
県内の事業所で働くすべての労働者（常用・臨時・派遣・パートアルバイト等）に適用。使用者は、適用される最低賃金以上の賃金
を労働者に支払わなければなりません。賃金が時間給以外で定められている場合（月給・日給等）、賃金を１時間あたりの金額に
換算して時間額９５５円と比較します。

愛知県最低賃金は、１０月１日から時間額９５５円に改定されました。
関係
各所

採用した社員がすぐに辞めることなく、主体的に能力を発揮して職場に定着することにより、活性化した職場にさらに人が集まる、
という好循環を生み出す秘訣について、ヒントを得ていただくためのシンポジウムです。

愛知県 若者職場定着支援シンポジウム
関係
各所

告知

12月8日の常議員会にて承認された皆さまです。
ご入会いただきありがとうございます。

（部会順・順不同）
日　　時 1月24日（月）16：00～18：00 場　　所 ホテルトヨタキャッスル 2F 豊田市長講演会 16：00～16：45

会　　費 5,000円（当日受付にて）

定　　員 120名（先着）

日　　時 １月２８日（金） １４：００～１６：１０

参　加　費 無料場　　所 愛知県産業労働センター（ウインクあいち） ５F小ホール

対　　象 県内企業の経営者・管理職・人事担当者など

お申込み・お問合せ 県業務委託先NPO法人ブルーバードのWebサイトからお申し込み・お問い合わせください。

お申込み 1月14日（金）まで　総務部　TEL：0565ｰ32ｰ4568

懇　談　会 16：50～17：30 ※定席でのお食事 対　　象 当所会員

新型コロナウイルス感染症対策に万全を期し、下記の日程で開催します。

豊田商工会議所 新春懇談会のご案内
新規会員さまのご紹介

報告

73名の皆さまにご参加いただきました。いつどのような状況で誰に起こるか分からない交通事故。皆さまの生活を一変させうる
交通事故が起こらないよう、安心・安全な社会を実現すべく、当所も交通安全に対する活動に引き続き力を入れてまいります。

※定員に限りがあるため、1事業所について1名のお申し込みでお願いします。　※万が一定員に達した場合はお断りさせていただく場合があります。（ご参加いただ
けない場合のみ連絡します）　※新型コロナウイルス感染症の状況によっては開催内容を変更する場合があります。

12月2日にJAあいち豊田交差点前にて

冬の交通安全立哨 開催
報告

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

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

第一工業

グッチーカメラ 浄水町

交通運輸

建設業

（株）カミオン 深田町

（有）大一工業 知立市

（有）サンテックシンワ 花園町

（株）ニットーファイン 名古屋市

（株）AQ－FAiN 四郷町

明誠工業（株） 御船町

ミムラモールドエンジニアリング 挙母町

宇野建材 野見山町

テーケー工業合同会社 西岡町

HAYASHI TASHIRO EMY LUCIA 篠原町

長谷川商店 浄水町

（株）G－TRUST 和合町

（株）ユーロカー 篠原町

（有）大東工務店 天王町

BRF 岡崎市

たかひら住建 吉原町

佐藤建築 越戸町

柴嵜 達夫 神池町

坂井建築 今 町

なな喜建築設計室 名古屋市

太田建築設計事務所 小坂町

サービス業

OMEGA HOME 岩倉町

吉田 正樹 広久手町

（株）西山不動産 水源町

合同会社ロビンズネスト 西中山町

合同会社ダイユウ 駒場町

Maple英会話教室 東山町

KUMA HOUSE 本 町

au’oli 高 町

音楽教室はじまりの音 御立町

絵画教室アトリエアーティスト 西中山町

assouplir 平戸橋町

エイワ塾 中田町

ワンビジョン 上野町

豊田四郷とみやす眼科 四郷町

（有）あしたや 四郷町

信竜電機 知立市

豊田次世代士業団 平芝町

（株）B．F．C 土橋町

西杢工業 名古屋市

小嶋司法書士・行政書士事務所 小坂本町

旭の森助産院 杉本町

（株）アレス豊田 土橋町

丸豊ホーム 千足町 さくら整体院 桝塚西町

竹内建築 平戸橋町 （株）H&C 東梅坪町

平岩業務店 桜 町 ゆず接骨院 梅坪町

（株）SK工機 みよし市 豊田バランスラボ接骨院 配津町

加藤 良太 四郷町 aurora 穂積町

urara designs 大沼町 （株）サンゲル 土橋町

SUZUKI DENKI 美 里 Artes Labo 泉 町

ペインティングIWATA 深田町 アブソーブ 市木町

ミツルインテリア 保見町 TAIKEIファーム（株） 東梅坪町

（有）フタバ 竜神町 むつおクリニック 浄水町

松田装飾 日南町 どりーむひるずのみつえさん 市木町

クレスト（株） 中根町 eyelash aimy 豊田店 名古屋市

清水工業 石野町 （株）rapport 勘八町

フラットヒルズ（有） 小坂本町 COCORIRE 細谷町

豊田不動産事務所 小坂本町 一般社団法人いま・ここ 東山町

矢頭不動産（株） 平山町 （株）きく結び 伊熊町

日高 育子 下市場町 ANSY（株） 御幸本町

柴田 晃伸 野見山町 理容レオ 若宮町

磯村 雅代 花園町

合同会社メルヴェイユ プリエ 京 町

（株）三宅商店 藤岡飯野町

（株）ＢＩ 本新町

セブンイレブン豊田市西山町店 西山町

ローソン三河豊田駅前 大林町

WINNER SPORTS（株） 岡崎市

セントセラム（株） 鴛鴨町

ワークマン豊田吉原店 吉原町

フラワーショップ はなごや 上原町

パティスリータブロー 美 里

（株）PYP 大島町

大田屋 御立町

獅丸 大林町

御幸 御幸本町

インド＆ベトナム料理 スバカマナ・ミニメグリア エムパーク店 前山町

ダイニング カフェ りあん 小坂本町

（株）PアットG 大清水町

Ar's burger 新 町

うたclub THANKS 小坂本町

（株）COPAT 神田町

カラオケ喫茶 かのん 御幸本町

フルーツdeスマイル 東広瀬町

四川料理 合満福 若林西町

カラオケ喫茶もも（千足店） 千足町

カラオケ喫茶もも（青木店） 青木町

カラオケ喫茶モモ（水源店） 水源町

カラオケ喫茶（藍） 小坂町

肉ずしと酒肴 じゅげむ 若林西町

風の森 青木町

（株）DARTS 朝日町

（株）アトム 横浜市

東新デザイン 東新町

アイチ・メタル 愛知郡東郷町

大洋技工 市木町

（有）丸磯工業 高岡町

加藤工業 大内町

関係
各所

日　　時 1月28日（金）15：00～18：00

参加方法 オンラインまたは会場（ものづくり創造拠点SENTAN ３F）

お申込み QRコードからお申し込みください。

お問合せ 有限責任監査法人トーマツ 名古屋事務所 越智　TEL：080ｰ4185ｰ6163

申込期限 ～1月26日（水） 18：00

参　加　費 無料

豊田市内のものづくり企業や団体が、企業・投資家・メディアに対し、アイデア・技術・製品について短時間でプレゼンテーションを
行い、販路拡大や外部との連携を促す交流イベントです。3回目となる今回は、（株）市川鉄工所・（株）太啓建設・（株）日栄機工・
（株）フカデン・三井屋工業（株）・有志団体DreamOn・ものづくりミライ塾第5期生の７社・団体に登壇いただきます。今回はピッチ
で発表した実機の展示も行いますので、ぜひ会場でご体感ください。

新たな事業展開を支援する
第３回「SENTAN Maker’s Pitch」を開催します！

※この事業は豊田市産業部次世代産業課からの委託事業です。 HP

トヨタ自動車（株）加藤さまより、カーボンニュートラルについてご講演いただきました。カーボンニュートラル
の2050年実現に向けて、トヨタ自動車（株）が取り組まれている内容等を事例を交えてご説明いただき、改め
てカーボンニュートラルの重要性・必要性について理解を深めることができました。

12月8日 常議員会にて

「カーボンニュートラル」講演会を開催
報告

HP
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