰ32ｰ4569

お問合せ

◆電子証明書を
　会員価格で入手！
全国の商工会議所では、会員の皆さまの電子証明書取
得を支援しています。会員事業所さま限定で以下のよ
うな割引制度をご利用いただけます。ご希望の方はお
問い合わせください。

電子証明書とは
電子証明書は、ネット社会における「印鑑登録証明書」と
もいえる重要なものであり、信頼のインフラとしての役
割と機能を持つものです。
ネット上のなりすまし・改ざん等を防止できるため、行政
機関への各種手続き等をはじめ、多くの取り引きにおい
て現在、積極的に活用されています。
公的取り引きを行われている事業所さまやこれから考
えられている会員の皆さま、必見です。

商工会議所会員様向けの電子認証割引制度
会員事業所さまであれば、（株）帝国データバンク
（TDB）、セコムトラストシステムズ（株）（セコム）の電子
認証を商工会議所料金（割引価格）にて購入できます。

※電子認証の詳細につきましては
　日本商工会議所のHPをご覧ください。

会報誌に会員事業所さまの
PRチラシを同封するサービスです。
ぜひご利用ください。

【料金】
A４：非営利価格 66,000円／営利価格 88,000円
A3：非営利価格 88,000円／営利価格 110,000円

豊田商工会議所「会報誌」
広告チラシ封入サービス

会報誌と同封でお送りするため、単独のDMに比べると
高い開封率が期待できます。

開封率が高い！

読者は豊田市内の中小企業経営者や従業員の方が多
いため、不特定多数の方へのPRではなく、ターゲットを
絞ったPRが行えます!

ターゲットを絞ったPRができます！

仮に郵送で1通84円×6,300通とすると529,200円と
てもチラシ折り込みはお得です♪

会員事業所さまは特別価格でチラシの
折り込みをしていただけます♬（約6,300部）

豊田商工会議所
HPバナー掲載
当所HPへバナーを掲載◎！
会報読者のみならず多くの方へのPRができます！

【料金】
バナー掲載：25,000円／1年間

3,000円／1か月

自社のHPをリンクできます◎
１か月5,500円からと価格もお手軽です◎

※最低1か月からお試しいただけます♬

豊田商工会議所「会報誌」
紙面広告掲載サービス
会報誌の下部分に掲載。毎月自社のPRを印刷費などな
く会報紙面でPRできます！

【料金】
広告１コマ：3,300円／1か月

データの送付だけでOK！印刷費がかかりません
１か月3,300円から価格もお手軽です◎

※最低6か月より～

◆貸会議室
会議・研修会・入社式・試験会場・
オンライン会議など皆さまの用途
に合わせてご利用いただけます。
Wi－Fi環境が完備されており、マ
イクやプロジェクターなどの備品
もお使いいただけます。（別途料金
有）お申し込み方法や詳細は当所
ＨＰをご覧ください。

部屋

2F

2F

2F・
4F

4F

収容人数

1室
2,500

1室
2,000

1室
2,000

1室
10,000

1室
50名

1室
6名

1室
24名

1室
68名

1室
2,500

1室
2,000

1室
2,000

1室
10,000

1室
3,000

1室
2,500

1室
2,500

1室
10,000

1室
3,000

1室
2,500

1室
2,500

1室
10,000

料金（円）※会員料金
午前
9：00～12：00

多目的ホール
201～204

応接室
205

会議室
206・401

特別会議室
403

午後
13：00～17：00

夜間A
18：00～21：00

夜間B
21：30～23：00

自社のスペ
ースだと

少し手狭だ
な・・・

そんな時に
！

電子証明書
が会議所会

員さま

限定で割引
価格で入手

できること
ご存知でし

たか？

広告をお値
打ちに

打ち出した
い・・・

そんな時に

メリット

メリット

メリット

2004年にスタートしたキャリアプラーザ協議会アドバイザー会は2021年3月25日をもって活動を終了いたしました。
今までご利用いただきました事業所の皆さま、ありがとうございました。お知らせ
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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

4/30(金)まで、店舗営業時間内
前日までにご予約をお願いいたします。

4名様分￥20,000(税込)

ふかひれパーティーセット
桃園中国料理

3月31日をもって3名の職員が退職しました。
報告

引越しの多いこの時期、住所異動等の窓口混雑緩和のため、
下記の日程で臨時窓口を開設します。
■日時　2021年４月１０日（土）、２４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　豊田市市民部市民課　ＴＥＬ：０５６５ｰ３４ｰ６７６８

豊田市役所
休日臨時窓口の開設 

関係
各所

この補助金は、市内宿泊施設でテレワークを行うためのデイユースプラン料
金（税抜）の２分の１を補助する制度です（上限3,000円）。この度、利用可能
期間を2022年３月３１日（木）まで延長することになりましたので、
ぜひ引き続きご活用ください。
詳細はＨＰをご覧ください。
■お問合せ　豊田市産業部商業観光課　ＴＥＬ：０５６５ｰ３４ｰ６642

豊田市内在住・在勤の皆さまへ
「テレワーク利用促進補助金」を延長します！

関係
各所

NEWS TOYOTA cci News
豊田商工会議所事業のお知らせ&報告

3月3日の常議員会で承認された皆さまです。
新規会員さまのご紹介報告

第二商業

飲食業部会

金融業部会
事　業　所　名 町　名

日本たばこ産業（株）岡崎支店 岡 崎 市

ガルダスディマンピル 住 吉 町
善香酒場 元 城 町
台湾料理 大三元 清 水 町
韓国料理ソウル 東 山 町

杉浦 真悟 安 城 市
建設業部会

事　業　所　名 町　名

あいち管工（株） 広久手町

オフィス未来 伊 保 町
年神 忍 石 野 町

リアクト合同会社 細 谷 町

赤根組 吉 原 町

サービス業部会
事　業　所　名 町　名

コンセプトショップ 小 坂 町
カットハウス十五屋 鴛 鴨 町
e’mol 西 町
ほぐし屋フク 大 林 町
プロダクトデザイン アルティ 西中山町
（株）ワークスタッフ豊田営業所 西 町

ご入会いただき誠にありがとうございました。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により依然として当地域
ならびに、当所会員事業所の皆さまを取り巻く経営環境は厳しい
状況が続いています。こうした状況を踏まえ2020年度下期会費
に引き続き、2021年度上期会費を下記の通り減免いたします。

豊田市を代表する優れた技術・製品を認定する本制度。
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
共同出展などや販路拡大に対する取り組みの支援を行います。
下記の通り今年度募集を開始します。
詳細につきましては今月号の折り込みチラシをご確認ください。

豊田商工会議所
2021年度分上期会費の減免について

告知

70歳までの就業機会を確保するため、事業主はいずれかの措
置を講じるよう努める必要があります。
①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に事業主自ら実施、
　または委託、出資等する団体が行う
　社会貢献事業に従事できる制度の導入

改正高年齢者雇用安定法が
2021年4月1日（木）より施行されます

告知

豊田ものづくりブランド
2021年度募集開始

告知

（部会順・順不同）

事　業　所　名 氏　名

（株）フォンテーヌ 和泉 房枝
（株）豊田ガーデン 天野 勝美

日晶電機（株） 梅村 憲一
伊藤建設（株） 伊藤 愼一

豊田段ボール工業（株） 加藤 直樹
奥田工業（株） 奥田 清仁

（株）山田屋 河木 照雄
税理士法人タックス・トヨタ 鈴木 　茂

（株）豊田緑化苑 神谷 重雄

（順不同）

検 索厚生労働省　HP

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

2021年4月1日（木）～7月30日（金）

豊田市産業部次世代産業課
当所 中小企業相談所

ＴＥＬ：0565ｰ47ｰ1250
ＴＥＬ：0565ｰ32ｰ4594

認定特典

募集期間
対　　象

2021年度前期分会費 免除
□個人会員

2021年度前期分会費 免除
□法人会員（年会費3万以内/10口以下）

お問合せ

新型コロナウイルス感染症拡大により首都圏での大規模展示会
共同出展は叶いませんでしたが、弊社のような小規模事業者に
とって「豊田ものづくりブランド」の認定自体にメリットがある上、
今年度は個社支援制度で専
門家にデザインや写真撮影を
依頼してパンフレットを作成
することができ、大変助かり
ました。今後も支援策を活用
して販路拡大を目指します。

豊田鋸加工所 代表 山本 雄介さま

河木副会頭が
パネリストとして参加

認定事業所の声

猿投支所
支所長

新型コロナウイルス感染症対策を万全に期し、3月11日・12日にスカイホール豊田
にて開催。両日で3,560名と多くの皆さまにご来場いただきました。今回は「変革
を勝機に！」をテーマに掲げ開催し、オープニングセレモ
ニーで三宅会頭は「ビジネスフェアを契機とし少しでも
当地域が前向きになれるように地域全体一丸となって盛
り上げていきたい」と挨拶されました。ご出展者ならびに
来場者の皆さまありがとうございました。

とよたビジネスフェア２０２１開催
報告

日本商工会議所が本年度実施した国土交通省補助
事業「まちなか育成・再生強化事業」の成果を報告す
るとともに、まちを「つくり」、「育てる」ことに主眼を
置き、域内経済の好循環を目指す「ローカルファースト」の理念にもとづいた
シンポジウムが開催されました。当所河木副会頭もパネリストとして参加し、
意見を述べられました。

ローカルファーストな
まちづくりシンポジウム開催

報告

3月6日に開催された豊田市　市制70周年
記念式典において、「豊田市表彰」を当所
議員の皆さまが受賞されました。本誌にて
お名前をご紹介します。大変おめでとうご
ざいます。

豊田市表彰を
受賞されました

報告

詳細は

※2021年度上期会費に関して請求のない会員の皆さまへのご案内は
　省略させていただきますので、あらかじめご了承ください。

八木 朗

豊田市商業連合
協同組合

藤田 佐恵子

猿投支所
加納 泰江

この度、一身上の都合により退職さ
せていただくこととなりました。
1987年10月に入所以来、33年間
勤めさせていただきました。在職中
に大変お世話になった多くの会員の
皆さま、一緒に仕事をさせていただ
いた職員の皆さまに心よりお礼申し
上げます。皆さまの益々のご活躍を
お祈りしています。本当にありがとう
ございました。

この度、定年退職することとなりま
した。当初は（協）豊田市商店街連
盟、2013年以降は豊田市商業連合
（協）を担当させていただきました。
組合員の皆さまならびに会議所の皆
さまのご指導のもと無事１５年間勤
める事ができ喜んでおります。皆さ
まのご厚情に感謝し、ご健康とご多
幸を心よりお祈り申し上げます。

この度、一身上の都
合により退職するこ
とになりました。
在職中は大変お世
話になり、ありがとう
ございました。
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正解者のなかから3名さまに抽選で
【ＫｉＴＡＲＡで使える映画観賞券1名分】をプレゼント！
正解者のなかから3名さまに抽選で
【ＫｉＴＡＲＡで使える映画観賞券1名分】をプレゼント！

〒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、またはメールに下記①～⑥を
明記の上ご応募ください。
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

●下のリストから漢字を選び、空いたマスを埋めてクロスワードを完成させましょう。
●ひとつの文字は１回しか使えません。
●最後に、Ａ～Ｃのマスに入る漢字でできる三字熟語を答えてください。

応募方法

応　募　先
※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 4月23日（金）到着分まで

13 14
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3月号
の答
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リ ク ビ
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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5月10日まで

豊田商工会議所会報 2021.4月号

共通クーポン

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、18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

5 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）

※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

17 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

※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

4 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）

※１枚につき１室（３泊）まで

TEL：0565ｰ31ｰ2211

14 ホテルトヨタキャッスル
宿泊 ３０％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

8 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

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

10 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

12 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30％割引

※上限3,000円まで　※1枚につき4名さままで利用可

TEL：0565ｰ42ｰ5717

6 天ぷら 御食事処 まつ葉
飲食代１０％割引

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/

16 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

9 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

11 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

13 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

TEL：0565ｰ34ｰ2583　080ｰ6993ｰ0847

18 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！

（受付時間 9：00～17：00）

TEL：0565ｰ80ｰ3731

7 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

※他の割引との併用不可
※クーポンを持参ください

15 ホテル松風（レストランwindy）

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

※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

※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

クーポンを掲載いただける事業所の皆さまを募集しています。
ご希望の事業所さまは下記問い合わせ先までご連絡ください。
お問合せ 豊田商工会議所 山下・早坂　TEL：0565ｰ32ｰ4567

ぜひ、豊田のオトクーポンをご利用ください！

外出自粛ムードが続くなか、「これからはじまる春にぜひ家族やお友達と外にお出かけしてほしい。桜の名所や、魅力ある観光
施設やイベント、グルメ旅をお手頃な価格で。」という想いから、愛知環状鉄道では何度でも乗り降りできる、期間限定の「土
日に乗ろう　春の愛環　1day パス」の発売を決定しました。ぜひご利用ください。

障子を開けてみよ 外は広いぞ群 青 豊田商工会議所 青年部活動報告

3月5日・6日に日本商工会議所青年部第40回全国大会「しあわせ福井さばえ大会」が新型コ
ロナウイルス感染症防止対策として、オンラインで開催されました。
豊田商工会議所青年部からは72名のメンバーが参加しました。株式会社サイバーエージェント
代表取締役　藤田　晋　氏の記念講演のなかでは「21世紀を代表する会社のノウハウ」や「柔軟
な発想で時代に合ったサービスを提供することの重要さ」などを学ぶことができました。

日本商工会議所青年部 第40回全国大会
「しあわせ福井さばえ大会」
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コロナに負けるな
愛知環状鉄道株式会社さま

発売期間 ～2021年5月30日（日）

販売価格 大人：1,000円/子ども：500円　詳細はＨＰをご覧ください。
有効期間 1日 ご利用日を指定のうえお買い求めください。

検 索愛知環状鉄道

事業所の新たな取り組みをお届けします

リニューアル
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