
中小企業相談所
ＴＥＬ：0565－32－4593

お問合せ
申込み

お問合せ 中小企業相談所
ＴＥＬ：0565－32－4593

備えよう、社員の万一に労働保険

豊田商工会議所からのお知らせ とよたcci.news

お問合せ
申込み

厚生労働省では、１１月１日から１１月３０日までを
「労働保険適用促進強化期間」と定めています。
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事業者向け税務講習会

豊田市企業立地セミナー
東京で初開催

豊田商工会議所2階 多目的ホール

日本政策金融公庫
（以前のこくきん）

愛知県信用保証協会

場　　所

無料受　講　料

5０名（先着順）定　　員

平成25年11月26日（火）
14：００～１6：0０

日　　時

年末融資相談会
資金繰りのご相談はお早めに！

お問合せ 豊田公共職業安定所
ＴＥＬ：0565－31－1400（代表）
雇用保険課適用係

労働保険適用促進強化期間

　企業誘致活動の新たな取り組みとして、豊田市単独で
「豊田市企業立地セミナー」を開催しました。西広瀬工業
団地拡張用地の紹介や多様な支援策、優れたビジネス
環境など豊田市の魅力を多くの方に伝えることができました。
　三宅会頭やとよたPR大使の川治明恵さんも本セミ

ナーへ同行し、太田市長とともに
豊田市のPRを行いました。
　今後も行政と連携し、豊田市の
魅力発信に努めてまいります。
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バイヤーズ商談会開催

市内産品の魅力向上と販路拡大を目的にセブン・イレブン
の購買担当者を招いてセミナーを開催しました。
　“1年間に店頭商品の7割を入れ替える”、“デイリー商品
の9割を自社専門工場で製造する”など、徹底した顧客目線
と変化への対応が同社を勝ち組へ押し上げた要因である
とし、コンビニ業界№1の強みを知る
ことができました。
　また、受講者が持ち寄った自社
製品へのアドバイスを受けること
で、普段では得られない機会に刺激
を受けた様子でした。
　セミナー終了後には名刺交換会を
開催して情報交換を図り、積極的に
活用していただくことができました。

白色申告

変化への対応で勝ち組を目指す

場　　所 豊田商工会議所 １階面談室

相談窓口

日 　 時 平成25年11月28日（木）　10：００～１5：0０

公庫職員および協会職員による出張相談会です。
事業の安定と発展のために必要な事業資金、返済額
の軽減・集約化等の資金繰り策など、お気軽にご利用
ください。                                     ※予約優先

　平成２６年１月からは、事業所得、不動産所得または
山林所得を生ずべき業務を行う全ての方について、記帳
と帳簿書類の保存が必要となります。
　なお、この記帳と帳簿書類の保存制度につきましては、
所得税の申告が必要ない方も対象となります。

夜間労働法講座

愛知県西三河県民事務所 産業労働課
豊田加茂産業労働・山村振興グループ
ＴＥＬ：０５６５－３２－７４９８（ダイヤルイン）
FAX：０５６５－３２－６４７０

18：0０～18：30「労働委員会のあっせん制度について」
講師：愛知県労働委員会事務局 職員

18：3０～20：30「労働基準法入門」
講師：愛知大学法学部助教 金井幸子 氏

参　加　費 無料 定　　員 １００名（先着順）
場　　所 豊田産業文化センター４階 大会議室（豊田市小坂本町１－２５）
開　催　日 平成25年12月13日（金）

　管内の中小企業労使等に対して、労働問題を解決する上で必要な、
初歩的・基本的な事項の知識普及を図り、労使が労働問題を自主的に
解決しようとする姿勢と能力を育成し、健全な労使関係のあり方に
ついて理解と認識を深めていただくため、労働講座を開催します。
　たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。

愛知県よりお知らせ

「雇うことは、加入すること。」
労働保険は労災保険と雇用保険とを総称した名称です。
正社員、パート、アルバイトなど、雇用形態にかかわらず、
ひとりでも労働者を雇った場合、事業主は労働保険に
加入する義務があります。（農林水産の一部事業は除きます。）

豊田商工会議所 10月9日の常議員会で
承認された方 （々部会順・敬称略）新規会員さんのご紹介

セブンイレブン豊田市金谷町店
セブンイレブン豊田市美山町店
リサイクルショップ パラレル
エーザイ（株）三河統括部
Luceed
稲本屋
おおぎ屋
居酒屋割烹 おおつか
沖縄家
captain JOKER'S
ゴールドバレー（株）
さくらこ
Sun Daddy
（株）水谷鉄工所

名東電機工業（株）
（株）愛知銀行豊田浄水支店
カシマ総業（株）
一般財団法人中部電気保安協会豊田営業所

エクステリアHIROSHI
大山 厚久
（株）オカザキホーム豊田営業所
岡松技建
神尾松枝
近藤敏博
喜匠シール
新實昇
豊田ドライケミカル（株）
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（有）ニワ建工
丸山業務店
リスペクト
安心創企（株）
Salon de Lecrin
霜田 治夫
すくすく
パイプ小僧 豊田
ひまわり司法書士事務所
Fields Café & English
（有）まさき
元町歯科
理容ワコー
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精神障がい者の雇用と就労後の支援を考えるテ　ー　マ
日　　時 平成25年12月10日（火）

１4：0０～１6：３０　13：30開場
場　　所 豊田市福祉センター4階 41会議室
講　　師 富士ソフト企画株式会社 遠田 千穂氏、槻田 理氏
内　　容 １）精神障がい者の雇用と就労後の支援について

２）社員として、障がい当事者からのお話
参　加　費 無料
申　込　み
お問合せ

当日直接会場へお越しください
定　　員 200名（先着順）

　豊田市地域自立支援協議会は、障がいのある方が地域の中で安心して
豊かに暮らしていくための協議を行っています。今回は、障がい者を多
数雇用している会社の方と、そこで就労されている障がい当事者の2人
にお越しいただき、企業･事業所の皆様に、精神障がいのある方の雇用
や就労後の支援について知っていただきたいと思います。

豊田市地域自立支援協議会
主催セミナー

豊田市役所 市民福祉部 障がい福祉課
TEL：0565－34－6751　FAX：0565－33－2940
E-mail：shougai_hu@city.toyota.aichi.jp

　毎年恒例の西三河6市（岡崎・刈谷・豊田・碧南・安城・
西尾）をメインとする『西三河地区合同企業説明会』の
開催が下記により予定されています。出展を希望される
事業所は申込期限が間近に迫っておりますので、大至急
ご連絡をお願いします。

お問合せ 豊田市雇用対策協会　加藤・山本
ＴＥＬ：0565－34－1999

平成26年2月24日（月）　１0：0０～１6：0０日　　時

ウィングアリーナ刈谷（刈谷市総合運動公園内）場　　所

11月8日（金）申込期限5万円参　加　費

平成27年春卒業予定の大学、短大、
専門学校生（現大学3年生・短大1年生）
および概ね45歳未満の求職者

採用対象

西三河地区合同企業説明会
平成27年春卒業予定新卒者および中途採用のための

「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動」
賛同事業所等を募集

　あいちワーク・ライフ・バランス推進運動とは、仕事と生活の
調和先進県を目指して、企業・団体・行政等がそれぞれの状況に
応じて、ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた取り組みを実施
する運動です。
　昨年度に実施した「愛知県内一斉ノー残業デー運動」と「有給
休暇取得プラス１運動」、新たに「育児・介護支援」や「メンタル
ヘルス対策」の取り組みを加えてワーク・ライフ・バランス全体の
促進を図っていきます。

平成25年11月30日（土）まで賛同申込期間

愛知県内の企業・団体・事業所対　　象

愛知県産業労働部労政担当局 労働福祉課
仕事と生活の調和推進グループ
ＴＥＬ：052－954－6360　ＦＡＸ：052－954－6926
http : //www.aichi-wlbaction.com

お問合せ

申　込　み 専用ＨＰのフォームからお申込みください。

イルミネーションストーリー実行委員会事務局 （豊田商工会議所まちづくり振興部内）
担当 鈴木、鳥居　TEL：0565－32－4595　※土・日曜日、祝日はお休み

大人を対象に「酒」をテーマにして音楽等を楽しみながら冬の夜のひととき
を過ごしてもらう。
①とよたイルミ酒ＮＩＧＨＴ　地酒コーナー（市内で作られたお酒の飲み比べ）
②ステージ　　　　　　　お酒PR、お酒の飲み方講座など

内　　容

お問合せ

平成25年12月6日（金）　１7：0０～20：0０日　　時
イルミとよた酒ＮＩＧＨＴ

イルミネーションストーリー in とよた

ＧＡＺＡ前広場

コモ・スクエアイベント広場

キッズ～中学生以下の豊田市内のダンスチームによるパフォーマンス。
※同時開催：豊田プレミアムスイーツクラブ主催「豊田プレミアムスイーツ
　クラブイルミネーション苺大作戦！！」

内　　容
平成25年11月16日（土）　１4：0０～20：0０日　　時

オープニングイベント

イルミキッズダンスパーティー１4：0０～１6：0０

着ぐるみと遊ぼう（16：30頃～）、近隣こども園園児を引き連れてイルミ
ネーションスポットを回遊する点灯パレード、サンタによるお菓子の配布等

点灯式１7：0０～１8：0０

高校生以上の豊田市内のダンスチームによるパフォーマンス。
軽飲食コーナーあり。

イルミアフターナイトダンスパーティー１8：3０～20：0０

とよたcci.mail 2013／11月号8 とよたcci.mail 2013／11月号 7


