
会
員
事
業
所
紹
介
よ
り

cafe T

会員紹介 「cafe T」会員紹介 「cafe T」

今
月
の
表
紙

●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　　
　　　　　　　　 
■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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まちなか回覧板 とよたPR大使募集・WE LOVE とよたマルシェ新規加盟店のご紹介
会員事業所紹介 cafe T・ビリーブ接骨院
Sou-navi 一人親方労災保険・融資制度のご紹介

2022.

特集
・豊田商工会議所70周年記念コンサートのご案内
・豊田のイチオシおみやげ募集中
・DXについて知ろう
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次世代の人材活用Webセミナー 参加者募集
テーマ 多様なプロ人材と事業変革に取り組もう！

お申込み QRコードよりお申し込みください

お問合せ 愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点　TEL：052ｰ433ｰ1810 
主催：愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点　共催：豊田信用金庫 豊田市 豊田商工会議所

締　切 6月21日（火） 定　員 400名

お申込み

日　時

第1部

6月24日（金）Zoomにて開催　【セミナー】13：30～15：00　【個別相談会】15：10～16：10

WE LOVE とよた応援飲食券 換金期限のお知らせ

2022年6月15日（水）換金期限
発行：とよた元気プロジェクト実行

委員会

2022年

２月28日見
本

期限を過ぎての換金は一切できませんので、ご注意ください。

攻めの経営を実現する多様な人材活用術
【講師】愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点統括サブマネージャー 元岡 征志氏

第2部 中小企業における副業プロ人材活用
【講師】（株）みらいワークスGlocal Mission Jobs編集長 高橋 寛氏

第3部 副業・兼業人材受入企業の事例紹介／トークセッション
【講師】（株）くればぁ代表取締役 石橋 衣理氏
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メリット

2022年10月当所は創立70周年を迎えます。会員事
業所の皆さまへのささやかな感謝のしるしとして、記
念コンサートを開催します。
第一部では名古屋フィルハーモニー交響楽団、第二部
では豊田市出身でWE LOVE とよたサポーターを務め
るシンガーソングライターの加藤ミリヤさんをお招き
し、名フィルとの豪華共演をお届けします。
ぜひお申込みください。

観光・ビジネスシーンや、皆さまの帰省時等で当市のお土産として自慢で
きる商品を新たに「豊田のイチオシおみやげ」として認定します。本認定
により、大規模小売店や大型イベントでのPR、手土産利用等、魅力的な
機会・支援を得られます。ぜひご応募ください！

日本語で言い換えると「デジタルへの変容」となります。デジタル技術を活用して、お客さまや社会の要望を
もとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変えていくこと。また業務や組織、企業文化や風土も変革してい
くことをDXといいます。「IT（Information Technology：情報技術）活用」や「デジタル化」と同じ意味でつ
かわれることが多いようです。

事業推進部 伊藤 TEL：0565ｰ32ｰ4595お問合せ

場　　所 豊田市コンサートホール（豊田参合館8F）
日　　時 7月28日（木）18：30～（開場 17：30） 定　　員 800名
クラッシック作品や映画音楽など名曲をお届けします

総務部 TEL：0565ｰ32ｰ4568お問合せお申込み QRコードよりお申し込みください

応募条件 応募無料。期間内にエントリーシートおよび画像を提出し、後日行われる審査会にて商品および商品
情報書類を遅滞なく提出できること。

エントリー 当所HPよりエントリーシートをダウンロードし、メール・FAX・郵送・持参、もしくはWebフォームから申請。
その他詳細、最新情報や申請要項は当所HPをご覧ください。

対 象 品 豊田の名物となりうる、お土産として扱える商品。※食料品に限りません。　募集締め切り日までに販売ができる状態の試作品も可。

入会は
QRコードより
お申し込みください

DX
最近よく、耳にする機会が増えたDX（デジタルトランスフォーメーション）についての連載を行います。

【CASE 1】

名古屋フィルハーモニー交響楽団

加藤ミリヤWith
豊田商工会議所 創立

周年
記念
コンサート

応募期間 8月12日（金）※必着

Vol.1
（デジタルトランスフォーメーション）
について知ろう！

※「DT」ではないのは、「Trans」を「X」と略すことが一般的な英語圏の標記に準じているため

DXとは・・・Digital Transformation
デジタル 変容

中小企業がもつ、様々なデジタル化の困りごとを解決するため、様々な知識をもつベンダー企業・
大学・金融機関・行政が連携して、皆さまの企業のIT活用をお手伝いします。ぜひデジタル化に関心
のある事業所さまはユーザー会員登録の上、お気軽にご利用ください。

「豊田市DX推進プラットフォーム事業」がはじまりました。
ITの駆け込み寺＆中小企業のIT担当の位置づけで

●ユーザー会員を募集

とよたイノベーションセンター TEL：0565ｰ47ｰ1240お問合せ

（豊田市挙母町2-1-1 ものづくり創造拠点2F） 

自社のDX推進を目的とする市内企業
（製造業・建設業・運輸業）

様々なサービスを無料で受
けることができるDX関連の
情報を効率的に得られる

新しい仲間を見つけて、自ら
課題解決に取り組める

豊田市デジタル化支援補助
金の上限をかさ上げ

コロナ禍で在宅ワークを他の
企業は導入している。
当社も検討したいがITに詳し
い社員もおらず、どうすればい
いのか、どこに相談すればい
いの分からず困っている。

【CASE 2】
見積・納品・請求書など、
多くの伝票を電帳法に対
応させる必要があるが、
デジタル化をどうしたら
いいのか分からない。

会員
限定

そんなお悩みを持たれている事業所さま必見！

対象

【対象：製造業・建設業・運輸業限定】

上記対象業種以外でお困りの事業所さまは当所中小企業相談所へご相談ください。 ※NTT西日本さまと連携し、ご支援する体制としています。

とよたcci.mail 2022／6月号2 3とよたcci.mail 2022／6月号

特集 深堀り
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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）

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 後藤・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 後藤・小池　TEL：0565ｰ32ｰ4594

創業のきっかけを教えてくださいQ
A 愛知県下に７院の接骨院を展開する
グループで17年間、院長などの経験を積
んだ後、「地域の皆さまに貢献したい」と
思い、たくさんの患者さまに「信頼される
（Believe）」接骨院を目指して若林西町
で2021年にスタートしました。

代表の鈴木さんのこだわりを
教えてください。

Q

A 骨盤矯正や姿勢矯正のほかに、私
自身がプロスポーツ選手だった経験を活
かし、幅広いご要望にお応えすることが
できるのが強みです。患者さまにとって有
益な情報を提供するためにブログや
Instagramを活用しています。身体にお
悩みがある方はぜひお気軽に足を運んで
ください。

新規会員 ビリーブ接骨院たくさんの患者さまに「信頼される」接骨院に

cafe T立ち寄りたくなるコンテナカフェ

　豊田市美術館へとつづく閑静な住宅街に、2021年2月に
オープンしたコンテナカフェcafe T。店主の河合さんは市内の
珈琲店で働いていた経験を活かして地元の方たちの憩いの
場となるような気軽に立ち寄れるカフェをつくりたいと、コンテナ
を改装したお店を開きました。
　こだわったのが、お店の雰囲気。コンテナカフェにすること
で独自の雰囲気や空間を演出し、味以外の魅力もあるお店
にしたかったそうです。看板メニューは京風だし巻きサンド。河
合さんが京都出身ということもあり、自分が慣れ親しんだ味を
豊田市の人たちにも知ってほしいとの思いからメニューにした
そうです。コーヒーも京都の老舗珈琲店から豆を仕入れてお
り、芳ばしい香りとすっきりとした味わいが好評です。ホットコー
ヒーを注文されたお客さまには「バタフライカップ」と呼ばれる
ふたが不要の紙製カップで提供しています。
　時間帯によってメニューが変わるのも魅力のひとつ。サンド
イッチ、フライドポテトがドリンクとセットになるモーニングやランチ
タイムに加え、午後からは手作りワッフルが楽しめるブレイクタ
イム、夜は生ビールが楽しめるビアタイムとなっており、お目当て
の時間帯にお散歩途中の近所の人たちが立ち寄るそう

です。お店の横には、テラス席もあるので、ゆっくり過ごすことが
できます。
　今後は、より多くのお客さまにお店を知ってもらえるよう案内
看板の設置やＳＮＳで情報発信をしていきたいとのことです。
リフレッシュしたい時や、お散歩をする際にはぜひcafe　Tで素
敵なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

A 「地域密着」で患者さんと向き合う
時間を大切にしています。治療回数15万
件以上の豊富な経験をもとに、患者さま
のニーズに合った最善の治療を心がけて
います。また施術効率を上げるため最新
機器の導入も進めています。

ビリーブ接骨院とはQ

代表の鈴木さん

【住所】 豊田市小坂本町7-63-1
【営業時間】 平日10:00～18:00 土日祝9：00～20:00（LO19:00）
【TEL】 0565-31-7776  【定休日】 不定休

cafe T

ビリーブ接骨院
【住所】 豊田市若林西町
　　　 六反ケ坪59
【TEL】 0565ｰ77ｰ3370
【営業時間】  9：00～12：00
　　　　　16：00～20：00
【定休日】 日曜日

HP

Instagram

とよた元気プロジェクト実行委員会は「とよたPR大使」を1～2名募集します。あなたが思う
“とよた”の魅力を発信しませんか。たくさんのご応募をお待ちしています。

とよたの魅力をあなたが発信！

第10期とよたPR大使大募集！

任　期 2022年9月1日（木）～2023年8月31日（木） 賞　金 20万円

選考方法 ①書類審査：審査結果を郵送にて7月19日（火）までに通知
②面接審査：2022年7月23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 

応募締切
7月8日（金）
まで!

応募資格
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

応募方法 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

まちなか回覧板

“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
本年度は新たに５店舗が増え、加
盟店数は35店舗となりました。各
店舗の逸品を様々なシーンでご
利用ください。

◆のしとギフト包装が可能な商品もございます。
検 索ＷＥ ＬＯＶＥ とよたマルシェ購入方法： メール注文電話注文 FAX注文

豊田の素材を使った“地産地消”のお菓
子詰め合わせ

地産地消トヨタバラエティーお菓子セット

菓子工房 風外豊田平芝店

【住 所】 豊田市平芝町3-13-13
【　TEL　】 0120ｰ38ｰ5658

21個入り

●賞味期限・・・受け渡しから3週間

【購入方法】

3,230円

豊田産の柿を使用！片手で気軽に楽し
める柿ようかん

スティック柿羊羹

神谷醸造食品株式会社

【住 所】 豊田市高岡町巾着2番地
【　TEL　】 0120ｰ573ｰ326

1箱3本×15袋入り

●賞味期限・・・製造から1年

【購入方法】

3,000円

無農薬の菜種を使った、身体においし
い「なのはな油」

豊田・加茂の なのはな油

なのはな農園

【住 所】 豊田市花丘町1-17
【　TEL　】 0565ｰ41ｰ4837

600g

●賞味期限・・・製造から1年

【購入方法】

1,620円

カフェインレスで安心！アレンジも楽し
いクラフトコーラ

オリジナルコーラキット

spice factory いとカフェ

【住 所】 豊田市栄町7-6-1 ブライトアベニュー1階
【　TEL　】 0565ｰ47ｰ7110

1ホール

●賞味期限・・・製造から1年

【購入方法】

1,700円

家族の健康のために、お母さんが作っ
た自然派プロテインバー

soisoi バー

食育 そいそい

【住 所】 豊田市大林町16-16-2
【　TEL　】 090ｰ4475ｰ2547

各1本

●賞味期限・・・製造から1ケ月

【購入方法】

450円

新規加盟店のご紹介

ネット販売

（年末年始、お盆、長期休暇 等）

※雨天時は早めに閉店する可能性があります。

Instagram



「共栄カンパニー」は、
㈱トヨタエンタプライズの
社内カンパニーです。 

〒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

奇跡の
目撃者になる︕

6/25(土)

コース料理＆ワンドリンク 
予約制

2F宴会場

大人︓￥8,000
小学生︓￥6,000

表示価格はサービス料・税金を含みます。　　

DINNER 18:00- 
SHOW 19:00-

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

お申込み・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

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

●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
※業種によって加入の際に健康診断を受ける必要があります

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

（マル経融資・新型コロナウイルス対策マル経融資）

マル経融資とは、小規模事業者経営改善資金の略称で、無担保・無保証人の融資制度です。

加入対象者

【融資限度額】　２，０００万円
【 返 済 期 間 】　運転資金７年以内（据置期間１年）・設備資金１０年以内（据置期間２年）
【 融 資 利 率 】　１．２１％（２０２２年５月現在）※金利情勢により利率は変更する場合があります
【 融 資 資 格 】

【保証人・担保】　不要

①常時使用する従業員が２０人以下（商業・サービス業は５人以下）
②市内で１年以上、同一事業を適法に営んでいること
③当所の経営指導を原則６か月以上受けていること
④所得税・市県民税その他の税の滞納がないこと
⑤日本政策金融公庫の融資対象業種であること
⑥当所の推薦が必要です

マル経融資

【融資限度額】　１，０００万円
【 返 済 期 間 】　運転資金１０年以内（据置期間３年）・設備資金１０年以内（据置期間４年）
【 融 資 利 率 】　上記通常の条件より当初３年間０．９％引き下げ
【 融 資 資 格 】上記の条件に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１か月の売上高または過

去６か月（最近１か月を含む）の平均売上高が前４年のいずれかの年の同期と比較して５％以上
減少していること
※融資実行までに時間がかかる場合があるため、時間に余裕をもってお申し込みください
※審査によってはご希望に沿えない場合もあります。予めご了承ください

新型コロナウイルス対策マル経融資

２０２１年度 マル経融資 取り扱い実績

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

①当所へ申し込み
②当所が推薦
③日本政策金融公庫が審査、融資
※審査によりご希望に沿えない場合もありますので、
　予めご了承ください。

マル経融資を受けるには

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

Sou-navi
無担保 無保証人 低利！

申込件数 ２１件　　申込総額 ９，３０６万円
貸付件数 １９件　　貸付総額 ７，２８０万円

融資制度のご案内事業の発展にお役立てください。
小規模事業者の皆さま
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今ご利用いただける
支援制度のご紹介のご紹介

2022年6月 会員企業の皆さまに、
ぜひつかっていただきたい！

補助金

補助金

小規模事業者持続化補助金（特別枠）

費用の2/3～3/4を補助（100万円～200万円）

●補助上限額を
　引き上げたい

詳細はこちらたとえばこんな時に・・・ 種別・種類

賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠・インボイス枠

小規模事業者
持続化補助金
HP

当所会報
バックナンバー
（2022年5月号）

補助金
●キャッシュレス
　決裁等の非接触型を
　はじめたい

●人員管理システム
　などを導入して
　生産性を向上したい

豊田市デジタル化支援補助金

【 5人以下】 100万　【 6～10人】 200万　【11～15人】 300万
【16-20人】 400万　【21人以上】 500万

豊田市
デジタル化
支援補助金
HP

※通常枠に加え、各枠に追加要件があります　※事業計画が必要

融資制度

マル経融資
運転および設備資金にかかる資金の借入に対応。上限2,000万円まで。
最長7年～10年の借入。担保・保証人なし。（諸条件あり）

金利1.21％の固定金利

例 材料の仕入れや諸経費の支払資金に充てるために利用など

●新しい設備を購入する
　ため、資金を借りたい

融資制度

金利当初3年0.31％
（4年目から1.21％ 上限1,000万円）
例 新型コロナウイルス感染症の影響に対応すべく、運転資金を準
備するなど

マル経融資（コロナ対応型）

融資制度

金利当初3年間0.31％～

（上限8,000万円
　期間：運転20年以内、設備20年以内）

（4年目から1.21％～）

新型コロナウイルス感染症特別貸付

詳細はこちらたとえばこんな時に・・・ 種別・種類

（2022年5月1日現在）
仕入や諸経費に
かかる資金を
借りたい

新型コロナウイルスの影響により、売上が前4年のいずれかの年の
同期と比較して５％以上減少していると、運転および設備資金に
かかる資金の借入に対応。担保・保証人なし。（諸条件あり）

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前4年のいずれかの
年の同期と比較して５％以上減少していると、運転および設備資金に
かかる資金の借入に対応。担保・保証人なし。（諸条件あり）

当所
中小企業相談所
TEL：
0565-32-4593

当所会報
バックナンバー記事
（2021年2月号）

当所会報
バックナンバー記事
（2021年2月号）

日本政策金融
公庫HP

補助金

IT導入補助金

例 情報を一元化するための販売管理システムを導入、売上を管理
するRPAツールを導入など

●ITで業務を効率化
　したい

●ITで働き方改革を
　したい

ITで経営状況を
「見える化したい」

～6/13（月）

～9/30（金）

～10/31（月）

～9/30（金）

業務効率化や売上アップなど、自社の課題やニーズにあった
ITツール導入にかかる

費用の一部を補助
（類型によって補助金額異なる）

IT導入補助金
（デジタル化基盤導入類型）新設枠

例 インボイス制度対応のため、会計ソフトを導入など

コロナの影響を受けつつも、生産性向上に取り組み、
会計・受発注・決裁・ECのいずれかの機能をひとつ以上有する
ソフトウェアを導入する場合、それに伴うハードについても導入

費用の一部を補助※対象ハードウェアについて条件あり
（類型によって補助率及び補助金額異なる）

IT導入補助金
HP

当所中小企業相談所
TEL：0565-32-4593

※各種補助金・融資・支援金には申し込み条件や審査があります。条件によっては、ご利用いただけない場合もありますのでご了承ください。
※本情報は2022年5月25日現在の情報です

例 新型コロナウイルス感染症の影響に対応すべく、運転資金を準
備するなど

補助金 第6回公募期間
～6/30（木）18：00まで

事業再構築補助金

例 飲食店経営から高齢者向け配食サービス業への転換するなど

研究開発・技術開発または人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計
画」14分野の課題の解決に資する取り組みに対する費用の一部を補助

●業態を転換したい

新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換にかかる

費用の一部を補助
（類型によって補助率、上限金額異なる）

事業再構築補助金
HP

※事業計画が必要

例 ガソリン車向け部品から電気自動車等向け部品製造への事業転換
【補助上限額】 中小1億円  中堅1.5億円　　【補助率】 中小1/2  中堅1/3

事業再構築補助金 グリーン成長枠新設枠

●新型コロナウイルス
　感染症の影響により
　売上が減少しており
　資金繰りを改善したい

生産性向上にかかる取り組みや非接触型サービスの導入にかかる
取り組みに対し、

再生可能エネルギー発電設備等（太陽光発電設備など）を導入する
にあたり、その費用の一部を補助します。（自家消費に限る）

対象経費の1/2（上限額）を
従業員数に応じて補助

（対象：市内に本社を置く中小企業者。製造業・建設業・運輸業に限る）

豊田市カーボンニュートラル
創エネ促進補助金
（対象：市内製造業を営む中小企業者等）

P.7

P.7

例 新たな販促用チラシの作成・新商品を陳列するための棚購入・
新商品の開発など

※事業計画が必要

販路拡大や顧客獲得するための新しい取り組みに対し、

費用の2/3を補助（50万円）

小規模事業者持続化補助金（通常枠）

展示会に
出たい

●新サービス・商品を
　宣伝したい

●再エネ発電設備を
　導入したい

対象経費の1/2（上限3,000万円）

豊田市
産業部産業
労働課
TEL：0565ｰ34ｰ6641
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相談所より相談所より

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。

6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

右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

毎週 月曜日・火曜日 13：00～17：00（ただし祝日は除く）日　時

本所会　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

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。

中小企業診断士による個別相談開設

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

21日（火）

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

20日（月）13：30～17：00

自社株に関する相談
名古屋中小企業投資育成（株）の職員が応じます。

13：30～17：00

13：30～17：00税務相談日程
記帳方法・税額計算・消費税の仕組み等

16日（木）13：30～15：00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。

※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

●中小企業相談所 TEL：0565ｰ32ｰ4594
相談日の前営業日午前中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。

【受付時間】 8：30～17：30 お問合せ・お申込み

働き方改革相談 14日（火）13：30～16：30
労働時間管理・長時間労働の是正

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

13：30～17：00

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販売促進相談
集客・売上アップのためPOP・DM・イベント等

13：30～17：00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

13：30～17：00労務相談
賃金・社会保険・就業規則・時短対策等

たとえばこんな時に・・・

創業・独立を考えている

創業支援
専門のコーディネーターが的確なアドバイスでサポートします。

中小企業相談所（創業サポートセンター） TEL：0565ｰ32ｰ4594お問合せ

サポート

たとえばこんな時に・・・

自社PRを行いたい
会報誌での誌面広告掲載サービスサポート

会報誌への広告チラシ封入サービスサポート

会報誌にチラシの封入・広告の掲載へHPやバナーの掲載が可能です。

総務部総務G TEL：0565ｰ32ｰ4568お問合せ

サ
ポ
ー
ト・相
談

会報2021年
12月号

HP

たとえばこんな時に・・・

駅近くで、安く借りられる会
議室を探している

100名以上収容できる施設
を借りたい

会議室貸出
打合せや研修、講演会などお値打ち価格で利用可能。
Wi-Fi全館無料、最大200名収容可能。

事業推進部 TEL：0565ｰ32ｰ4569お問合せ

サポート

たとえばこんな時に・・・

ムダ取りをしたい・
改善したい

ものづくり改善サポーター
ものづくり改善サポーターが、実際に中小製造事業者の生産現場を訪問して、
経営者・従業員の皆さまと一緒に、4Sや生産ラインの改善を図ります。

中小企業相談所 TEL：0565ｰ32ｰ4594お問合せ

原価低減・生産性向上生
産
性
向
上 会報2021年

4月号

HP

会議所ガイド
毎月内容が変更します

ぜひ、当所をご活用ください要予約

人
財・福
利
厚
生・保
険

たとえばこんな時に・・・

自社の製品や技術の販路を
開拓したい

豊田ものづくりブランド
中小製造事業者等の優れた技術・製品をブランド認定して企業の発展・
雇用促進と市内ものづくりレベルの向上・イメージアップを図ります。

中小企業相談所 TEL：0565ｰ32ｰ4594お問合せ

販路拡大

たとえばこんな時に・・・

お土産品をPRしたい・お土
産事業に挑戦したい　

豊田のイチオシおみやげ
豊田市のおみやげとして全国各地へ持ち帰るにふさわしい商品を認定する制度です。

事業推進部 TEL：0565ｰ32ｰ4595お問合せ

販路拡大

たとえばこんな時に・・・

従業員を雇用したが、労働
保険手続きをどうやったら
良いかわからない

労働保険
労働者をひとりでも雇用したら強制適用となる労働保険の事務手続きを代行。雇用保
険や労災保険の申告手続き、従業員の入退社届出手続き、その他申請等の手続きを
代行。事務組合に委託すると、事業主や役員等も労災保険に特別加入できます。

中小企業相談所（労働保険事務組合） TEL：0565ｰ32ｰ4593お問合せ

保険

たとえばこんな時に・・・

経営者・事業主でも労災保
険の適用を受けたい

一人親方労災保険
建設業を営む一人親方を対象とした一人親方労災の事務手続きを代行。

中小企業相談所（一人親方労災組合） TEL：0565ｰ32ｰ4594お問合せ

保険

たとえばこんな時に・・・

万が一に備えたい
福利厚生を充実させたい

新おいでん共済
病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず、24時
間保障する制度。役員・従業員の福利厚生としてご活用いただけます。

事業推進部 TEL：0565ｰ32ｰ4569お問合せ

保険

たとえばこんな時に・・・

将来支払うべき多額の退職
金を計画的に準備したい

特定退職金共済
従業員のための退職金制度

事業推進部 TEL：0565ｰ32ｰ4569お問合せ

保険

たとえばこんな時に・・・

経営者・事業主の廃業・退職
後の資金を積み立てたい

小規模企業共済
小規模企業の経営者や役員・個人事業主の方が廃業や退職後の生活資金などのために積み立てる制度

中小企業相談所 TEL：0565ｰ32ｰ4594お問合せ

保険

たとえばこんな時に・・・

目に見えないリスクに
備えたい

会員事業所向け保険制度「ビジネス総合保険制度」
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、低廉な保険料でご加入いただける団体保険です。

事業推進部 TEL：0565ｰ32ｰ4569お問合せ

保険

販
路
拡
大

たとえばこんな時に・・・

理系の人材を採用するための
大学とのネットワークを構築し
たい

人材確保支援 サポート人材確保支援
理工系大学教授等との（西三河地区合同）情報交換会開催

理系大学（32大学）のキャリア支援室の方との情報交換会・個別相談会を行います。理系学生の
確保など、ご興味のあるご担当者さまはぜひ、ご参加ください。詳細はQRコードをご確認ください

総務部 TEL：0565ｰ32ｰ4568お問合せ

サポート

たとえばこんな時に・・・

仕事で使うWord、Excel、を
基礎から学びたい
SNSやデジカメなど趣味に使
える講座を探している

パソコン教室
初心者の方も安心！また経験者の方もお好みの講座からスタートすることも可能。自分のペース
で学習ができます。

豊田パソコン教室（専用） TEL：0565ｰ47ｰ1300お問合せ

事業推進部（総合） 　　　TEL：0565ｰ32ｰ4569お問合せ

サポート

HP 会報2021年
9月号

保険制度について

会報2022年
5月号

HP

HP

HP

HP

HP

HP 会報2021年7月号 P12

P.6

P.2

5・6月に会館のエアコン修繕工事
を行います。ご迷惑をおかけします
が、よろしくお願いします。

お申込み
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結婚相談所 愛知ブライダル
☎0565-32-7104 豊田市三軒町1-26

担当/小松

結婚相談所　愛知ブライダル

あなたの生涯のパートナー

無料相談実施中

会員様と一緒に力を合わせて素敵なお相手探しを致します。

結婚相談業サポート協会加盟店だから個人情報管理も万全です

成婚率
80％以上

会員数
5万4千名以上

まずは、お気軽に
お電話ください。

皆さまからの
ご意見
募集します

会報担当 早坂

「会報誌にこんな特集がほしい！」など、
会員の皆さまからのご意見を募集します。
また、会員事業所紹介に掲載させていた
だける事業所さまも大募集しています！
ぜひ、ご連絡ください。

shimamura@toyota.or.jp
お問合せ
メール

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

豊田市は、健康経営優良法人®の認定を目指す企業、取り組みを考えている企業の皆さまに対して、取り組み事例等をご紹介するセミナーを開催します。
■日時　6月28日（火）13：30～15：30（開場 13：00）　■場所　豊田産業文化センター　小ホール（豊田市小坂本町１ー２５）　■定員　100名
■参加方法　6月21日（火）までに、右の「とよた産業ナビ　健康経営®セミナーページ」のＷｅｂページから申込書をプリントアウトいただき、必要事項を
記入の上お申し込みください。
■お問合せ　豊田市産業部産業労働課　TEL：0565ｰ34ｰ6774

｢健康経営®セミナー｣の参加者を募集します。
関係
各所

「ものづくりミライ塾」第７期生募集！！告知

ものづくりミライ塾は、塾生が“今までにない”“社会に役立つ”大きなテーマを掲げ、共同で企画から完成まで一連の新製品開発
を経験することで、企業の中核となるものづくり人材を育成するプロジェクトです。

働き方改革推進事業
豊田市はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰は、今年で１０周年を迎えます

告知

豊田市は、働き方改革推進事業の一環として、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進等に積極的に取り組んでいる
事業所を表彰する「豊田市はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰」を、実施しています。今年度の受賞事業所の募集とともに１０
周年の節目として新たなシンボルマークのデザインを募集します。

はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰受賞事業所およびシンボルマークの最優秀賞、優秀賞受賞者は2022年11月下旬に行わ
れる働き方改革推進シンポジウムにて表彰する予定です。

市内に所在する事業所（従業員を常時雇用している企業・団体・個人事業主）。ただし、
次の条件をすべて満たす必要あり。①過去3年以内に労働関係法令等に重大な違反が
ないこと、②受賞した場合、事業所名および取り組み内容の公表が可能であること。

対　象　者

毎週の活動に参加できる方（20～39歳まで）
※社会人経験が３年以上の方推奨
※受講者・経営者合同説明会への参加必須
【日時】 7月13日（水）18：30～
【場所】 ものづくり創造拠点SENTANまたはオンライン

募集期間 6月1日（水）～7月31日（日）

募集期間

募集対象

●豊田市中小企業経営力高度化事業補助金の限度額を一部上乗せします
　〈対象：大賞、優秀賞／中小規模事業所部門のみ〉
●事例集や市HPで受賞事業所を紹介〈すべての賞〉
　※その他受賞特典については、市ＨＰを参照ください

受賞特典

６月１日（水）～７月２９日（金）

取組内容 企画から完成まで一連の新製品開発を経験し、
企業の中核となるものづくり人材を育成する

活動場所 ものづくり創造拠点SENTAN
（豊田市挙母町2ｰ1ｰ1）

活動期間
9月から原則2年間、
毎週水曜日 18：00～21：00

募集人数 20名程度（応募多数の場合、「中小企業勤務者」および「豊田市内在住または在勤の方」を優先）

お問合せ 豊田市産業部産業労働課
TEL：0565ｰ34ｰ6774　FAX：0565ｰ35ｰ4317　メール：sangyou@city.toyota.aichi.jp

お申込み
HPよりお申し込み用紙をダウンロードの上、「ものづくりミライ塾受講申込書」をメールかFAXにて、
ものづくりミライ塾実行員会事務局（豊田市産業部次世代産業課）まで提出
メール：monozukuri-sozo@city.toyota.aichi.jp　TEL：0565ｰ47ｰ1250　FAX：0565ｰ47ｰ1252

５月11日の常議員会で入会された皆さまです。新規会員さまのご紹介報告

メナード化粧品豊田宮上代行店 朝 日 町
Bulakeno's 小坂本町
各務 翼 宮 町

たんたんの店 神 池 町

中国物産 誠 広 路 町

新鮮サラダ 栄 町
丸福 小 川 町

（部会順・順不同）

ご入会いただきありがとうございます

令和４年度 はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰 募集要項

●応募者について、個人・法人は問いません。
●１者につき何点でも応募可。ただし未発表、未使用の作品に限ります。

令和４年度 はたらく人がイキイキ輝く事業所シンボルマークデザイン 募集要項

募集期間 ６月１日（水）～９月３０日（金）

選　　考 最優秀賞１作品　※新たなシンボルマークの基本デザインとして採用
優秀賞（協賛企業賞）５作品程度（応募者への選考結果の通知は10月下旬を予定）

応募条件

●シンボルマークのデザインとともに、50～100文字程度にまとめたコンセプトを提出してください。
●表彰制度の名称はデザインの一部として使用しても構いません。その他

働き方改革を推進することにより、誰もが働きやすい、働きがいのある職場づくりや、一人
ひとりが望む多様な働き方が実現できる事業所

シンボルマークの
テーマ

こちらから
ご応募ください

現行の
シンボルマーク

応募
フォーム

こちらから
ご応募ください

応募
フォーム

お申込み

冊子などで受賞事業所の
取り組みやそこで働く
従業員を紹介します。

第一商業

第二商業

第三商業

飲食業

事　業　所　名 町　名

RAIN MADE 大清水町
HATSUGAI VERA LUCIA 畝部西町

食呑家かや 金 谷 町

WITプラス（株） 亀 首 町
（有）吉栄工業 手 呂 町
ムックリ・ジャパン 水 源 町
（株）MIK 美 山 町

第一工業

東海東京証券（株）トヨタFS営業部
プレミアサロン営業所 喜 多 町

金融業
事　業　所　名 町　名

B・クルーズ 竹 生 町
鈴木事務所 井 上 町
TABA AROMA THERAPY 美 和 町
PRemium ASSESSORIA 宮 上 町
（株）QooNyan 志 賀 町
nagwon 水 源 町
（株）ベクトル 若 宮 町
粋彩 大 府 市
body care amour 丸 山 町
パーマハウス彩 井 上 町

ジャパンネット（株） 岐 阜 県
（株）イムニコ 御幸本町
（株）ミライク 名古屋市
（有）ヘアドゥ・アズ 高 原 町

K.Sクルーズ 生 駒 町
ミオキ工業 三 軒 町

森 敏記 月 見 町
グリーンワークス 瀬 戸 市
L・Gino 五 ヶ 丘
（有）安藤事務所 長 興 寺
雅建築 四 郷 町
甲村 浩二 堤 町
鈴木外装 大 林 町
坂野建築 小 坂 町
MAEDA SERVICE 保見ケ丘
岡田建築設計 中 町
インテリアワカイズミ 井 上 町
正木電工 高 橋 町

カトウ建業 平戸橋町
UI不動産 足 助 町

交通運輸

建設業

動画配信収録スタジオ ドウガベース 小坂本町
稲垣 雅代 柿 本 町
兵藤 和美 花 園 町

サービス業

事　業　所　名 町　名

女性会 第30回通常総会5/20

全議案が可決され、今年度も杉本　敦子氏が会長を務めることが決定。会長挨
拶では「今年度は当女性会創立30年を迎える節目の年であり、3月に記念式
典を計画している。会員一丸となって事業を
進め成功させたい」と意気込みを語りました。
総会後は、（一社）ツーリズムとよた　斎藤事務
局長より「豊田の魅力再発見」について講演
があり、参加者は興味深く聴講しました。

第４０回 豊田市中心市街地
活性化協議会全体会

5/17

2021年度事業報告・収支決算報告、2022年度事業計画・収
支予算の承認および、第３期基
本計画の進捗と第４期基本計画
策定について協議。特に第４期
基本計画は今年度認定へ向け、
活発な議論が行われました。

【とよた産業ナビ】
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とよたイノベーションセンターは、2012年4月に豊田工業高等専門学校・豊田市・当所の三者が連携して、地域企業の発展のために
①ものづくり人材育成、②技術・経営相談、③新技術・新産業創出支援を行っています。

とよたイノベーションセンターからのご案内

お得なクーポン情報お得なクーポン情報
豊田商工会議所会員さま限定！

下記共通クーポン券を切り取り、直接事業所にご提出ください。※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
は、直接事業所にお問い合わせください。期間中何度でもご利用いただけます。（会員事業所の家族・従業員も利用可能）各店舗により内容が異
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。

●他券との併用不可　●有効期限 2022年7月10日まで

豊田商工会議所会報 2022.6月号

共通クーポン コピー可

クーポンの
ご利用について

【ご優待・クーポンに関するお問合せ】 担当 山下　TEL：0565ｰ32ｰ4569（受付時間 9：00～17：00）

会議はリーダーとしての資質の向上と意識の高揚を図ることを目的として開催され、
全国から集まった商工会議所青年部の関係者との活発な意見交換の場となりました。
今回の会議で得た内容を、今年度の青年部活動に反映できるように取り組みます。

Chancers チャンスは人を介してやってくる群 青 豊田商工会議所 青年部活動報告

宿泊料金10％割引
※他の割引との併用不可　※電話予約のみ
※ご予約時に「クーポン利用」とお伝えください

シティホテル
アンティーズ
TEL：0565ｰ33ｰ7337

各コース料金から10％割引

たくま整体院
TEL：0565ｰ63ｰ5466

ESTHETIC CARINA
TEL：090ｰ3446ｰ5215

※割引上限2,000円

ランチ

5％割引
ディナー

10％割引

天ぷら 御食事処 まつ葉
TEL：0565ｰ42ｰ5717

名刺・封筒の初回データ作成代 無料

はんこ屋さん21 豊田店

TEL：0565ｰ32ｰ3253

茶碗蒸し・ソフトクリーム・グラスビールから

ひとつプレゼント
※注文時にクーポンをお渡しください

やわらかとんかつ かつ雅
【豊田美里店】 TEL：0565ｰ89ｰ5883
【豊田吉原店】 TEL：0565ｰ51ｰ2340

お食事10％割引
※6Fレストランのみ使用可　※他の割引との併用不可
※1枚につき4名さままで利用可

名鉄トヨタホテル
TEL：0565ｰ35ｰ6611

メガネ一式表示価格から20％割引

メガネのひえの
【本　店】 TEL：0565ｰ32ｰ2448
【猿投店】 TEL：0565ｰ45ｰ8617

※クーポンをご提示ください

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
※他の割引との併用不可

車のコーティング
MIGAX NB
TEL：0565ｰ79ｰ1574

※新規の方のみ

ヘアカラーリタッチ
3,828円

→3,278円
テイクアウトカラー
2,420円

→1,650円

かみいろ美人
TEL：0565ｰ42ｰ4266

※プロコース除く、他の割引券との併用不可

自社プール完備！
ダイビングスクール
コース費から

ダイビングスクール
ソットマリノ
TEL：0565ｰ74ｰ0038

10％割引
※エアコン2台目以降さらに割引あり

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

（有）真栄コーポレーション

TEL：0565ｰ71ｰ5175

豊田市初！電気を流す美容鍼「はんなり美鍼」の
初回施術の初診カウンセリング料

2,200円→0円に！

REVI陶肌トリートメント＋世界特許美容液

13,500円→9,350円

たくろう鍼灸院
TEL：0565ｰ31ｰ3669

ご新規さま限定50％割引

脱毛サロン Punana
TEL：080ｰ6972ｰ9190

ご宿泊30％割引
（1枚につき1室3泊まで）

ホテルトヨタキャッスル
TEL：0565ｰ31ｰ2211

宿泊・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

ホテル松風

TEL：0565ｰ28ｰ2797

（レストランwindy）

お得にプレーできるグリーン友の会

入会金3,300円無料

豊田カントリー俱楽部
TEL：0565ｰ80ｰ3732

※他の割引との併用不可　※クーポンをご提示ください

宿泊20％割引※1

サウナプラザ1,500円
食事10％割引※2

プラザホテル豊田
TEL：0565ｰ29ｰ1811

※1 基本料金より・他の割引との併用不可　※2 ランチタイム除く

豊田プレステージホテル
TEL：0565ｰ34ｰ5555

※他の割引との併用不可　※現金精算のみ

宿泊10％割引
ドリンク1杯サービス会議室

ご利用全員

入場券700円を600円で販売

販売〈本所のみ〉※要事前予約
豊田市温浴施設
じゅわじゅわ入場券

よもぎ蒸し専門店 ビバ・ピール
TEL：0565ｰ34ｰ2583

特別によもぎ蒸し30分

2,500円
足マッサージも

無料でサービス

（ほっとかん内）

※12歳以下の方、60歳以上の方は現地にて
　お求めていただく方がお得です

痛みなし、ダウンタイムなしで肌育！

アイクリーナー

とよたイノベーションセンターでは、市内企業がデジタルトランスフォーメーション（以下「DX」という。）への理解を深め、デジタル技
術を活用し、自社のDXを推進を支援するためのプラットフォームを立ち上げました。DXを進めたい市内企業や市内企業のDXを支援
したい、ベンダー企業や金融機関、支援機関の皆さまの参加をお待ちしています。

豊田市DX推進プラットフォームの会員を募集しています！

費　　用 無料（ただし、一部のセミナー・講座は有料のものがあります）
入会申請 右記の専用サイトから申請書をダウンロードいただき、事務局へご提出ください。

お問合せ とよたイノベーションセンター ＤＸ推進プラットフォーム事務局  ＴＥＬ：０５６５ｰ４７ｰ１２４０
そのほか 事業の詳細については、下記事務局までお問い合わせください。

【主な支援内容】
（１）DX相談窓口支援　（２）DX普及啓発・理解促進　（３）DX人材育成・確保　（４）デジタル技術・サービス導入支援
（５）ネットワーク形成支援　（６）その他、DX推進に資する支援（セキュリティー対策、ローカル５Ｇなど）

申請は
こちら

専用HP

製造業のための儲かる仕事術 原価計算講座 ～儲かる現場をつくる原価の考え方～
日　　時 6月16日（木）13：00～16：00
場　　所 ものづくり創造拠点SENTAN 3F（豊田市挙母町2ｰ1ｰ1）

お申込み 右記Webフォームよりお申し込みください
対　　象 豊田市内の中小製造業 定　　員 15名 参　加　料 無料

お申込み

簗瀬会長が東京で開催された
日本商工会議所「全国会長会議」に参加しました。

愛知県商工会議所青年部連合会の今年度の会長を豊田商工会議所青年部の岩崎洋平
さんが務めることとなり、豊田商工会議所に表敬訪問を行いました。
11月26日（土）豊田市での開催が予定されている「愛知県YEG　DAY」に向けた活動
がスタートします。会長会議（年間５回）や「愛知県YEG　DAY」など、愛知県下の青年
部と交流する場を展開します。

豊田商工会議所青年部岩崎洋平さんが県連の会長に就任
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