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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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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舗の紹介
会員事業所紹介 （株）Niko.1不動産・369works
Sou-navi　　 一人親方労災保険・労働保険事務組合
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特集
・出場事業協賛のお願い「TGRラリーチャレンジin豊田」
・世界ラリー選手権（WRC）について

今年も
「WE LOVE とよた号」が
TGRラリーチャレンジ
in豊田に参戦します！

ツーリズムとよた会員事業者を対象に、Googleマイビジネス・トリップアドバ
イザーの登録代行を無料でサポートします。未入会の事業者さまはこの機会
にツーリズムとよたへのご入会もご検討ください。
※入会には加入条件があり、年会費が必要です。詳細はお問い合わせください。

★Google　MAPや検索結果上で目立つよ
うになり閲覧者がUP！
★店舗の基本情報・写真・地図の掲載、イベ
ントなどの告知、口コミへの返信ができる
★外国人にPRできる

Web上での情報収集が当たり前の今、店舗のPRでお悩みはないですか。
（一社）ツーリズムとよたがお困りの皆さまにサポートを行います。

市内の観光関連事業者の皆さまへ

講　師 開催日時現在２名しか認定されてい
ないGoogleマイビジネスプ
ラチナプロダクトエキス
パート。Google等の地域検
索、地図検索対応に関して
日本では数少ない専門家で
まちづくり関連の登壇実績
も多数。 ※会場での受講は、各事業者1名までとし、定員50名に達し次第受付終了します。

　また、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によってはオンライン形式のみとする場合もあります。

集客促進をお手伝いします！

Googleマイビジネス・
トリップアドバイザー活用セミナー
登録方法から、成果がでやすい運営方法まで丁寧に解説します。

登録のメリット

G 0565-87-5252
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永山 卓也 氏

９月２８日（火）１３：００～１５：００

対　　象 市内の観光関連事業者（土産販売・宿泊・飲食・観光サービス等）
定　　員 先着50名（オンライン受講定員なし）
申込方法 https://www.tourismtoyota.jp/campaign/seminar2021/

受講料 無料！

お問合せ

一般社団法人ツーリズムとよた
ＴＥＬ：０５６５ー８５ー７７７７　ＦＡＸ：０５６５ー８５ー７７００
メール：info@tourismtoyota.jp

場　　所 ホテルトヨタキャッスル 2F宴会場「華の間 西」

Googleマイビジネス・トリップアドバイザーで
無料で登録できる

会場での受講 or Zoomオンライン受講形式！サポート①

登録代行サポート②

申込は
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総務部 総務G 前田・早坂 TEL：０５65-32-4568お申し込み・お問合せ

TGRラリーチャレンジ in豊田 ２代目 WE LOVEとよた号

今年も皆さまの想いをのせて出場します！

2021年11月7日（日）に鞍ケ池公園で開催予定の「TGRラリーチャレンジin豊田」において、会員事業所の皆
さまからご協賛をいただき競技に出場します。

世界中から注目のラリーが豊田にやってくる！

WRCはFIA（国際自動車連盟）が制定しているF1、WECと並ぶ世界選手権です。各地で行われていたラ
リーのビッグイベントを統一するかたちで1973年からスタートしました。
WRCの舞台となるのはサーキット場ではなく、公道です。凍った峠道や森林を縫うように走る高速路、岩の
突き出た悪路や土埃の舞う砂利道、アップダウンの激しい舗装路など、各国のさまざまな舞台で、季節を
渡っていくWRCは、文字通り世界の道を競技フィールドとして行われる選手権です。
そのWRCが11月11日（木）～14日（日）で愛知県で開催され、豊田市も会場の一部になっています！
世界中から注目されるレースが、ここ豊田市にやってきます！

世界のラリーはFIA世界ラリー選手権（WRC）を頂点とした、ピラミッド
で形成されています。TGRラリーチャレンジとは、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、比較的新しいラリーシ
リーズです。豊田市での開催は今年で4回目となります。

TGRラリーチャレンジとはTGRラリーチャレンジとは 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

P3（→）の
世界ラリー選手権は
ここにあたります

コースの見どころなど詳細は、10月号でご紹介いたします

（WRC）

「僕と彼女とラリーと」はWRCの開催地となる愛知県豊田市・
岐阜県恵那市を舞台に、過去の確執と向き合い乗り越えようと
する若者の“新たなチャレンジ”と、“故郷の仲間たち”とのつな
がりを美しい豊田の秋を背景に描きだす、心温まるヒューマン
ストーリーです。
「僕と彼女とラリーと」は９月24日(金)より愛知・岐阜一部劇場
にて先行公開、10月1日(金)より全国公開となります。
私たちのまち豊田市が映画に。ぜひ、ご覧ください。

WRC開催地となる愛知県豊田市が舞台に

【ストーリーは？】
主人公のもとに地元の豊田市で「北村ワークス」を営
んでいた父の突然の訃報が届くシーンから幕を開け
ます。主人公は父の死をきっかけに従業員が路頭に
迷うことを知り、兄の反対を受けながらも会社の再起
をかけて父がやり残した夢“ラリー”の大会に出場す
ることを提案します。

©2021「僕と彼女とラリーと」製作委員会

Coming
 soon!!

映画 

僕と彼女とラリーと

今年度は新型ヤリスGR4で
参加します

協賛内容 競技車両に協賛事業所80社程度のステッカーを掲示

B）32cm×32cm相当・・・・金額：120,000円
C）７cm×18cm相当・・・・・・金額：20,000円A）34cm×34cm相当・・・・金額：150,000円
（ロゴの大きさ等により縦横比が変更の可能性有）

特典1 協賛事業者さまの対顧客PRに活用いただけます！
●店名・会社名ステッカーを競技車に掲示します
●店舗・事業所に競技車の無料展示ができます
　（輸送実費のみ有料）

特典2 競技車の内覧会にご招待します

A協賛
34cm×34cm

B協賛
32cm×32cm

C協賛
7cm×18cm
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　「家族よりは遠いけど友達より近い、“住まい探しの相
棒”のような存在になれるといいなと思うんです」と話すの
は、（株）Niko.1不動産　代表の杉浦さん。生まれ育った
豊田市で今年5月に“おひとり様向けの不動産屋”を開業
されました。
　杉浦さんと不動産業界との出会いは8年前。不動産売
買・賃貸・管理業務を通し、“一生で一番大きな買い物”と
いわれる住宅購入のお手伝いをすることに大きなやりが
いを感じたそうです。「特にひとりでマンション購入を検討
する方は、住環境や資金計画など全てをひとりで決断す
る必要があります。不安な気持ちをかかえているお客さま
にフォーカスした不動産屋をやりたいと思ったことが創業
のきっかけです」とお話になりました。
　「大切な話をするときは他の人がいない空間がいい」
そんな想いから“完全個室”にこだわり店内では、他のお

客さまと会うことはありません。看板もなく、隠れ家のような
店舗を気に入られる方も多いそうです。
　「住宅購入の“不安”に正面から向き合い、一緒に考え
不安の種を摘むことで、お客さまに心から満足していただ
ける“家探しのナビゲーター”という顔、“売って終わり”では
なく、資金計画やライフプランニングを定期的に見直しアイ
ディアを提案する、“生涯のバディー”という二つの“顔”で
人生をサポートできるのが強みです。小さな不動産屋だ
からこそできることを大切にしたい」とお話になりました。
　“おうち時間”の大切さが改めて問われている今、それぞ
れが望む豊かな暮らしを見つめ、カタチにするきっかけとし
て（株）Niko.1不動産を訪ねてみてはいかがでしょうか。

（株）豊栄商会は経済産業省より2021年3月に「健康経営優良法人2021（中小規模法人
部門）※」に認定されました。
※健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康
増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰す
る制度です。

（例）従業員の健康保持・増進を経営的視点から捉え、健康経営を行う目的を明確化

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）

8月号からのシリーズ連載です。健康経営に向けた５つのステップについてご紹介します。
今月号はSTEP1.基礎作りについてご説明します。

【住所】 豊田市元城町1-57  CASA CEDRO DUE102
【営業時間】 9：00～18：00
【定休日】 火曜日・水曜日　【TEL】 0565ｰ42ｰ4831
【HP】 https://preview.studio.site/live/4BqNpdD1Wr/1

（株）Niko.1不動産

健康経営
について

就労移行支援事業所 369works

会員事業所紹介

【住所】 豊田市東梅坪町8-8-21 新見ビル3Ａ 　【営業時間】 9:00～17:00
【定休日】 土曜日・日曜日　【TEL】 0565ｰ41ｰ6428　【FAX】 0565ｰ41ｰ6432
【E-mail】 369works2021@gmail.com

369works（みろくわーくす）

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・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

創業されたきっかけを教えてくださいQ
A 障がいをお持ちの方の個性や特性に合う仕事と適切な支
援があれば、“社会でもっと活躍できる人がたくさんいることを
企業に伝えたい”“障がいを持たれている方と企業をつなぐ架
け橋になりたい”そんな想いで創業しました。

就労移行支援事業所とはどのようなことを行うのですかQ
A 就労を希望する65歳未満の障がいのある方や精神疾患・
発達障害などの診断を受けた方が、畑仕事やＰＣ作業、職場体
験などを通し、就労に必要な知識を付け、就職するためのサ
ポートを行っています。

今後の目標を教えてくださいQ
A 障がい者雇用率制度の改正などで、障がい者
雇用を行う企業が増えていく一方、企業や従業員
の皆さまが障がいのある方との付き合い方などに
多くの不安を抱えていると感じます。企業に向けて
障がいのある方との接
し方などの講座も計画
中です。障がいの壁を
越えたサスティナブル
に共存するそんな社会
の実現を目指します。

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.5

経営トップがその意義や重要性を十分にし、
自社の理念を社内外に示しましょう。

基本理念・方針への位置づけ

（例）健康保持・増進を経営的な視点から推進する責任者の設置

責任者・担当者の設置や専門資格を持つ職員・医療保険者等との連携により、従業員の健康保持・増進に向けた
実行力ある組織体制を構築しましょう。

組織体制を作る

総務部人事課の本多さまにお話を伺いました。

2021年3月に健康経営優良法人を取得された 当所会員企業
（株）豊栄商会の取り組みをご紹介します！

経済産業省HP
検 索経済産業省　健康経営の推進

「健康経営」を
始める前に

あいち健康経営ネットHP
検 索あいち健康経営ネット

（株）Niko.1不動産
心豊かな暮らしを届ける

働きたい方の挑戦を応援！

今回はSTEP.1

はじめに

STEP 1

STEP 2
STEP 3

STEP 4

STEP 5

基本作り

健康課題の把握と
必要な対策の検討

健康経営の実践に
向けた環境整備

従業員の心と
体の健康づくりに
向けた取組

取組の評価・発進

代表の杉浦さん

みろくわーくす

ニコイチ

取得に向けて初めに、
取り組まれたことはありますかQ1. 取り組みを教えてくださいQ2.

健康経営と聞くと身構えてしまう方が多いと思います。しかし内容を見てみると既
存の取り組みでカバーできている項目も多くあります。私自身、協豊会でつながり
のある会社の知り合いなどにアドバイスをいただいたりと、会社を越えた担当者間
の意見交換やアドバイスもとても参考になりました。全ての項目を達成しようとす
るとハードルは高いですが、まずは、取得に向け必要最低限のラインを決めて取り
組むことが大切だと思います。健康経営とは従業員の健康を守る会社ができる大
切な取り組みです。できることから取り組んでいくといいのではないでしょうか。

健康経営を考えられてる企業の方に
アドバイスはありますか Q4.

採用などで学生から、健康経営を取得して
いることが、面接の話題にあがることがあ
ります。企業として社員が心身ともに元気
に働ける環境を整備できたという面で満
足しています。

取得されてから
メリットに感じられている
点はありますか

Q3.

健康経営取得を目指すという社内方針が決まり、健
康づくり担当者になりました。経済産業省のHPにあ
る認定取得に必要な項目について調べ、当社が今ま
での取り組みでできているものと今までの取り組み
に少し+αで達成できるものの洗い出しを行いまし
た。そして必要な課題を関連部署担当者相談し、取
り組みを開始しました。

従業員に対して定期健康診断を実施し、検診受診率を100％にし
ました。今まで次長職以上に行っていた人間ドックも課長職以上の
希望される方に行ってもらえるように制度を改正しました。
また、会社全額負担にてインフルエンザ予防接種を社内で行いま
した。業務時間後に医療機関で接種することが難しかった社員に大
変好評でした。社内全面禁煙にしたことも大きな取り組みのひとつ
です。
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“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。

●大橋園芸
フルーティーで飲みやすい 新感覚トマトジュース

【住　　所】 豊田市鴛鴨町畑林280
【　T　E　L　】 0565ｰ29ｰ0365

桃太郎ゴールド100%トマトジュース

第8期とよたPR大使活動報告

賞味期限：製造日から6か月
購入方法：

 チャレンジeスポー
ツ！ in とよたまちなか

最先端のハウスで育てた黄金色のゴールドトマトを贅沢に使った100%トマト
ジュースです。すっきりとした口あたりとフルーティーな味わいが特徴。体内に
吸収されやすいといわれているシス型リコピンを多く含み、健康に気をつかわ
れている方にもおすすめです。

1本（720ml） 1,280円 賞味期限：製造日から2年
購入方法：店舗販売限定

賞味期限：製造日から30日
購入方法：

購入方法： オンライン注文 電話注文 メール注文 FAX注文今回紹介の4つの商品は、
のしとギフト包装が可能です！ 検 索ＷＥ ＬＯＶＥ とよたマルシェ

Vol.5

中心市街地周辺4か所で、オリンピック・パラリンピック開催にちなんだeスポーツの体験イベントに参加し
ました。ゲームを体験した方に向けた抽選会のお手伝いを行い、「太鼓の達人」のデモプレイを行い、参加
者の皆さまとともに、eスポーツの楽しさを知る機会となりました。

“尾張と三河がひとつになり、まちへの誇りと、人と人のつながりを生み出す”ことを目的として行われる、鯱の
大祭典が2年ぶりに豊田スタジアムで開催されました。8月15日～9月1日の期間中は豊田スタジアムで開催さ
れるホームゲームで様々なイベントが開催
され盛り上がりをみせました。
とよたPR大使は8月22日のアビスパ福岡戦
に併せて行われたイベントで、豊田市の特産
品をゲームを通じてPRしました。

8月1日

8月22日 名古屋グランパス
エイト鯱の大祭典

＊9月末までは松坂屋豊田店3Fにも店舗があります

WE LOVE とよた
応援飲食券一般販売のお知らせ プレミアム率

30%！！

【Web】QRコードからアクセスし、画面の案内に従ってください。
【はがき】①郵便番号②住所③代表者名④フリガナ⑤電話番号⑥申込冊数
　　　　⑦勤務先・学校名（市外在住の方のみ）を記載のうえ、
　　　　〒473ｰ0902　豊田市大林町1ｰ81　トヨタすまいるライフ内飲食券事務局へ郵送
　　　　※9月17日（金）必着

ご好評につき、市内在住者に加え、在勤・在学の皆さまにお申し込みいただけるようになりました。
※本券は日用品の購入等には使用できません。

申込期間 9月6日（月）～9月17日（金）

対　象　者 豊田市内在住・在勤・在学 ※一次販売申込者も可
販　売　額 1冊10,000円　額面13,000円（500円×26枚綴）　1人5冊まで

お問合せ コールセンター TEL：0565ｰ77ｰ9322（平日 9：00～17：00）

販　売　額

使用期間 10月1日（金）～2022年2月28日（月）

●deli&cafe DolceVita
人々の喜びを生み出すプリン

【住　　所】 豊田市朝日町3ｰ6ｰ1
【　T　E　L　】 0565ｰ31ｰ7777

こだわり卵のプリン

お店で人気メニューのプリンを自宅でも食べてもらいたいという想いから
誕生。誰もが安心して食べられるよう食品添加物・保存料は一切使用せず、
一つひとつ手作りのプリンはやさしい味で最近では全国からご要望も多
く、幅広い世代に人気です。

１つ 302円

●カノン珈琲
健康パワーを秘めた万能調味料

【住　　所】 みよし市福谷町壱丁田6ｰ4
【　T　E　L　】 0561ｰ36ｰ9539

ウルトラしょうがパウダー

しょうがを約８０℃で蒸し、さらにパン窯の余熱で乾燥させて粉にした
商品です。しょうがの香りと辛味成分が豊富で、毎日の食事にお手軽
に、コーヒー・紅茶・トースト・ごはんや味噌汁・スープなど様々な食事と
相性が良い商品です。

1本（10g） 790円

●松華堂
懐かしさを誘う素朴な和菓子

【住　　所】 豊田市宮上町3ｰ26ｰ7
【　T　E　L　】 0565ｰ32ｰ2416

元町通り

香ばしくさくっとした皮でしっとりとした白あんと栗を包みました。皮には
麦こがし粉（こうせん）を採用し、素朴ながらも栗との相性がぴったり。賞
味期限が長く手土産として幅広い年代層に人気の商品です。

１つ 200円

賞味期限：製造日から7日
購入方法：
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労働者を全く使用しない経営者・事業主
労働者を使用していても通年雇用ではなく、年間100日未満である場合でも一人親方とみなされます

一人親方とは？

お問合せ 中小企業相談所　TEL：0565ｰ32ｰ4594

①常時労働者数が、300人以下の事業所
　（卸売・サービス業は100人以下、金融・保険・不動産・小売
業では50人以下）
②当所会員事業所
③豊田市内に事業所を有し、事業実態があること

対　象

業種と労働者数によって算出
※委託するには委託手数料が毎年必要です

委託手数料（年間）

①住民票（個人）・登記簿謄本（法人）
②顔写真付き身分証明書（例：個人番号カード・運転免許証・パスポート・電気工事士免状その他・
　官公庁や特殊法人等が発行した身分証明書で顔写真付きのもの）
③労災保険料・事務手数料・委託会員証明書発行手数料
④会費等引落しご希望の通帳・印鑑

手続きの際に必要なもの

●雇用保険・労災保険の保険料の申告手続き　　●従業員の入社・退職時の届出等
●その他労働保険についての申請・届出・報告に関する事務
　※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、労働事務組合が行うことのできる事務から除かれています●建設業（大工・左官・トビなど）を行っている一人親方およびその家族従事者

●当所会員で豊田労働基準監督署管内の事業所の方

どんなことをサポートしてくれるの？

煩わしい！ 時間がかかり面倒！ そんな労働保険の手続きはお任せ
豊田商工会議所 労働保険事務組合

労働保険は、労働者（正社員・アルバイトやパートタイマーを含む）をひとりでも雇用したら必ず加入しなければなりません。
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。
※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

建設業を営む一人親方の皆さま。業務や通勤途中のリスクに備えませんか
一人親方労災保険 特別加入制度の活用を

建設業を営む一人親方の皆さまは、仕事中や通勤途中に災害を受けた場合でも、元請会社が加入している労災保険では
保証されません。いざというときのために、一人親方労災（一人親方等特別加入制度）に加入していれば安心です！

事務代行します！

①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
　⇒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
②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
③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するので、事務の手間が省けます！

＼　委託すると、こんなお得なメリットがあります　／

加入対象者

①労災保険料は加入時一括前納
②給付基礎日額6,000円～25,000円より希望基礎日額を選択※委託するには事務手数料等が別途必要です

労災保険料

詳細はお問い合わせください。

●本　　所　TEL：0565ｰ32ｰ4567（代表）
●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

お問合せ

豊田商工会議所

補償内容
①業務災害・通勤災害による傷病等について保険給付されます
②選択した給付日額により、補償額が変わります
療養（補償）給付　休業（補償）給付　傷病（補償）給付　障害（補償）給付　遺族（補償）給付
埋葬料・葬祭給付　介護（補償）給付
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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 〒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

・栗とシュコラ
　のパフェ
　\1,500
・アップルパイ
　アイス添え
　\800
・カボチャの
　チーズケーキ
　\500
・モンブラン
　\700

秋 のスイーツ

2020年10月菅総理大臣は「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボン
ニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。
「排出を全体としてゼロ」というのは、二酸化炭素をはじめとす
る温室効果ガスの「排出量」から、森林などによる「吸収量」を差
し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。
この実現に向けて、世界が取り組みを進めており、120以上の
国と地域が「2050年カーボンニュートラル」という目標を掲げ
ています。

今年で創業140周年を迎えた当社では、SDGsのゴール３「すべての人に健
康と福祉を」をターゲットに交通事故撲滅に向けた活動を行っています。
当社は「車社会に夢豊かさ安心を」をモットーに社会から交通事故をなくすためにできる取り組みを考え、9月2日
（木）から12月10日（金）に「100日間無事故キャンペーン」を参加費無料で開催します。
〈提供イベント〉
◎動画配信：事故動画を使用し、疑似体験することで自分事に捉えることのできる教材を使用
◎管理者向けWebセミナー：専門講師による様々なテーマのセミナーを実施
◎安全啓発ツール提供：安全運転ガイドブックやステッカーなどをお渡しします
本キャンペーンでは運転者の「意識を変える・行動を変える・行動を習慣化する」ことで事故をなくす、をコンセプト
に事故防止に役立つ、様々なメニューを参加企業に提供します。社内で事故防止の活動をしているが結果がでな
い、事故防止に役立つメニューを体験したいなど、交通事故をなくしたい法人さまにぜひご参加ください。

SDGs（持続可能な開発目的）とは
はじめよう！はじめよう！
こそ

新連載！

将来的に中小企業も含めて必須になりうるカーボンニュートラルへの対応を、「脱炭素経営」の視点で学び合う場
「豊田市脱炭素スクール」を開催。第1回はどなたでも参加いただける開校講演会として開催します。

全10回の連続講座。各回、脱炭素経営や削減対策の基礎知識やポイントなどを学ぶ「講義」と、
自社のCO2削減効果のシミュレーションや事業計画の組立てを学ぶ「演習」の組合せです。

気候危機の現状から、ビジネスにおける気候変動のリスクと機会の視点、脱炭素経営による企業
価値の向上について講義。また、サプライチェーンを通した中小企業への影響や、企業側の具体的
な動きの事例などを紹介します。

どうせやるなら、今から！ 「豊田市脱炭素スクール」開校 第１回開校講演会
キムラユニティー（株）の取り組みのご紹介

脱炭素 カーボンニュートラルとは
知ろう知ろう
こそ

新連載！

脱炭素スクールについて
事務局 豊田市環境部環境政策課
TEL 0565ｰ34ｰ6650

脱炭素について

環境省HP 検 索脱炭素ポータル

日　　時

対　　象

会場/定員

10月22日（金）15：00～17：00 
市内の中小企業等の経営層・総務企画部門や環境部門等の責任者など、どなたでも
当所2F（定員50名）またはオンライン開催（上限なし）

申込期限 10月15日（金）

お申込み ＱＲコードよりお申し込みください。

脱炭素スクール
について

内　　容

100日間無事故キャンペーンについて
事務局 キムラユニティー(株)
TEL 0587ｰ32ｰ1244

SDGｓについて

環境省HP 検 索持続可能な開発目標の推進

最近よく耳にする「カーボンニュートラル」について連載でご紹介します。最近よく耳にする「SDGｓ」について連載でご紹介します。

エスディージーズ

カーボンニュートラルとは？→「温室効果ガスの排出量と吸収量を均等させること」を意味します

気候変動や飢餓問題、経済成長から働きがいのある仕事や交通安全
など今、世界中の人々が抱える課題を全て包括している目標です。
先進国と発展途上国、企業や私たち個人が力を合わせなければ、
2030年までに目標を達成することは困難です。
様々な取り組みを行われている当所会員企業を連載でご紹介します。
皆さまもぜひ、小さなことからSDGｓに取り組まれてはいかがで
しょうか。

SDGｓとは？→国連で世界のリーダーによって決められた国際社会共通の目標です
　　　　　17の目標と169のターゲット（具体的な取り組み）で構成されています

今月号では豊田市と当所が共催して行う講演会をご紹介します。ぜひご参加ください。今月号ではターゲット３ 「すべての人に健康と福祉を」をターゲットに取り組みを行われた
キムラユニティー(株)の取り組みをご紹介します。
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編 者散文
Editor's prose

９月になると秋が近づいてきたと感じます。幼
少期から秋になるとサンマが食べたくなるの
ですが、先日ニュースでみた初水揚げは1キ
ロ2万8,000円とのこと。以前は気軽に購入で
きた庶民の味方のサンマですが、何年後か
には高級魚で、手が届かない魚になってしま
うのでしょうか。令和に誕生した子どもたちが
大きくなった時にもサンマが秋の風物詩であ
ることを願いつつ、今年のサンマの漁獲量と
卸値に注目している今日この頃です。　（N.H）

NEWSTOYOTA cci News
豊田商工会議所事業のお知らせ&報告

8月25日の常議員会にて承認された皆さまです。新規会員さまのご紹介報告

無秩序な屋外広告物の掲出は、まちの景観を損ねるだけでなく、落下など大事故につながる危険があります。
ルールを守り、違反広告物のない良好な広告景観づくりにご協力ください。
●広告物の掲出には許可が必要です
　屋外広告物の掲出にはルールがあり、原則許可が必要です。計画の際は必ず規制や許可の要・不要を確認し、事前にご相談ください。事業者や
土地所有者の方は、広告物に無許可や未更新のものがないか確認をお願いします。
●違反広告物を見つけたら
　電柱にチラシを貼る・ガードレールに看板・のぼり旗を立てることは、条例により禁止されています。違法広告物は市で取り外しますのでご連絡
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 詳しくは、HPをご覧ください

９月１日～10日は「屋外広告物適正化旬間」です
関係
各所

新しい生活様式が求められる商業環境の整備を図るため、対面サービスを行う事業所に対して、感染防止対策にかかる費用を豊田市が補助
する補助金の申請期間が11月30日（火）まで延長されます。皆さまご利用ください。
■お問合せ 豊田市産業部商業観光課　TEL：0565ｰ34ｰ6642

豊田市 新型コロナウイルス環境整備事業補助金 申請期間の延長について
関係
各所

10月21日にご登録いただい
ている口座より引き落とし

後期会費請求時（10月中旬）
より、会費の納入方法が変更
となります。会費は３つの方
法で納入をお願いします。

豊田商工会議所 会費の納入方法変更について
関係
各所

（部会順・順不同）

検 索豊田市　屋外広告物

■お問合せ 総務部 総務G　前田・吉迫　TEL：0565ｰ32ｰ4568

①口座振替 従来通り

コンビニのレジにて現金によ
るお支払いができるようにな
りました（30万円以下）

③コンビニ入金！ NEW

口座への振込は従来通りできます
が、銀行の窓口で納付書を使用して
のお支払いができなくなりました

②納付書 内容の変更！

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。

9月21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・相談内容

お問合せ

事業推進部 事業管理G  FAX：0565ｰ34ｰ1777

●中小企業相談所 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
当所会　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

21日（火）13：30～17：00

21日（火）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

自社株に関する相談
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

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

働き方改革相談 21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。　※予約優先
0120-006-802

※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
事　業　所　名 町　名 事　業　所　名 町　名 事　業　所　名 町　名

第一商業

第二商業

第三商業

飲食業

交通運輸業

建設業

サービス業

Cats Smile 寿 町

アルソア グレス・パード みよし市

（株）誠道 大 林 町

Hair Salon SUZUKI 昭 和 町
アクアカイロプラティック エステティック 三 軒 町
（株）amby カルミアの郷 若林西町

diosa 美 里

池守建築 岩 滝 町

Y Style 花 本 町

髙尾 悠平 小坂本町
（株）ライフタイム 金 谷 町
ピースリノベーション 梅 坪 町

松森歯科 泉 町
誠社会保険労務士事務所 長久手市

Bar Ankh 元 城 町
山明 花 本 町

（株）山信商店 スーパーやまのぶ 野見山店 上 原 町

（株）TAMY 御幸本町
（有）東畑産業 穂 積 町

（株）山信商店 スーパーやまのぶ 四郷店 上 原 町

第一工業
（株）エノア 平戸橋町

エステティックサロン アロマスイーツ 栄 町

原田建築設計事務所 中 田 町

一般社団法人 朝日ケ丘コミュニティクラブ 御 幸 町

（株）テン・プランニング 小 坂 町

corail 井 上 町

トータルリベアサカキバラ 荒 井 町

松久保 佐橋 法律事務所 曙 町

Konatsu Electricity 平戸橋町

ベルジェ五ケ丘 五 ヶ 丘

Watari クリエイトワークス 保 見 町

ヘアサロンNISHIZAWA 聖 心 町

森 康博 月 見 町

あさひ社労士事務所 石 野 町

RYOTEC 古瀬間町

ビリーブ接骨院 若林西町

ＴＮＢ 矢 並 町

GENERATION GOLF 陣 中 町

（株）NICORi 堤 本 町

たくま整体院 美 里
With Wish 明 和 町

（医）小早川整形外科 小早川整形外科・内科 市 木 町

陣中のほぐし屋さん 山 之 手

あいさいはちみつ 荒 井 町

and color olive 豊田元町店 土 橋 町

（有）レーポーライ 京 ケ 峰

（株）豊田保険相談センター 岩 滝 町

クイーンズ ヘナ 下市場町

こども英会話M－STYLE 喜 多 町
YOGO 小 坂 町
スタジオプリウス 下市場町
よもぎ蒸しサロン照ssook 美 里

創作ダイニング梟 緑 ケ 丘
あじの屋（株） 竹 生 町
coffee 喜多町喜多琉 喜 多 町
らーめん道楽 大 見 町
里茶屋 茶の子 石 楠 町
酔恋華 栄 町
（有）まぐろ問屋こじま 名古屋市
First Love 大 林 町
スバカマナ豊田店 若 宮 町
スバカマナ豊田高橋店 上 野 町
河木寿司 三 軒 町
一期一会 東梅坪町
（有）アンクル・トム 百 々 町
（株）元成 平 山 町
おしゃべり食酒 明 和 町

ご入会いただきありがとうございます。
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新
し
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、共
栄
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「共栄カンパニー」は、幅広い
サービスでお客さまのビジネスに
適したソリューションをご提案する
株式会社トヨタエンタプライズの
社内カンパニーです。 

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10月10日まで

豊田商工会議所会報 2021.9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

３次元ＣＡＤによるモデリングから、実際
に製品ができるまでを学習。３Ｄプリン
タやＮＣ工作機も使用します。

部下を育成し、組織で成果をだすため
の初級リーダー講座です。

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

委員会の気持ちと豊田YEGの気持ちをつなげる『気繋（きづな）』
というテーマのもと、約9か月ぶりとなる対面での事業にてスポ－
ツやゲームを行いました。また、参加会員全員の手形で「東海ブ
ロック大会　豊田大会」のロゴ旗を製作し、より一層メンバー同士
の『気繋』も深まりました。

知力・体力・チームワーク ～気持ちをつなげてWORK～

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

組織力を高める
リーダーシップ養成講座
受講者募集

日　時 9月10日（金）・24日（金）
14：00～17：00

会　場 ものづくり創造拠点
SENTAN2F

参加料 1講座（2日間）：1名10,000円
（市内企業）

対　象 市内企業

定　員 10名
（1企業4名まで）

ＣＡＤを使ったモノづくり講座
受講者募集

日　時 9月14日（火）・15日（水）
9：00～16：00

会　場
愛知工業大学
情報電子専門学校

参加料 無料

対　象 市内の中小製造業・
簡単な図面を読める方

定　員 6名（1企業1名まで）

生産設備で使われているPLC（プログラ
マブルロジックコントローラー）について
学びます。

はじめてのPLC制御講座
受講者募集

日　時 9月14日（火）・15日（水）
9：00～16：00

会　場 愛知工業大学情報電子専門学校

参加料 無料

対　象
市内の中小製造業
簡単なリレーシーケンス回路図を
読むことができる方

定　員 4組8名（1企業2名まで）

お申込み ＱＲコードよりチラシをダウンロードし、必要事項を記載の上、下記問い合わせ先にご連絡ください。
お問合せ とよたイノベーションセンター　TEL：0565ｰ47ｰ1240　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

会員交流会

※募集は定員になり次第締切とさせていただきます。
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