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●北支所　〒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
●南支所　〒470－1218　豊田市上郷町5丁目3番地1　TEL 21－0019　FAX 25－0195

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
HP　https://www.toyota.or.jp
メール　info@toyota.or.jp
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Sou-navi ものづくり改善サポーター
まちなか回覧板 第10期とよたPR大使活動報告
　　　　　　支所統合について・自動車産業「ミカタ」プロジェクト
会員事業所紹介 サチ活／焼き鳥ロメオ

2022.

特集
2023年度豊田市予算編成に対する要望

102022. 10
会員企業の皆さまに旬な情報をお届けするためSNSを
始めます。ぜひ、お友達登録をお願いします。

豊田鉃工株式会社、株式会社山田屋、豊田信用金庫、
小島プレス工業株式会社、太啓建設株式会社、
トヨタ自動車株式会社

豊田市、あいち豊田農業協同組合、豊田市商業連合協同組合、藤岡商工会、小原商工会、足助商工会、旭商工会、下山商工会、
稲武商工会、ひまわりネットワーク株式会社、豊田商工会議所（事務局）

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です

豊田商工会議所
公式 Instagram・Twitter・LINE のご紹介

豊田商工会議所
＠toyota_cci

Twitter

Toyota_cci

Instagram

お友達QRコード

LINE

●補助金・助成金情報
●セミナー・イベント情報
●会議所活用情報

内　容

株式会社アラキ製作所、イオンリテール株式会社 イオンスタイル豊田、株式会社池田事務器、
内浜化成株式会社、株式会社FTS、えぷろんフーズ株式会社、オカタ産業株式会社、奥田工業株式会社、
鬼頭工業株式会社、株式会社協豊製作所、共和産業株式会社、有限会社後藤建設、新明工業株式会社、
神龍寺、スーパーやまのぶ、株式会社鈴木室内装飾、住友ゴム工業株式会社名古屋工場、
セイユーコンサルタント株式会社、株式会社大幸、大豊工業株式会社、大豊精機株式会社、
豊田カントリー倶楽部、トヨタ車体株式会社、株式会社豊田スタジアム、トヨタ生活協同組合、
豊田総合ビルメンテナンス協同組合、豊田段ボール工業株式会社、株式会社トヨタ中央自動車学校、
豊田東海警備株式会社、トヨタ紡織株式会社、豊田まちづくり株式会社、トリニティ工業株式会社、
名古屋東部陸運株式会社、株式会社白武、豊生ブレーキ工業株式会社、豊和化成株式会社、
株式会社モダン装美、矢作産業株式会社、株式会社ユーネットランス、菱栄工機株式会社

東洋工業株式会社、株式会社ホテル豊田キャッスル、大東工業株式会社、ダンフーズ株式会社、ヤハギ道路株式会社、
横山興業株式会社、ワイン＆ダイニング ツインピークス、イマイ商事株式会社、
公益社団法人愛知県建築士事務所協会 豊田支部、愛知トヨタ自動車株式会社豊田店、小野電気株式会社、
猿投温泉（ホテル金泉閣 日帰り温泉 金泉の湯）、トヨタカ産業株式会社、豊田広域測量設計研究会、
株式会社三菱UFJ銀行豊田支店

協賛事業所

豊田市農産物ブランド化推進協議会、豊田加茂建設連合協同組合、
豊田建設業協同組合、豊田プレミアムスイーツクラブ、公益社団法人豊田法人会、
豊田ルネッサンスライオンズクラブ

特 別 協 賛

とよた産業フェスタへの協賛
ありがとうございました。 とよた産業フェスタ実行委員会主催

一般社団法人金沢市観光協会、一般社団法人ツーリズムとよた後援

構成団体

株式会社今井組、株式会社デンソー、ひまわりネットワーク株式会社

綴
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１）自動車関連中小製造業を対象にカーボンニュートラル・電動化に関して事業者の困りごと、心配ごと、
　官民で調査の上事業者に対する支援策を決定

２）官民によるカーボンレス、キャッシュレス、ペーパーレス社会のビジョン策定と実現のため行政・事業者・
　生活者がそれぞれ取り組む重点施策と工程表の決定

３）循環型経済の構築（CNを含む）に向け、現行の補助金の充実・拡充
　　ならびに新設
４）工業用水の安定的供給
５）創業者支援の利子補給の充実

１．市内経済の更なる基盤強化に向け産業構造の変化への対応と強靭化

支所を統合します。
10月3日（月）より
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自動車の電動化、カーボンニュートラルへの対応に向けて中堅・中小自動車部品サプラ
イヤーを支援する仕組みです。

全国各地の支援拠点による伴走支援

（一社）中部産業連盟 自動車サプライヤーセンター TEL：052ｰ938ｰ3737 10：00-16：00／平日お問合せ

「電動化対応に乗り遅れないために、何をすべきか悩んでいる」
「事業転換に向けて、自社技術を使って何ができるか考えたい」

無 料
いずれも

●支所廃止地区への対応について

中小企業相談所  TEL：0565ｰ32ｰ4593お申込み

①統合後の支所がサービスを継承。また予約制ですが旧支所を会場に、
　出張相談を行います。詳細はお問い合わせください。

②高岡・松平地区の支所運営委員会は当面存続し、事務は（労働保険事務組合、
　青色申告会ならびに街路灯管理を含む）統合後の支所で行います。

2．安全安心なまちの実現

１）『SDGs未来都市とよた』の実現を目指し　　　
　① SDGsパートナー「認証（取組評価）」制度の構築
　② SDGsパートナー「登録」制度の拡充
　③ ①②を利用した持続可能な制度運用の仕組みの構築に向けた検討
2)モビリティーを活用したまちづくりのための実証事業の展開
３)高齢ドライバー・安全運転サポートカーへの買い替え補助の新設
４)交差点へのカメラ設置を含め抑止力のある交通死亡事故ゼロ
に向けた方策の検討

１）飲食クーポン事業の継続
２）飲食以外のクーポン事業への実施

3．消費喚起

中心市街地のにぎわいの再生
１）豊田市駅前広場整備計画の具体化への着手ならびに進捗の

　見える化
２）中心市街地の美観、安全性向上のために、けやき通りを整備
3）再開発ビル管理法人の統合
４）「ジブリパーク」来訪者を豊田市内に誘引するため官民共同に

　よる取り組みの継続・強化
名鉄三河線複線化の早期着手に向けた関係団体との協議

４．暮らしてよし・訪れてよしの魅力創出

普通建設事業費３００億円以上の確保と、市内業者維持・育成の
ための受注機会の拡大

５．建設関係

現 在 10月3日～

高岡支所・上郷支所 上郷支所に統合し、「南支所」となります
上郷町5-3-1（現：上郷支所）

松平支所・猿投支所 猿投支所に統合し、「北支所」となります
四郷町東畑70-1 猿投コミュニティセンター2F（現：猿投支所）

6.その他

デジタル化支援補助金の対象をソフトの月額利用料まで拡大

竜宮橋４車線化工事

明治用水頭首工

自動車産業「ミカタ」プロジェクトをご紹介します

愛知県公式観光ガイドHPより

電動化の見通しや基礎知識
等をレクチャー

セミナー・実地研修
電動化の見通しや基礎知識
等をレクチャー

セミナー・実地研修

経済産業省中部経済産業局がスタートした

現状・課題を分析
窓口相談対応
現状・課題を分析
窓口相談対応（3回程度）

戦略策定・技術開発・設備投資、
専門家が課題を解決

専門家派遣
戦略策定・技術開発・設備投資、
専門家が課題を解決

専門家派遣（5回程度）

まちなか回覧板

2023年度 豊田市予算編成に対する要望を
手交しました ～一日も早い市内経済の再生と今こそ未来への布石を～

9月1日に正副会頭から、太田豊田市長、板垣豊田市議会議長に

2 3

特集
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私自身、子ども２人を育てながら
婚活をしていたことがあるので、そ
の経験を活かしおひとりおひとりに
寄り添ったサポートを心がけていま
す。結婚がゴールではなく、その後の
生活も豊かなものになるように全面
的にサポートしています。

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

創業のきっかけはQ
A 地域の人にふらっと立ち寄ってもらい、毎日通いたくなるよう
な居酒屋を経営するのが昔からの夢でした。５年間の修業を経て、
昨年ようやく憧れの第一店舗をオープンしました。

今後の目標を教えてくださいQ
A 日本を代表する魅力あふれる「焼
き鳥文化」を国内外に伝えるべく、国内
だけではなく海外進出を視野に入れて
います。私たちが提供する心のこもった
焼き鳥を多くの方に召し上がっていた
だけるよう邁進してまいります。

新規会員 串焼き串揚げ居酒屋 焼き鳥ロメオ

A 一見シンプルな工程に見える焼
き鳥は、鶏の鮮度、さばき方・塩加減・
串の打ち方・焼き方などの一つひとつ
の工程で、出来上がりの質が左右さ
れる奥深い料理です。そんな焼き鳥
の魅力を最大限に表現できるよう
日々挑戦を繰り返しています。

代表の中西さんが思う焼き鳥の魅力とはQ

串焼き串揚げ居酒屋 焼き鳥ロメオ

事業内容を教えてくださいQ
好きな人との出会いから結婚までをサ

ポートする仲人型結婚相談所です。若いカ
ウンセラーがメイクやファッションのアドバ
イスをしたり、多彩なイベントを企画してい
ます。豊田市では当所だけが、登録会員数
数万人を誇る大手3連盟に加盟しているの
で出会いを逃しません。

サチ活

サチ活

【住所】 豊田市山之手3ｰ1 山之手1号館1C号室　　【TEL】 0565ｰ42ｰ6363　　【定休日】 不定休
【営業時間】 月曜日～金曜日 11：30～14：00／17：00～24：00　土曜日・日曜日 14：30～24：00

まちなか回覧板

代表の榊原さま
HP

サチ活のスタッフ

A
今後の目標を
教えてください

Q

多くの方に「幸せの活動＝サチ
活」を知ってもらい、豊田市で一番
選ばれる結婚相談所を目指したい
です。これからも人と人、地域と人を
つなげていけるような活動をしてい
くなかでたくさんの“サチ”を大切に
していきたいです。

A

代表の榊原さんが大切にされていることを教えてくださいQ

A
【住所】 豊田市渋谷町3-37-13
          江尻サンプラザB棟202
【TEL】 090-6573-0863
【営業時間】 平日10：00～19：00
　　　　　 土日10：00～18：00
【定休日】 水曜日

Instagram

第10期とよたPR大使が3名決定しました

大好きな豊田の魅力や、今
まで気づかなかった魅力を
発信することができました。
応援してくれた方や、活動
のなかで出会った方々に心
から感謝しています。これ
からも自分らしく頑張りたい
です。　　　　　　（大野）

新しい出会いや経験をとお
して成長できるということ
を学びました。会社の方々、
そして一緒に活動したおふ
たりのお陰で、普通の会社
員では経験できない1年間
を過ごせたことに感謝して
います。　　　　　（笹嶋）

ありがとうございました

とよた元気プロジェクト

すず　　　き　あい　り

鈴木 愛理さん
すず　　　き　あい　りすず　　　き　あい　りすず　　　き　あい　り

鈴木 愛理さん鈴木 愛理さん鈴木 愛理さん
しば　　　た　みず　き

芝田 瑞紀さん
しば　　　た　みず　きしば　　　た　みず　きしば　　　た　みず　き

芝田 瑞紀さん芝田 瑞紀さん芝田 瑞紀さん

やま　ざき　あや　か

山嵜 綾花さん
やま　ざき　あや　かやま　ざき　あや　かやま　ざき　あや　か

山嵜 綾花さん山嵜 綾花さん山嵜 綾花さん

第10期とよたPR大使を務めます

第10期として再任でき嬉しく
思います。市内の魅力と笑顔
を広めたという想いで活動す
るなかで、豊田市の素晴らし
さを再発見することができま
した。第9期のおふたりの想い
を受け継ぎ、さらなる魅力を
発信します。

私の長所であるコミュニケー
ション能力と趣味である写真
を活かし、これから出会う
方々に魅力を伝えたいです。
一度やると決めたことは最後
までやり通す性格なので、精
一杯頑張りたいです。

春の鞍ケ池公園を訪れた際、
桜がとても綺麗で豊田市には
まだまだ私の知らない素敵な
場所があることを知りました。
肌で感じた豊田市の魅力をと
よたPR大使として発信した
いです。

８月３１日の任命式では、３名が意気込みを表明しました。

ささ　じま　なな　み

笹嶋 七海さん
ささ　じま　なな　みささ　じま　なな　みささ　じま　なな　み

笹嶋 七海さん笹嶋 七海さん笹嶋 七海さん
おお　の

大野 さくらさん
おお　のおお　のおお　の

大野 さくらさん大野 さくらさん大野 さくらさん

絆でつなぐ希望の光をテーマに今年も冬の中心市街地をイルミネーションが彩ります。個人協賛を
当所3階で受け付けます。1口につき1個イルミちゃんピンバッジ2022ver.を進呈しています。

イルミネーションストーリーinとよた 2022
個人協賛受付中！

協賛受付 ～11月30日（水）
お問合せ イルミネーションストーリー実行委員会　TEL：0565ｰ33ｰ0002

協　賛　額 1口につき500円

限定
500個！

「会報見たよ」でファーストドリンクサービスクーポン

「会報見たよ」で
入会時費用割引します

クーポン

（期限12月末まで）



〒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

秋

当所が「ものづくり改善サポーター」を派遣して中小・小規模製造業の現場改善をお手伝いします。「自社の改善活動の効果が
みえない」「社内に改善を進める人材がいない」とお悩みの経営者の皆さま、ぜひご連絡ください。

ものづくり改善サポーターを活用して
現場を改善をしませんか

Sou-naviSou-navi

費用
無料! 

工具や部品などが棚に雑然と置い
てあり、欲しいものを探すのに手間
がかかる。

全て取り出して1個ずつ要不要を
判断し不要品を廃棄⇒スッキリ
し、欲しいものがすぐわかる。

現場改善の基礎である2S・4Sによって作業しやすい環境になれば、安全性だけ
でなく作業効率の向上にもつながります。

まずは2S（整理・整頓）・4S（整理・整頓・清掃・清潔）から
はじめましょう

現場でのアドバイス風景

期待できる効果
1 安全性の向上
3 生産性の向上

2 品質の向上
4 従業員のモチベーションの向上

2名のサポーターが現場へ訪問し、わかりやすくお伝えします。ぜひご利用ください。
お申込み・お問合せ 中小企業相談所 TEL：0565ｰ32ｰ4594

各種工具・予備部品棚の４S
改善前 改善後

プレス生産の出来高を上げたいが、改善ポイントがわからない
改善前 改善後

廃棄された
不要品の一部

約8割は
使って
いない物

B社のケース

A社のケース
必要時間＝標準サイクルタイム（C/T）×生産数
　　　　　・標準C/T＝正味C/T＋付帯作業時間

5
12

3615 11：54 16：55

当初の生産日報 改善後の生産日報

＊生産品番毎の『ストローク数』と『実績
　生産時間』しか把握されていない

＊必要時間と実績時間の差がわからない
＊段取り時間、停止時間やその内容が不明

＊改善ポイントがわからない

実績
生産時間

SPM=打ち個数/分

休止時間

異常の内容

 標準（必要）
生産時間

分単位の
停止時間を記入
（停止回数もわかる）

改善が
考えられる

停止内容の記入が
しっかりできており、
改善に結びつくようになった

A
C

B
C
B

B
C

問題点記入 対策内容記入 期日記入

担当者記入

問題点を吸い上げシートに記入 改善の効果

問題点について対策を実施し
改善に結びつくようになった

８２０８５７８８８８２８７６０７０２６８８

８２０８２０
８５７８５７８８８８８８

８２８８２８
７６０７６０

７０２７０２
６８８６８８ ８２０８２０

６８８６８８

９月８月７月６月５月

生産性約19％UP

４月３月
０

１００
20０
30０
40０
50０
60０
70０
80０
90０
100０

生産数

2S・4Sができたら次は生産性を見えるようにし、改善の糸口を見つけましょう
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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10月 会員企業の皆さまが2022年10月 会員企業の皆さまが

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）

●キャッシュレス
　決済等の非接触型を
　はじめたい

●セキュリティー対策
　したい

※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

●インボイス導入の
　対策をしたい
●会計業務の時間を
　削減したい
●電子帳簿保存法に
　対応したい

融資制度

マル経融資（コロナ対応型）

サポート資金【新型コロナ借換】（予定）

詳細はこちらたとえばこんな時に・・・ 種別・種類

（2022年9月22日現在）

金利当初３年間0.31％

金利：1.4％～1.7％

保証料率：年0.67％
または年0.79％

（2022年9月12日現在）

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が全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（諸条件あり）

既往のコロナ関連融資の債務一本化、借換に特化した融資制度

当所
中小企業相談所
TEL：
0565-32-4594

当所
中小企業相談所
TEL：
0565-32-4594

当所会報
バックナンバー記事
（2022年6月号）

当所会報
バックナンバー記事
（2022年6月号）

愛知県HP

締切未定

●ITで業務を効率化
　したい

生産性を
向上したい

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の導入、売上を管理
するRPAツールの導入など

業務効率化や売上アップなど、を目的とした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）

〈デジタル化基盤導入枠〉

例 インボイス制度対応のため、会計ソフトを導入など

会計・受発注・決済・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

〈セキュリティ推進対策枠〉
（独）情報処理推進機構が公表する
「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されている

費用の一部を補助
※対象ハードウェアについて条件あり

サービスの利用料の一部を補助

（類型によって補助率および補助金額異なる）

IT導入補助金HP

※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9月22日現在の情報です

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

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。（自家消費に限る）

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）

（対象：市内製造業を営む中小企業者等）

（IT導入支援事業者との共同事業）

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

補助金

既設のエアコン、冷蔵庫、照明などのユーティリティ設備を、資源エネ
ルギー庁が指定する省エネ設備に更新する費用の一部を補助。

豊田市省エネ設備導入支援補助金
（対象：市内に事業所を有する中小企業者等（全業種））●省エネ設備に

　更新したい

設備の型番ごとに
設定される補助額など（上限500万円）

その他の業種の方
豊田市産業部
産業労働課
TEL：0565ｰ34ｰ6641

補助制度について
卸売業、小売業、
宿泊業、
サービス業の方
豊田市産業部商業観光課
TEL：0565ｰ34ｰ6642

補助金 第8期未定

～3/31（金）

融資制度 10/3（月）～（予定）

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など

研究・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取り組む費用の一部を補助

●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
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

事業再構築補助金 グリーン成長枠新設枠

新設枠

新設枠

原油価格・物価高騰等の予期せぬ経済環境の変化の影響を受けている
中小企業が対象

緊急対策枠新設枠

IT支援

MFクラウド会計・確定申告
（（株）マネーフォワードが提供するクラウド型会計・確定申告ソフト）

（上限8,000万円 期間：運転10年～15年）

（４年目から1.21％ 上限1,000万円）

補助金

〈通常枠〉

クラウドを活用した業務のＩＴ化を支援。

当所会員事業所は60日間無料
※会員事業所でアクサ生命保険契約者の方は90日間無料

当所
中小企業相談所
TEL：
0565-32-4593

マネー
フォワードHP

※利子補給期間中の融資を１０
月以降に借換する場合は利
子補給金の一部を中小機構
に返還する必要が生じる場合
があります。

仕入や諸経費に
かかる資金を
借りたい

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

2023年度に着手・
完了する事業にも
予算対応（　　　　）
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新たなビジネスパートナーを
見つけたい

とよたビジネスフェア
優れた技術・製品をつくりだす企業や関連する小売・サービス業者等が集まる
展示会。

中小企業相談所 TEL：0565ｰ32ｰ4593お問合せ

販路拡大

HP

販
路
拡
大 申込み受付中！

11月30日まで

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

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

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

HP

HP

HP 2022年
7月号

ケガ・病気に備えたい
健康診断等の助成を受けたい

愛知県中小企業共済
個人事業主や役員、従業員に。ケガの入通院・病気の入院による補償など、一日目から対応。がんへの
備えも。健康診断受診助成や労働安全講習受講助成など、各種付帯サービスも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

HP

活用ガイド

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。

10月18日（火）日　時 3名定　員

秋山 剛氏、福田 明弘氏 （株）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  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・設備資金の相談

第２水曜日

18日（火）

13：30～16：00

法律相談
商取引・債権回収等のトラブルの相談

17日（月）13：30～17：00

自社株に関する相談 13：30～17：00

13：30～17：00税務相談
記帳方法・税額計算・消費税の仕組み等

20日（木）13：30～15：00金融公庫相談
最高1億2千万円までの事業資金相談

※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　【受付時間】 8：30～17：30 
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。

お問合せ・お申込み

働き方改革相談 11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

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

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 TEL：0565ｰ32ｰ4568お問合せ

サ
ポ
ー
ト・相
談

会報2021年
12月号

HP

駅近くで、安く借りられる
会議室を探している

会議室貸出
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・・・ 種別・種類

製造コストを低減したい

ムダ取りをしたい

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、
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

HP

会議所ガイド
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・・・ 種別・種類

従業員を雇用したが、
労働保険手続きがわからない

労働保険
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。代行委託すると、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

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

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

Word、Excel、を基礎から
学びたい

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。

豊田パソコン教室 TEL：0565ｰ47ｰ1300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6月号

会報2022年
5月号

HP

HP
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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。

豊田市では現在、農産品等のほか「ものづくりのまち」
として工業製品の返礼品登録事業者様の募集を強化
しています。
返礼品の登録には、総務省の定める「地場産品基準」
に該当する必要がありますので、詳細は下記までお問
い合わせください。

豊田市省エネ設備導入支援補助金が新設
関係
各所

豊田市は、エネルギー価格の高騰対策として、市内事業者の
省エネ設備への更新を支援し、市内事業者のエネルギーコスト
負担の低減を図ります。

７月１日以降に発注したものも対象。概要、お問い合わせは会報
P.8「支援制度のご紹介」をご確認ください。

●対象の省エネ設備

①空調 ②給湯器 ③ボイラ ④コージェネレーション 
⑤変圧器 ⑥冷凍冷蔵設備 ⑦コンプレッサー 
⑧調光制御設備

■テ ー マ　若者の職場定着に向けた課題と対策
■日　　時　11月2日（水） 13:30～16:30
■会　　場　当所 2F
■定　　員　50名（先着順）
■申込期限 10月27日（木）
■お申込み　愛知県西三河県民事務所産業労働課
　　　　　豊田加茂産業労働・山村振興G
　　　　　TEL：0565ｰ32ｰ7498
　　　　　FAX：0565ｰ32ｰ6470

申込用紙
ダウンロード

労働講座を開催します
告知

NEWSNEWS

9月10日・11日に豊田スタジアムにて３年ぶりとな
るとよた産業フェスタ2022を「WE　LOVE　とよたで
みんなを笑顔に」を合言葉に開催。
２日間で91,000人の方にご来場いただきました。

とよた産業フェスタ2022を
開催しました

報告

晴天に恵まれ多くの方にご来場いただきました

ふるさと寄附金で貴社の「ものづくり技術」を全国にPRしませんか。
関係
各所

ごみの減量・資源化は、誰もが
行えるSDGｓおよびカーボン
ニュートラルの実現につながる
取り組みです。ごみの減量・資
源化にご協力をお願いします。

ごみ処理施設へ直接搬入する場合の処理手数料を2023年４月１日から改定します関係
各所

区　　分

燃やすごみ

現行処理手数料（持ち込み） 見直し手数料

家庭系・事業系

２００円

２００円

２００円

埋めるごみ・金属ごみ

刈草・せん定枝

家庭系

６０円

30円

50円

事業系

100円

80円

90円

●お問合せ　
　豊田市環境部循環型社会推進課  
　TEL:0565ｰ71ｰ3001

●お問合せ　
　豊田市役所企画政策部企画課 TEL:0565ｰ34ｰ6602

10kgあたり

豊田市働き方改革推進シンポジウム
「経営改革に挑む挑戦者たち ～伝統の継承と新たな挑戦～」参加者募集

関係
各所

■お申込み　豊田市電子申請・届出システム、電話、メール、FAX　■参　加　費　無料、先着順（200名）
■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
■主　　催　豊田市・豊田市雇用対策協会
■後　　援　ハローワーク豊田・豊田商工会議所・豊田信用金庫

HP

HP

■日　　時　11月25日（金）13：00～16：00　■会　　場　豊田市民文化会館 小ホール

内　 容

●はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰 表彰式
●優良事業所シンボルマーク公募作品表彰式
●基調講演「中小企業の経営改革と人財確保・育成」
●パネルディスカッション

発注企業と受注企業が一堂に会し、具体的な
商談や情報交換をしていただく商談会を開
催します。「発注ニーズ」をお持ちの企業の
皆さま、新たなビジネスパートナーの発掘に、
ぜひご参加ください。

■日　　時　2023年2月16日（木）13：05～17：15
■場　　所　刈谷市産業振興センター「あいおいホール」
■参 加 費　無料
■募集期間　10月20日（木）～11月17日（木）　
■お申込み　HPをご覧ください。

地域商談会（三河・知多会場）～発注企業募集！～
告知

■お問合せ　（公社）あいち産業振興機構 経営支援部  TEL：052ｰ715ｰ3068

申込用紙はQRコードより
ダウンロードできます。

ダイヤ精機（株）
代表取締役 諏訪 貴子氏　

【基調講演】

り災ごみに限る

【名古屋グランパスモデル】
防水型デジタルカメラ

TAOCオーディオラック ASR3-3S-NS
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爆裂元気ステージや青年部ブースとして11月に開催されるWRCの大型応援旗を製作。
また、目玉企画として、「どうせ無理」をなくすロケットプロジェクトを同時開催しました。
子ども達は本物と同じ構造でモデルロケットを製作し打ち上げました。一生懸命作ったカラフルな
ロケットが空に打ちあがる様子をキラキラした目で見ている姿は、達成感と笑顔に溢れていました。

豊田のクーポン情報!豊田のクーポン情報!
サービス内容の詳細は事前に事業所へお問い合わせください。利用時は共通クーポンを切り取り、利用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。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）

●他券との併用不可　●有効期限 2022年11月10日まで

豊田商工会議所会報 2022.10月号

共通クーポン コピー可

クーポンの
ご利用について

【お問合せ】 事業推進部 山下 TEL：0565ｰ32ｰ4569（受付時間 平日 9：00～17：00）

豊田商工会議所 青年部活動報告

とよた産業フェスタ2022

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

（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

 ※掲載あいうえお順

メガネ一式表示価格から

20％割引
※クーポンをご提示ください

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

ファーストドリンク

1杯サービス

串焼き串揚げ居酒屋 焼き鳥ロメオ
TEL：0565ｰ42ｰ6363

入会金 1,000円割引
3,000円→2,000円

ローズマリー音楽教室
TEL：080ｰ6957ｰ7562

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

10％割引
※他の割引との併用不可

コーティングに限り
キャンペーン価格よりさらに

車のコーティング MIGAX NB
TEL：0565ｰ79ｰ1574

3,080円→0円

運動しないダイエット
耳つぼと栄養学で脂肪を落とす

耳つぼダイエット ame
TEL：090ｰ9227ｰ2584

10％割引
※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

宿泊料金

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

※他の割引との併用不可　※現金精算のみ

宿泊10％割引
会議室ご利用全員
ドリンク1杯サービス

豊田プレステージホテル
TEL：0565ｰ34ｰ5555

ご新規さま限定
脱毛料金

50％割引

脱毛サロン Punana
TEL：080ｰ6972ｰ9190

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

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

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

ホテル松風（レストランwindy）
TEL：0565ｰ28ｰ2797

名鉄トヨタホテル
TEL：0565ｰ35ｰ6611

宿泊20％割引※1

サウナプラザ1,500円
食事10％割引※2

名刺・封筒の
初回データ作成代 

無料 ※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

はんこ屋さん21 豊田店
TEL：0565ｰ32ｰ3253

プラザホテル豊田
TEL：0565ｰ29ｰ1811

各コース料金から

10％割引

たくま整体院
TEL：0565ｰ63ｰ5466

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

たくろう鍼灸院
TEL：0565ｰ31ｰ3669

2,200円→0円

入会金3,300円 無料
※割引上限2,000円

※他の割引との併用不可
※クーポンをご提示ください

お得にプレーできる
グリーン友の会ランチ        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

豊田カントリー俱楽部
TEL：0565ｰ80ｰ3732

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

※新規の方のみ

REVI陶肌トリートメント
＋ 世界特許美容液

13,500円→9,350円

ESTHETIC CARINA
TEL:090-3446-5215

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

10％割引
※エアコン2台目以降さらに割引あり

シティホテル アンティーズ
TEL：0565ｰ33ｰ7337

ハウスクリーニング
エアコンクリーニング

（有）真栄コーポレーション アイクリーナー
TEL：0565ｰ71ｰ5175

痛みなし、ダウンタイムなしで肌育！

NEW

NEW

初回カウンセリング ＋ 耳つぼ施術（１回）

エイム

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

受　講　料 無料 定　　員 10名

①問題解決力を身につけるQC7つ道具 実践講座

日　　時 10月18日（火）・11月1日（火）・
11月22日（火）・12月6日（火）
13：30～16：00 全4回

お問合せ とよたイノベーションセンター　TEL：０５６５ｰ４７ｰ１２４０

お申込み QRコードよりお申し込みください。 ※会場：ものづくり創造拠点SENTAN（挙母町2ｰ1ｰ1）

現場での実用的なスキルを重視！

次世代リーダーとして、会社を引っ張っていくためのチーム
による実践的な問題解決の進め方を習得します。

③スキルアッププログラム

日　　時 10月13日（木）・10月27日（木） 14：00～17：00
受　講　料 1講座（2日間）：10，000円（豊田市内企業）／20，000円（豊田市外企業） 定　　員 10名

組織力アップのための初級管理職講座

管理職になった是非とも押えておきたいマネジメントの知恵とスキル。座学だけではなく、異なる企業の受講者同士によるグループ
ワーク等を行い、受講者参加方式で進めます。

受　講　料 無料 定　　員 10名

②デジタル技術活用講座

日　　時 10月14日(金)・11月18日（金)・
1月20日（金) 13：30～15：30

総務・経理・人事・営業・生産管理等の現場を支える事務所で活かす！

企業ごとの最適なデジタル活用プランの企画・立案を講座を
通じて、個別支援いたします。ワークショップや事例紹介など
を通じて、デジタル課題を共有し、業務改善を図ります。

メンバーの多くはとよた産業フェスタ未経験。力を合わせて乗り越えました。


