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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 ・フフラベリーガーデン・アイユー株式会社
まちなか回覧版 ・第8期 とよたPR大使活動報告
　　　　　　　・WE LOVE とよたマルシェ加盟店のご紹介
Sou-navi　　　・月次支援金
　　　　　　　　・愛知県中小企業等応援金
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特集
・新型コロナウイルス環境整備事業補助金
・豊田市テレワーク等利用促進補助金について

　　新型コロナウイルス感染
症拡大防止のための「まん延
防止措置・緊急事態」の影響を
受け売り上げが減少…国や県
からでている、補助金の種類
や申請方法を知りたい！

　　「月次支援金」や愛知
県独自「愛知県中小企業等
応援金」について対象や要
件等を分かりやすく解説し
ています◎

豊田商工会議所HPでは、毎日、国・県・市や関係団体からの情報を
掲載をしています。ぜひ、HPも併せてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症関連のニュースでよく
耳にする「オーバーシュート」とは、感染者が爆発
的に増えることを意味します。本来は金融・証券用
語であり、野村證券の証券用語解説集によれば
「相場や有価証券の価格の行き過ぎた変動のこ
と」という意味になります。

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
オーバーシュート26

編 者散文
Editor's prose

７月に入り、梅雨明けまであと少し。いよいよ本格的な

夏の到来！私にとっては、1番元気がでる季節でもあり、

毎年心待ちにしています。コロナに右往左往しているう

ちに、あっという間に終わってしまった今年の前半。

後半は、せっかくオリンピックスタートなのに、複雑な心

境ではありますが、小さな楽しみを見つけつつ過ごした

いと思います。　　　　　　　　　　　　　　（S.T）
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Sou-naviへ！

　　豊田市独自のコロナ禍に
おける支援策について知りたい！

　　豊田市独自の「新型コ
ロナウイルス環境整備事
業補助金」・「豊田市テレ
ワーク等促進補助金」につ
いてご紹介しています。

P2.P3
特集へ！

　　事業を行うなかで生じた
問題について専門家に相談を
したい！

　　税務相談・信用保証相
談・法律相談・自社株まわり
相談・働き方改革無料相
談・行政書士相談をはじめ
多くの無料相談をご用意
しています。

P10
無料の専門相談へ！

検 索豊田商工会議所
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補助金の対象となる事業

申請受付の期間

密を避けた広い空間で社内研修や講演会等をしませんか

環境整備事業補助金 手続きの流れ

申
請
者

豊
田
市

3）交付決定通知書の郵送（申請から２～３週間程度が目安）
4）補助金の振込（申請から１か月程度が目安）

（2021年4月1日から9月30日の間に補助対象経費となる機器等の
設置およびその費用の支払いが完了しているものが対象。）

2021年５月６日～９月３０日（木）

補助金の対象となる者

豊田商工会議所の会員事業所

豊田市内の事業所において実施したものであり、
対面サービス（従業員向けでないものに限る）に対して実施した次の①～④の事業

豊田商工会議所
※書類の確認を行います。

1）申請書類・報告書の提出 2）申請書類・報告書の送付

※備品購入費・委託費・工事費・消耗品費が補助対象となります。（消毒液やマスク等一部の消耗品および消費税および地方消費税相当分は除く）
※補助事業・対象経費の一例についてはHPをご覧ください。

補
助
金
対
象【
例
】

①飛沫防止対策事業

飛沫防止シートの設置

アクリル板の設置

つい立、仕切りなどの設置等

②室内換気対策事業

換気扇の設置

窓設置工事

換気機能付きエアコンの設置等

③除菌・防菌対策事業

空気清浄機

消毒用ポンプスタンド

消毒液散布機器等

④その他対策事業

非接触型検温器

抗原検査キット

予約受付用機器の導入等

私はこうやって申請しました

豊田市産業部商業観光課 TEL 0565-34-6642お問合せ

豊田市産業部商業観光課 TEL：0565-34-6642お問合せ

豊田市HP

豊田市内のホテルなどの宿泊施設でのテレワーク利用や会議・講演会・研修での会場利用などに対して豊田市が補
助します。補助額は、デイユース利用（上限3,000円）または、宴会場・会議室等利用（上限30万円）プラン料金（税抜）
の２分の１です。ぜひ安心・安全な取り組みのひとつとして、ご活用ください。

T+CAGOとは、飲食店の料理をWebサイトから注文し、指定の場所にお届けするデリバリーサービスです。注文可能
な店舗は豊田市内の飲食店約50店舗！職場でのランチに、ご自宅でお店の味を楽しみたい時に、1食から配達します。

手続きはとても簡単です！
お客さまの安心・安全を守るためにもぜひ、ご利用ください。

美味しいお店の味を、自宅でも！
フードデリバリーやってます！ CAGOティーカーゴT

Webサイトよりご注文ください。注文方法

豊田市内の飲食店 ※詳細は下記参照店舗

昼）11：00～14：00 夜）17：00～20：00配達時間

豊栄交通（株） TEL：070ｰ2484ｰ2076T+CAGOに関するお問合せ

https://c-cago.com/ご注文はこちらから

メニュー料金の10％+110円（※上限330円）配送料金

豊田市駅周辺の約5km圏内配送エリア
エリアの詳細はWebでご確認いただけます。

具体的な
概要とは？

市内在住・在勤・在学（豊田市内にある事業所も対象）
利用者は利用料金（税抜）の半額をホテル等、宿泊施設に支払う。
※豊田市は残りの半額を補助金として豊田ホテル旅館組合・足助旅館組合へ支給する。

デイユースプランにおける、
①学校・学生のオンライン授業や勉学等の利用
②宿泊施設内の宴会場・会議室等でのテレワークや会議室等の利用

【対　象　者】
【概　　要】

【拡充内容】

豊田市テレワーク等利用促進補助金豊田市テレワーク等利用促進補助金

会議や社内研修等で宿泊施設を利用する場合、上限30万円
の補助が受けられます。当所も6月に正副会頭会議・部会
長会議を名鉄トヨタホテルにて行いました。

商品の配送は豊栄交通（株）が担
い、超小型モビリティ「TOYOTA 
i-ROAD」にてお届けします。
ご自宅までのお届けも安心・安全！

アイロード

【写真提供】
名鉄トヨタホテル

ホテル松風を利用して
会議を行いました。靴を
脱いで会議を畳の上で
行うのは普段とは異な
り、和やかな雰囲気で
開催できました。

（一般社団法人ツーリズムとよた）利用者の声

企業として、どんな使い方ができるの？

新型コロナウイルス環境整備事業補助金豊田市

独自の

(株)ヤマウチ写真場
補助金を利用し写真館内２
か所に、空間清浄機を購
入。「成人式やお子さんの
誕生など、人生の大切な節
目を写真で残そうと当店
に来られるお客さまに、少しでも安心・安全な空間を提
供できたらと思っています。」と代表の山内さんはお話
しくださいました。

（有）松南園
補助金を利用し永覚
店と藤岡店の２店舗
にアクリルパーテー
ション・空気清浄機を
購入。「対面で販売す
る際に飛沫感染が不
安になるお客さまもいらっしゃるため、細心の注意を払うべく
対策しました。」と代表の松永さんはお話しくださいました。

豊田商工会議所はコロナで大変な会員事業所の皆さまに寄り添います

配達料無料キャンペーン中

実際にどんなものに使えるの？
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　緑いっぱいの開けた土地に並ぶブルーベリーの木々。心地
よい風が吹き抜け、非日常感漂うのは豊田市乙部町に昨年
オープンしたブルーベリー農園の「Fufula　BERRY　GARDEN」。
長年ご両親とともに桃・梨を栽培する農家を営まれてきたと
いう代表の那須さん。農家（生産者）という立場では、果物を
卸すことはあっても、なかなかお客さまの生の声を聞く機会
がありませんでした。以前から愛情を込めて育てた果物を直
接お客さまに届けることができないかと考えており“木に実る
一番美味しい状態で食べるブルーベリーの味”を知ってもら
えるよう、摘み取り体験ができる農園を始められました。
　農作業の合間に、休憩スペースにあるログハウスのベン
チの色塗りや天然芝の手入れなど、できることは自分たちで
行ったという那須さんご夫妻。農園を全面シート貼りにして、
足元が汚れにくく、ベビーカーや車いすでも楽しめるようにし
たそうです。

　ブルーベリーは品種によって糖度や酸味のバランスが違
います。たくさんの味に出会ってほしいという想いから、50品
種以上のブルーベリーの木を約1,000本植えているので、期
間中は異なる品種を楽しんでもらうことができます。ブルーベ
リー狩りの後にほっと一息くつろげる併設のカフェでは、新鮮
なブルーベリーを使ったメニューを用意しています。「家族で
素敵な体験と本当に美味しい旬のブルーベリーを味わって
いただけるよう栽培に力を入れています。品種や食べごろの
見分け方などお客さまと話すことも続けていきたい」と意気
込みを語られました。これから夏がやってくると、木がどんど
ん成長し、生産量も増えていきます。新しい夏のお出かけス
ポットとして“本物のブルーベリーを求めに”那須ご夫妻の想
いがつまったフフラベリーガーデンを訪れてみてはいかがで
しょうか。

□検診を全員受診（この項目は必須）
（40歳以上で、協会けんぽの生活習慣病
予防検診以外を実施している場合は、健診
データを提供します）※確認有

□法令を遵守（この項目は必須）
（過去1年および取り組み期間中、社員の
健康管理に関連する法令について、重大
な違反をしていない※自己申告）※確認有

健康宣言優良事業所表彰は2022年
度（2021年度の取り組み）から愛知
県と共同表彰になります。

全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部では、健康づくりに活用できるサービスが用意されています。
HPには「健康宣言」についての基礎知識や、他社の様々な取り組み事例が紹介されており、貴社に合った取
り組みを選んでスタートできます！

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（髙橋・早坂）

従業員の健康増進に会社全体で取り組むことを経営理念とし、将来の収益性向上等に向けた前向きな
「投資」と捉え実践する「健康経営」という経営手法が注目されています。健康経営への取り組みは“生産
性の向上”“離職率の低下”“企業のイメージアップ”も期待できます。

【住所】 豊田市乙部町清水戸41ｰ1

【営業時間】 9：00～16：00

【定休日】 水曜日　【TEL】 0565ｰ79ｰ4305

【HP】 https://www.fufula-berry.com/

Fufula BERRY GARDEN（フフラベリーガーデン）

健康経営
について

必須項目

アイユー株式会社
会員事業所紹介

【住所】 豊田市勘八町中根83ｰ1 　【営業時間】 9：00～18：00
【定休日】 日曜日　【TEL】 0565ｰ50ｰ8760　【FAX】 0565ｰ77ｰ8338　【E-mail】 info@aiyu.co.jp
【ＨＰ】 http://www.aiyu.co.jp 

アイユー株式会社

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・小池　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・小池　TEL：0565ｰ32ｰ4594

開業のきっかけを教えてくださいQ
A 建設業界のなかでも体力を要する現場作業は若い世代が中心と
なって働いているのが現状ですが、キャリアを築きながら長く働き続け
られるような労働環境が提供できる会社を作りたいと思い開業を決意
しました。

代表の谷口さんが大切にしている仕事に対する考えを
教えてください

Q

A 社員には「稼ぐ」ためだけの仕事ではなく、楽しく働いてほしいと思
っています。現場は体力を使い、時には危険も伴うので、見合った給与を
支給し労務管理を徹底させることで、社員が高いパフォーマンスを発揮
できるようにサポートしたいと思っています。12月には会社負担の生命
保険を導入予定で、今後も社員が働きやすい会社を目指していきます。

今後の目標を教えてくださいQ
A 今後も働きやすく社員が誇れるような会社を
目指していきます。まずは社員やお客さまが幸せに
なれるような環境づくり、会社づくりにまい進したい
です。現在の業務内容に加え当社の建設業で培っ
てきた技術やノウハウを活かしてゆくゆくは豊田市
民が安心して快適な生活が送れるような環境整備
事業にも携わりたいです。

新規会員

元気な企業は取り組んでいる！ 始めませんか

健康経営 Vol.3

「健康宣言」はじめてみませんか

経営者が健康経営に取り組むメッセージとして、
「健康宣言」を発信しましょう！

経済産業省HP
検 索経済産業省　健康経営の推進

◆「健康宣言書」を作成しよう！

「健康宣言」
について

全国健康保険協会愛知支部HP
検 索協会けんぽ愛知支部

フフラベリーガーデン

「健康宣言」取り組み項目一覧表より、取り組む項目を選択します。

【例えば…】
□受診勧奨の取り組み～検診と事後措置～
★定期健診から生活習慣予防検診への切り替え生活習
慣予防検診は通常の検診に３大がん（胃がん・肺が
ん・大腸がん）を含んだ検診です

□適切な働き方の実現
★定時退社日の設定
★有給休暇取得目標の設定

□社員の感染症予防
★予防接種費用を会社で補助する
★通勤時に密を回避するため時差出勤を導入

選択項目
※協会けんぽが定める、16項目のなかで、事業所として
　取り組む内容を検討し、３項目を選択します。

全国健康協会
愛知支部
HPでも
企業名が紹介
されます！

健康宣言チャレンジ
認定証を交付！

優秀な事業所を
「健康宣言優良事業所」

として表彰！！

取
り
組
み
を
実
施

年度ごとに
報告

翌
年
度
の

取
り
組
み
へ

「健康宣言」から始める「健康経営」

■「健康宣言」なら、簡単に始められる ＆ 社内外にPRしやすい︕

■ 選ばれるのは「社員を大切にする会社」

「 健 康 宣 言 」
少子高齢化による働き手不足が進む中、健康経営Ⓡに取り組む企業が増えています。協会けんぽでは、多くの企業様が健康経営Ⓡに取り組みやすいよう見える化フォーマットとして「健康宣言」をご用意。参加企業を募集しています︕

運動ＤＶＤやポスター
など啓発グッズもご用意︕

参考になる他社の
取り組み満載︕

※健康経営Ⓡとは 社員の健康を重要な経営資源と捉え、積極的に社員の健康づくりに取り組むことで会社の生産性向上を目指す経営手法のこと。「健康経営Ⓡ」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です

ご存知ですか。就活生が就職先に求めるもの、それは「給料」より「健康や働き方」なんです。社員の健康を考え取り組むことは、今いる社員を守るだけではなく、新たな人材獲得にもつながります。

・・・・・宣言すると協会けんぽもサポート︕・・・・・

社員の健康づくりの基本である健康診断をしっかり実施。あとは中面の項目一覧から３つ以上選ぶだけ︕具体例から貴社にあった取り組みを選べるので、簡単にスタートできます。

（％）

出典︓経済産業省「第13回健康投資ＷＧ事務局説明資料①」より上位6項目を抜粋

協会けんぽホームページでは社名等のご紹介も︕

「健康宣言」で自社の健康づくりを宣言し、ＰＲしながら取り組みましょう︕

新聞や事例集等で
紹介されることも︕・愛知銀行・中京銀行・名古屋銀行での 金利優遇サービスもあります︕

１ ２ ３
優秀な事業所を表彰する制度「健康宣言優良事業所表彰」

受付等に掲示してPRできる「健康宣言チャレンジ認定証」
取り組みに活用
「健康宣言好事例集」
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Ｑ．将来、どのような企業に就職したいか
（就活生が３つまで選択）

【Ver.2021-4】

融資の申込時に認定証（写）を各行に持参いただくことで、ローンが優遇されます。（詳細については各行にお尋ねください。）

Fufula BERRY
GARDEN

6月から８月までの期間限定！大人から子どもまで楽しめる癒しの空間で

フフ ラ 　 　 ベ リー 　 　  ガ ー デ ン
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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

苺
\1,300

パティシエこだわりの「かき氷」

豊田の桃
\1,500

高香園の抹茶
\1,300

季節・地産の素材を用いた夏のお勧めスイーツ。

今回紹介の4つの商品は、のしとギフト包装が可能です！

“クルマ”だけじゃない“美味しい豊田市”をお届けします

WE LOVE とよたマルシェ
お得意先へのお礼や、初めて訪問する企業への挨拶で印象を左右する手土産。
逸品揃いのWE　LOVE　とよたマルシェの商品を、様々なシーンでご利用ください。

検 索ＷＥ ＬＯＶＥ とよたマルシェ

●井口製菓舗

国産小麦を使用したカステラはシ
フォンケーキのような食感になるよう
仕上げました。口に入れるとほんのり
シナモンの味がひろがります。白あん
とこしあんの2種類の味をお楽しみく
ださい。

会話に花を添えるシナモン風味のカステラ和菓子

【住　　所】 豊田市四郷町東畑83
【　T　E　L　】 0565ｰ45ｰ0315

花カステラ

１個151円～20個 3,272円
賞味期限：製造日から14日
購入方法：

●有限会社スズマン本舗

北海道産の山ごぼうを自家製の味
噌で漬け込んでいます。「生漬け」
という昔からの製法で生産し、風味
や歯切れが良く、素材の甘みや旨み
をしっかりと味わうことができる、
長年愛されてきた定番商品です。

創業当時の味を受け継ぐ足助名産 味噌漬け

【住　　所】 豊田市足助町石橋15番地
【　T　E　L　】 0565ｰ62ｰ0175

山ごぼう味噌漬け

1パック 540円
賞味期限：製造日から約6か月
購入方法：

120ｇ 2,484円
賞味期限：採蜜日から2年
購入方法：

購入方法： オンライン注文 電話注文 FAX注文

●株式会社こいけやクリエイト

平戸橋町で生産している天然のは
ちみつです。余分なものは一切混
ぜず、加熱もしない自然のまま。な
んと糖度は80度以上！本物のはち
みつを食べたことがない方はぜひ
お試しください。

とよたの自然をまるごと凝縮した天然のはちみつ

【住　　所】 豊田市平戸橋町馬場瀬69ｰ1
【　T　E　L　】 0565ｰ42ｰ6547

Honey Life

●福寿園

地元とよたの大地の恵みから生まれ
た、今年収穫された桃を使用した手作
りゼリーです。おいしい桃をフルーツ
果汁たっぷりのゼリーでまるごと包み
込みました。味も香りも天然そのまま。
冷やしてお召し上がりください。

旬の桃と熟練技術が織りなす夏の風物詩

【住　　所】 豊田市和会町新切41ｰ3
【　T　E　L　】 0565ｰ21ｰ0721

とよたのももぜりー

12個 3,080円
※7月~8月のみ販売
賞味期限：製造日から3か月
購入方法：

５月２４日より第９期とよたPR大使の募集を開始しました。第８期とよたPR大使の倉山沙葵さんが募集を周知する
ため、20か所にポスターを配布しました。

そのほか下記企業・団体の皆さま、ご協力いただきありがとうございました。
豊田まちづくり（株）、豊田市駅東開発（株）、豊田市駅前開発（株）、豊田市駅前通り南開発（株）、豊田市駅前開発（株）、
カシマゴビルディング（株）、中日新聞豊田支局、ひまわりネットワーク（株）、（株）矢作新報社、
（株）新三河タイムス社、カメラの店白樺、（株）夢現、ジレカフェ、とよしば、豊田市、（公財）豊田市国際交流協会、
（一社）ツーリズムとよた、豊田市中央図書館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同・敬称略）

ラジオ放送にも生出演させていただ
きました。

第９期とよたPR大使の募集を市内でPRしました！
第8期とよたPR大使活動報告

第9期とよたPR大使募集
任　期 2021年9月1日（水）～2022年8月31日（水） 賞　金 20万円

応募資格

応募方法

選考方法 ①書類審査：審査結果を通知
②面接審査：2021年7月31日（土）豊田商工会議所

お申込み
お問合せ

とよた元気プロジェクト実行委員会
（事務局：豊田商工会議所内）
〒471ｰ8506 豊田市小坂本町1ｰ25
TEL：0565ｰ32ｰ4595 

pick up!
今月の

①満１８歳以上で豊田市内に在住・在勤・在学（高校生不
可）の健康で明朗な方
②PR活動に際し、勤務先などの理解が得られる方
③モデルなどとして専属契約していない方

申込書に必要事項を記入し、写真添付の上、事務局に郵
送またはご持参もしくは、下記QRコードからGoogleアカ
ウントを使用の上、ご応募ください。

とよたPR大使
申し込み詳細

詳細は申込書・当所HPまたは、
Facebook・Instagramをご覧ください。

とよた元気プロジェクト

応募締切：7月16日（金）まで!

エフエムとよた株式会社

従業員の方にもPRしていただきま
した。

豊田鉃工株式会社

中心市街地周辺の店舗にも配布し
ました。

THE CONTAINER n6

InstagramFacebook

さ　き

エヌロク

配布に合わせてとよたPR
大使活動も知っていただきました
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中小法人・個人事業主のための緊急事態措置・
まん延防止等重点措置の影響緩和

月次支援金

①緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受け
ていること
②緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響を受けて月間売上が、
　2019年または2020年のいずれか同じ月と比べ50％以上減少していること

対　　象

2021年4月以降に実施される緊急事態措置または、まん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や
「外出自粛等」の影響により、売上が50％以上減少した中小法人・個人事業主に対し月次支援金が給付されます。

－2019年または2020年の基準月の売上 2021年の対象月の売上

【給　付　額】 法人：上限20万円/月　　個人事業主：上限10万円/月

下記の①と②両方を満たす必要があります

マイページから、必要情報を入力し、2021年の対象月の売上台帳を添付するだけ！
事前確認や、その他の書類添付は不要です！
※一時支援金を過去受給しておらず、初めて月次支援金の申請をする場合は、アカウントの申請登録から
　登録確認機関での事前確認等　その他必要書類の添付が必要になります。

既に一次支援金を受給された方は申請手続きが簡素化できます。

対象月が複数月ある場合は、それぞれの月において売上が50％以上減少し、
必要な給付要件を満たせば申請を行うことができます。（ただし、ひとつの対象月につき、申請・受給は1回のみ）

県による休業・時短営業要請に伴う協力金の支給対象事業者は、月次支援金の給付対象外です！
愛知県の感染防止対策協力金や、愛知県中小企業者等応援金との併給はできません。
※ただし、愛知県中小企業等応援金の酒類販売業者枠については併給調整があります。

給付対象を満たしている
⇒申請可能

4月分
給付対象を満たしていない

⇒申請不可

5月分
給付対象を満たしている
⇒申請可能

6月分

注意

イメージ

検 索月次支援金

中小法人・個人事業者等（本店または主たる事務所の
所在地が県内にあること）

酒類製造・販売業免許を有する中小法人・個人事業者等
（本店または主たる事務所の所在地が県内にあること）

1　対象要件
（1）2021年4月以降の緊急事態措置またはまん延防止

等重点措置に伴い、休業要請・営業時間の短縮要請
を受けて休業または時短営業を実施している飲食
店と直接・間接の取り引きがあること

（2）不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を
受けたこと

2　売上要件
　2021年4月～6月の売上の合計が、2019年または
2020年の4月～6月の売上の合計と比較して30%以
上50%未満減少していること

1　対象要件
　酒類の提供停止を伴う時短要請等に応じた飲食店と
取り引きがあること
2　売上要件
（1）2021年5月の売上が、2019年または2020年5月の

売上と比較して50%以上減少していること
（2）2021年5月の売上が、2019年または2020年5月の

売上と比較して30%以上50%未満減少してい
ること

2019年または2020年の同期と比較した2021年4月～6
月の合計売上減少額（中小法人：上限40万円、個人事業
者：上限20万円）、1回限り
※愛知県中小企業者等応援金（酒類販売業者枠）との
併給調整有り

2019年5月または2020年5月と比較した2021年5月の
売上減少額（中小法人：上限20万円、個人事業者：上限10
万円）
※国の月次支援金または愛知県中小企業者等応援金
　（一般枠）との併給調整有り

2021年4月以降に実施した緊急事態措置およびまん延防止等重点措置による休業要請・営業時間短縮要請や不要不急の外出・
移動の自粛の影響に伴い、売上が減少した中小企業者・酒類販売業者等に対して応援金が交付されます。

緊急事態宣言措置およびまん延防止等重点措置により売上が減少した事業所の皆さまへ
「愛知県中小企業等応援金（一般枠・酒類販売者枠）」

種　別

対　象

要　件

交付額

一　般　枠 酒類販売業者枠

お問合せ
県民相談総合窓口（コールセンター）
TEL：052ｰ954ｰ7453（9：00～17：00（土曜日・日曜日・祝日を含む毎日））
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210518ouen.html

詳細は決まり次第、愛知県HPでお知らせします。

一般枠【1回限り】
法人：上限40万円、
個人：上限20万円
（対象月：4月～6月）

月次支援金（国）の支援対象
法人：上限20万円／月、個人：上限10万円／月
対象月：緊急事態宣言またはまん延防止等
　　　　重点措置が実施された月（　　　　　　　　　　　　　）

月次支援金（国）の支援対象
法人：上限20万円／月、個人：上限10万円／月
対象月：緊急事態宣言またはまん延防止等
　　　　重点措置が実施された月（　　　　　　　　　　　　　）

（1）酒類販売業者枠（上乗せ）
法人：上限20万円／月、個人：上限10万円／月

（対象月：5月）

（2）酒類販売業者枠（拡大）
法人：上限20万円／月、
個人：上限10万円／月
（対象月：5月）

30％減
（　　　　）
売上の減少
前年または
前々年比較 （　　　　）

売上の減少
前年または
前々年比較

県独自の酒類販売業者
対象の拡大部分

県独自の酒類販売業者対象の上乗せ部分

50％減 30％減 50％減

イメージ

お申込み
お問合せ

【相談窓口】 TEL：0120ｰ211ｰ240
【受付時間】 8：30～19：00（土曜日・日曜日・祝日を含む）
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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 

相談所より

本所
14：00～17：00IT相談

HP作成やソフトの操作方法・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。

7月20日（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  FAX：0565ｰ34ｰ1777

●本　　所 TEL：0565ｰ32ｰ4594
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
【受付時間】 8：30～17：30 

経営相談や各種補助金の申請手続きをはじめ経営革新計画等作成
のお手伝い、その他経営上で悩み・困りごとがありましたらお気軽に
ご相談ください。

毎週 月曜日・火曜日　13：00～17：00（ただし祝日は除く）設　日
豊田商工会議所会　場
中小企業診断士 野中龍一氏、立岩義典氏相談員
事前予約（前日までに電話にてお申し込みください）申込方法

中小企業診断士による個別相談開設

相談所より

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。

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

19日（月）13：30～17：00

20日（火）

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

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。

第2火曜日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。

13：30～16：30

13：30～17：00

13：30～17：00

13：30～17：00

13：30～17：00

販売促進相談
集客・売上アップのためPOP・DM・イベント等

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

労務相談
賃金・社会保険・就業規則・時短対策等

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
当面の間中止します

税務相談
記帳方法・税額計算・消費税の仕組み等

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

働き方改革無料相談 20日（火）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。0120-552-754

※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

＼ぜひご利用ください／
豊田商工会議所の活用方法ガイド

事業推進部 事業管理G  
TEL：0565ｰ32ｰ4569

お問合せ

※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。
※詳細はお問い合わせください。

◆自社PRツール

総務部 総務G  
TEL：0565ｰ32ｰ4568

お問合せ
中小企業相談所 支所支援管理G TEL：0565ｰ32ｰ4593
上郷支所 0565ｰ21ｰ0019／高岡支所 0565ｰ52ｰ3047
猿投支所 0565ｰ45ｰ1212／松平支所 0565ｰ58ｰ0025

お問合せ
※詳細はお問い合わせください。

◆労働保険
　事務代行サービス
労働保険は労働者を一人でも雇用していれば、必ず加
入しなければなりません。
労働保険事務組合とは、事業主に代わって労働保険料の
納付や各種の届出等を行う制度です。

労働保険とは？

PRチラシを同封するサービスです。

【料金】
A４：営利価格 88,000円
A3：営利価格 110,000円

「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、
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
いです。

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
チラシ折り込みはとてもお得です♪

会員事業所さまは特別価格です！

HPバナー掲載
当所HPへバナーを掲載◎！多くの方へのPRができます！

【料金】※最低1か月～
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◎

「会報誌」紙面広告掲載サービス
毎月自社のPRを会報誌の下部分に掲載しPRできます！

【料金】※最低6か月より～
広告１コマ：5,500円／1か月

データの送付だけでOK！
印刷費がかかりません

◆貸会議室
皆さまの用途に合わせてご利用いた
だけます。

労働者が業務上、または通勤・帰
宅途中でケガをした場合に、被
災労働者や遺族を保護するた
め、必要な保険給付を行うもの。

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！

煩わしい労働保険業務
を

委託しませんか？？

広告をお値打ちに
打ち出したい・・・
そんな時に

時間も手間も短縮！
事務負担を軽減できます！

額に関わりなく分割納付することができ負担も軽減！
３回分割で納付できます！

労働保険に加入することができない事業主や家族従業員など
も、労働保険事務組合では特別に加入することができます！

事業主も労災に入れます！

Wi－Fi環境が完備。
プロジェクターなどの備品
（別途料金有）。

二つの要素から構成されています

労災保険
労働者が退職し、失業状態になっ
た場合に、労働者の生活および
雇用の安定を図り、再就職を促進
するため必要な給付を行うもの。

雇用保険

※対象となる方についての詳細や、委託手数料については
　お問い合わせください。
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商工会議所他
行事予定

７日（水）
小規模事業者持続化補助金
（低感染リスク型ビジネス枠）
第2回申請受付締切
13日（火）
夏の交通安全立哨活動
～19日（月）
とよたPR大使 応募締切
～30日（金）
豊田ものづくりブランド 応募締切

7月

5/31 6/21

2020年4月1日から、愛知県との協働事業による「とよた健康マイレージ事業」を推進。本事業は健康づくりを実践し、達成
条件を満たした方に愛知県内の協力店で使用できる「あいち健康づくり応援カード～MyCa（まいか）～」と「とよたSDGｓポ
イント」を進呈するものです。
■対象者　市内在住・在勤・在学の方　■参加方法　①アプリ「あいち健康プラス」をダウンロード　②選択したチャレンジを実行
した日を記録し、１日１マイレージ獲得　③９０マイレージ貯めてアンケートに回答し、「あいち健康づくり応援カード～MyCa（ま
いか）～」を入手　④アプリ内応募フォームから、とよたSDGｓポイントに応募　※チャレンジシート（紙面）での参加も可能です。
■取り組み期間　2021年４月１日～2022年３月１１日（金） ※本事業に関する内容は、豊田市HPでご確認ください。
https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kenkou/kenkoudukuri/1036876.html
■お問合せ　豊田市保健部総務課 健康づくり担当　TEL：0565ｰ34ｰ6723

とよた健康マイレージに参加しませんか
関係
各所

製造・販売した弁当を食べた人が、下痢・
腹痛等の症状を訴えて入通院。検査の
結果、弁当からO-157が検出された。
⇒損害額：約4，500万円

【保険の概要】
賠償責任リスクの補償、事業休業の補償、
財産・工事に関わる補償に一本化して加入
できます。

１. 事後の加入はできず、さかのぼって請求ができない …… 早めの検討＆加入を！
２. 強制加入保険には限界がある …………………………… 任意保険の検討を！
３. 安全性の確保 ……………………………………………… “経営骨太化”のために備えましょう！

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

令和２年度事業報告・収支決算報告、令和３年度事業計画・
収支予算の承認および、一般社団法人TCCMの活動報告
等を行いました。当中心市街地においても新型コロナウイ
ルス感染症の影響を大きく受けているため、この変化に対
策を講じながら、関係各所との連携を密に、諸事業に取り組
みます。

第38回 豊田市中心市街地
活性化協議会全体会

イルミネーションストーリーinとよたでは皆さまから協賛金（1口500円）を募集しており、協賛者には特
製ピンバッジを進呈しています。今年度のピンバッジの作成にあたりデザインを募集します。たくさんの
ご応募をお待ちしています。詳細は公式Facebookをご覧ください。

7月20日（火）までに公式Facebookページからダウンロードした応募用紙をイルミネーションストーリー実行委員
会へ送付（〒471ｰ0026　若宮町1ｰ57ｰ1、TEL：33ｰ0002、メール：illumi.toyota@gmail.com）
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止となる場合があります。

イルミネーションストーリー in とよた2021 ピンバッジデザイン募集告知

三宅会頭が太田豊田市長に、春の「旭日小綬章」受章を報
告するため市役所を訪問しました。当日は取材も行われ、
「現在新型コロナウイルス感染症の影響を受けるなど、
豊田市を取りまく経済環境は大変厳しいものがありますが、
地域産業活性化に貢献できるよう微力ながら 誠心誠意尽く
したい。」とお話しになりました。

三宅会頭が太田市長に
「旭日小綬章」受章を報告

検 索とよた健康マイレージ

検 索イルミネーションとよた

iPhoneの方 Androidの方

目に見えないリスクに備えませんか？

会員事業所向け保険制度のご案内
商工会議所の保険制度は、会員事業所の経営リスクの担保（リスクの移転）および従業員などの福利厚生の充実を目
的としており、全国商工会議所のスケールメリットにより、低廉な保険料でご加入いただける団体保険制度です。

受託貨物（電子ピアノ）の運搬
中、トレーラーが横転し、貨物
を破損させた。
⇒損害額：約775万円

賠償責任の補償 財産の補償

基礎工事に伴う杭打ち作業中、試
掘調査不十分により地中埋設通信
ケーブル、送油管を損傷した。
⇒損害額：約1億円

工事の保証

保険加入の
必要性は？

今回ご紹介するのは・・・・

「事業活動リスクに対する補償のモレ・ダブリを解消し、一本化して加入したい…」という方におすすめ

ここがおすすめ！

会員事業者を取り巻くリスクに対する補償の
モレ・ダブリを解消

補償の一本化が可能
災害にあった際の休業損失を補償
災害による休業時の資金確保が可能

情報漏えいの補償に加え、サイバー攻撃の際の対応
費用も補償

サイバーリスクも補償可能

保健所等指示による新型コロナ
ウイルスの消毒費用および消毒
等に伴う営業休止にかかる損失
を補償

新型コロナの
リスクも補償

賠償責任(PL・リコール・情報漏えい・サイバー・
施設・事業遂行等) のリスクを総合的に補償

賠償責任リスクを総合的に補償

詳細は今月号折り込みチラシをご覧ください

事業推進部 事業管理G　TEL：0565ｰ32ｰ4569お問合せ

工事業飲食業 物流業

お申込み

2019年ピンバッジ

ビジネス総合保険制度
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新
し
い
、共
栄
。

豊田共栄サービス㈱は、このたび
㈱トヨタエンタプライズと合併し、
社内カンパニー
「共栄カンパニー」として
新しい第一歩を踏み出しました。

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8月10日まで

豊田商工会議所会報 2021.7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、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

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！

豊田美里店 TEL：0565ｰ89ｰ5883／豊田吉原店 TEL：0565ｰ51ｰ2340
http://www.katumasa.jp/index.html

19 やわらかとんかつ かつ雅
ウーロン茶・グラスビール・茶碗蒸し・
ソフトクリームのなかからおひとつ

（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

情熱ACTION ～感謝と使命感を持って～群 青 豊田商工会議所 青年部活動報告

中小企業支援家の小出　宗昭氏をお招きし、売上を伸ばすために今やるべきこと、その活動
が実はSDGsにつながるという実例を紹介いただきながら、社会の向かう方向に企業活動
を合わせていくことの大切さを学びました。講演のなかで「社会性」「共感性」の2つをキ
ーワードに、社会の共通の課題を認識し解決に向けて取り組むこと、その取り組みが多数
の方の共感を得ることが、売上の拡大につながりうるとお話し
いただきました。コロナ禍で激変する社会環境のなか、身近な
所から新しい社会の需要に気付き、スピード感を持って共感さ
れる解決に取り組むチャレンジ精神が、私たち若手経営者に
必要なことだと改めて感じました。　　（広報委員会 岡田 達哉）

とよたイノベーションセンターでは、中小企業事業者さま向けのセミナーを開催しています。ぜひご参加ください。

研修事業 今こそ知る！ これからの社会が向かう先！

プレゼント
※グループ人数の半数まで　※1人でご来店でもおひとつプレゼント
※注文時にクーポンをご提示ください

誰でも簡単！ IoTを即実践！ IoT体験講座
DXに取り組む企業を大募集します

開催日 7月13日（火）13：00～17：00
対　象 豊田市内外の中小製造業
定　員 10名 受講料 無料

問題解決力を身に着けるＱＣ７つ道具 基礎講座
現場での実用的なスキルを重視！

開催日
第1回7月6日（火）  13：30～16：00
第2回7月27日（火）13：30～16：00
（全4回開催予定）

対　象 豊田市内の中小製造業
定　員 15名 受講料 無料

お申込み
お問合せ

とよたイノベーションセンター　住所：豊田市挙母町２ｰ１ｰ１
TEL：0565ｰ47ｰ1240　FAX：0565ｰ47ｰ1242　メール：ticinfo@toyota-innov.aichi.jp

とよたイノベーションセンターからのご案内

厚生労働省認定“ものづくりマイスター”の水野氏を講師にお迎
えし、プレス加工のいろはを体系的に学びます。

簡単なプログラミング方法（スクラッチ）とIoT機器（M5スティッ
クC）を使い体験していただきます。

プレス加工の基礎を学ぶ
金型以外の加工要素も学び、課題解決の基礎を作る

開催日 7月22日（木）13：30～17：30
※Zooｍでのオンライン同時開催もあります

対　象 豊田市内外の中小製造業
定　員 15名（経験3年程度） 受講料 無料

次期後継者候補が見当たらない企業、他社の経営ノウハウと自
社事業との相乗効果を狙って成長を考えている企業の皆さま必
見です。今回のテーマは「M＆Aを知れば事業承継の選択肢が
広がる」です。

スモールM&A（第三事業承継）セミナー
中小企業が培ってきた貴重な経営資源を将来につないでいくために

開催日 8月27日（金）14：00～16：00（全3回開催予定）
※Zooｍでのオンライン同時開催もあります

対　象 豊田市内外の中小企業 受講料 無料
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