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特集 とよた元気プロジェクト

コロナに負けない！とよた元気プロジェクト再始動

行動する商工会議所 豊田ものづくりブランド
会員事業所紹介 スズヒロフォークリフト / 石原靴店
商工会議所サポート 商工会議所会員向け保険制度のご案内

■印 刷：豊田共栄サービス株式会社

■定 価：２20円
（会員は会費に含みます）

Sou-navi 青色申告特別控除の適用要件が変わります！
情報PLUS１ 進んでますか？働き方改革のはなし / SDGｓを活用して持続可能な事業者を目指そう！

№808

世の中がコロナ一色となって早数か月。外出時や人と会話するときはマスクをし、
食事はテイクアウト、会議はオンラインで、
など、今までの生活や仕事の仕方が
徐々に変わりつつあることを、身をもって経験している。先日も今話題のZoomで
オンライン会議を経験したが、移動が無いことの便利さと、使い方にまだ慣れな
が大きく変わっていっても頭ごなしに拒否感を持つのでなく、新しいことを柔軟に
受け入れられる自分でいたいと思う。

■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

■ 中小企業相談所（支所支援管理G） TEL ３２−4593
（会員支援G）
TEL ３２−4594
■ 事業推進部 （街・店・品づくりG）TEL ３２−４５９5
（事業管理G）
TEL ３２−４５69
■ 総務部
（総務G）
TEL ３２−4568

お問合せ

早坂・山下

TEL：0565ｰ32ｰ4567

● 上郷支所 〒470−1218 豊田市上郷町5丁目3番地1 TEL 21−0019
● 高岡支所 〒473−0917 豊田市若林西町西山18番地 TEL 52−3047
● 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
● 松平支所 〒444−2216 豊田市九久平町簗場38番地5 TEL 58−0025

FAX 25−0195
FAX 51−1095
FAX 43−0190
FAX 86−1040

今月の表紙

豊田商工会議所

（M.K）

豊田商工会議所会報誌では毎月、当所会
員事業所さまの紹介をしています。企業の
PRやお店のこだわりなど掲載しません
か。ぜひご興味のある事業所さまは
下記までご連絡ください。

P5の会員紹介より
スズヒロフォークリフト株式会社

いことの不便さを感じた。
「新しい生活様式」に合わせて、従来の常識や、やり方

掲載費用

会員紹介ページに掲載する 無料！
！
事業所を募集します

豊田商工会議所青年部

Editor's prose

綴じ穴を開ける際は︑○を目印
としてご活用ください︒

豊田商工会議所

会報でご紹介します

編 者散文

会員紹介「スズヒロフォークリフト株式会社」

特集 とよた元気プロジェクト
豊田商工会議所
本所に懸垂幕を
設置しています

コロナに負けない！

新たな取り組みと前向きな思いをシェアしよう！

とよた元気プロジェクト再始動
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、ここ豊田市でも、さまざまな業界で経済活動が停滞し、
個人消費も大きく落ち込んでいます。このようななか、少しずつ、豊田市を元気にするための新たな取り
組みが色々な場面ではじまりつつあります。
今こそ、
「 地産地消」
「 市内消費拡大」
「とよたの元気発信」
を合言葉として、皆さまと一緒に〝とよた元気
プロジェクト〟を再始動させたいと思います。私たちのまち、豊田市を盛り上げ、新型コロナウイルス感染
症を乗り越えましょう！

消費喚起施策

#とよた元気プロジェクト
＃とよた元気プロジェクト
新たな取り組み と 前向きな思い を
シェアしよう！

コロナ禍を機に、皆さまがとよたを元気にするために新たに始めた取り組みを、
紹介・PRします。新型コロナウイルス感染症問題の長期化が懸念されるなか、豊
田市の経済活動・消費活動が少しでも好転するきっかけと
お店の
なるよう、
「みんなの力で、とよたを元気に！」
PR

としても、ぜひ
ご活用くださ
い

ＨＰへの掲載を募集します
ＨＰ
掲載

掲載場所：豊田商工会議所ＨＰ・ＳＮＳなど
掲載開始：7月初旬より順次 ※申込方法など詳細は当所ＨＰをご覧ください。

ＳＮＳに投稿して情報を発信しよう

WE LOVE とよた応援商品券

SNS
発信

【販売総額】２０億円
（２０％プレミアム付）※1人あたりの購入限度額 ５万円

新たな取り組みと前向きな思いを、写真と一緒に「＃とよた元気
プロジェクト」をつけて、各種SNS（Twitter・Facebook・
Instagram）に投稿しよう！

みんなでシェアして、
とよたを元気に！

【発行総額】２４億円
（１冊５００円券２４枚綴り）
【発 売 日】２０２０年１０月１日
（木）
【そ の 他】１冊につき１枚
（裏表紙）
、飲食クーポン・特産品引換券等が当たるプレミアム抽選券付き

物産の販路拡大
物産コーナー出店機会の
拡大・イベントの活用

WE LOVE とよたマルシェ
品揃え拡充

豊田ものづくりブランド
事業の活性化（P4へ）

大規模なイベントが中止されていま
すが、新型コロナウイルス感染症に
よる閉塞感を跳ね返すために地元事
業者にイベントへの積極的な参加、
自店舗での独自販促を応援します。

現在28店舗で展開中の
「WE LOVE
とよたマルシェ」
加盟店の品揃え拡充
を図り、スカイホールで催される競技
大会、地域イベントへの積極的な参
加を促すことで活気・賑わいの回復を
市民や来場者の皆さまに肌で感じて
いただきます。

新型コロナウイルス感染症の影響に
より工業系事業所においても販売・生
産活動の停滞が避けられないなか、
自社の優良保有技術・製品の訴求力
向上のために
「豊田ものづくりブラン
ド」の積極的な活用を市内の製造業
者にPRし、申請を
働きかけます。

2019-04

株式会社 ファインテクノ

ＳＮＳで店・品紹介

エアフロート式バリ取りアタッチメント ＡＦシリーズ

バリ取り加工の革新
ロボット活用で生産性向上

情報展開、制度提案等

エアフロート式バリ取りアタッチメント AFシリーズ

ふるさと寄付金（納税）

製品ラインナップ

◆ エアフロートのアタッチメントAF型 ◆

モータースピンドル

4〜８mm

5°

とよたcci.mail 2020／7月号

①独自のエアフローと機構により
モータースピンドル取付部が最大で 5°
傾き、
偏角した状態でラジアル方向に360°
可動可能。
②フロートエア圧を調整することにより
ワーク材質に合わせて、刃物の押し当て力を
調整可能。
型式

360°

取付可能スピンドル径

1 ワーク形状のバラツキを吸収可能

360°
最大 5°
（基点ａ）
アキシャル方向縮み量 5mm 4mm 8mm 8mm

３ 様々な材質のワークに対応可能

2 ロボットティーチングの簡略化が可能

ワーク材料に合わせて自在に
フロート力（刃物の押し当て力）
を調整可能

独自のエアフロート機構によりワークのXYZ軸方向の未測定部分を吸収
エアフロート部

（モータースピンドル取付部）
が

軸心から最大5°
傾き、偏角
した状態で、
ラジアル方向に
360°
可動。

製品・技術に関する
お問合せ

エアフロート部に供給するエア圧を
調整することにより、
フロート力（刃物の
を自在に調整。
押し当て力）

エアフロート部

（モータースピンドル取付部）が

注１. エア圧の調整には精密レギュレータ（標準付属品）を
使用してください。
注２. エア圧の調整範囲は0.05MPa〜0.2MPaです。
注３. ワークに刃物を押し当てる姿勢により、フロート力は
若干差異が出ますのでご注意ください。
注４. 電空レギュレータを使用することにより、
フロート力調整の
自動化が可能です。

アキシャル方向に8mm縮む
※AF10はアキシャル方向に
５mm縮む。

連絡担当者

開発部

AF10 AF20 AF30 AF40
̶
φ20 φ30 φ40

ラジアル可動範囲偏角度

エアフロートアタッチメント

［精密レギュレータ］

大槻 浩司（おおつき こうじ）

0565-59-3100

ＦＡＸ番号

0565-59-3101

製 品

「コロナ克服の今こそ ＷＥＬＯＶＥ とよた応援寄附金」
を募集します！
のプレミアム分等に充当します。皆さまのエールの気持
寄附金は、
「ＷＥＬＯＶＥとよた応援商品券」
ちがつながることで、事業者さまの支援とまちの活性化を目指します。ぜひ、ご協力ください。
あわせて、市外在住の方からの応援寄附金の返礼品として、市内で使える共通宿泊・飲食券への参
加事業者を募集します。詳細は、後日ご案内いたします。
【お問合せ】豊田市企画政策部企画課 TEL：0565ｰ34ｰ6602
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豊田商工会議所・ツーリズムとよた連携事業
感染症対策に取り組む事業者に向けて、店舗・事業所に掲示するポスターを配付しています。
今後、感染症対策をしているかどうかはお店選びの重要な条件になります。
お客さまへのPRにぜひご活用ください。
ポスターはツーリズムとよたHP内の
「コロナ対策宣言」
特集ページより
ダウンロードできます。
その際に店舗名・住所・連絡先の入力等が必要です。また、当所・ツーリズム
とよたでも配付しています。

当社主力商品のエアフロート式バリ取りアタッチメントAF型は、
マルチフロート機構を支える部分に
エアを使用しており、客先で刃具に掛かる力を自由自在に調整することが可能となっております。
このマルチフロート機構を支えるエア圧を電気制御にてコントロールすることにより、人がバリ取
りを行うのと同様なバリ取り作業が可能となる今まで市場にないバリ取りアタッチメントです。

「＃テイクアウトとよた」
等SNSを活用し、飲食業界の販促を応援します。 電 話 番 号
10

ポスターを活用して感染症対策をＰＲしよう

k.otsuki@ﬁne-techno.co.jp

もっと知りたい イマ旬企画！
豊栄交通株式会社
ホウエイ

ハイ

HOEiタク配

1回 1,000円（税込）

安心の地元タクシーの新企画！
HOEiタクシーがお店の料理をお届
けしてくれるサービスで、旧豊田市
エリアであれば一律1,000円/回
（税
込）
で利用できます。

株式会社ネット・フレンズ
ちゃおー

西三河の地域情報誌
「chaoo」
が監修・運営する、テイク
アウト・デリバリー情報専用のWebサイト。シンプルで見
やすく、地図やキーワードからも店舗検索ができ、使い勝
手も抜群です。
掲載店舗はなんと200店以上！
掲載申込も

【お問合せ】豊栄交通株式会社 営業部 TEL：0565ｰ28ｰ2326

お問合せ

いーつ

chaoo eats

とよた元気プロジェクト実行委員会 事務局

ちゃおー い ーつ

検 索

こちらから

※8月末まで掲載無料

TEL：0565ｰ32ｰ4595（丹羽・深見・成瀬）
とよたcci.mail 2020／7月号
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行動する豊田商工会議所

会員事業所紹介

8月31日(月)
締切！

新規 訪問型オーダーインソール製作
創業
石原靴店

製造業と情報通信業の支援制度

豊田ものづくりブランド 自社技術・製品を新たな販路へ！
新型コロナウイルス感染症は産業にも大きな影響を与えています。今こそ自社技術・製品の新たなビジネスチャンス
創出のための支援策
「豊田ものづくりブランド」
をご活用ください！

直接支援

①大型展示会への共同出展もしくは販路拡大のための個社支援
間接支援

①商工会議所・市・支援機関等の広報媒体への掲載
昨年度はテクニカルショウヨコハマへ共同出展

③認定技術・製品のパンフレット作成

申請について

④大学等の合同企業説明会への参加 等

【申請対象】
既に実用化されており、市場に投入された、また
は投入予定の技術・製品。
申請方法等詳細は下記HPをご覧ください。
ご連絡をいただければ
担当者がすぐに
説明に伺います！

☆申請書はとよたイノベーションセンターの支援
を受けながら作成できます。
とよたイノベーションセンター
その他
①認定期間は2年間、その後1年ごとの更新制
②認定登録料年2万円が必要
③ご提出いただいた資料は返却いたしません
※審査等に関するお問い合わせには一切お答えいたし
かねます。

豊田ものづくりブランドHP

https://toyota-mb.com/

お問合せ
申請先

幼少期より頭痛持ちで体が弱く、
学生時代にバスケットボールで
靱帯を損傷した際に病院の治療では良
くならなかったため独学で勉強を始め
ました。靴業界で経験を積むうちに原
因が自分の足にあるということが分か
り、足に関する基礎知識と靴合わせの
技術を習得（FHA上級シューフィッ
ター資格認定）
しました。得た知識を活
かして同じ悩みを抱えた方のお手伝い
が出来ればと創業を決めました。

A

認定されるとさまざまな方法で
販路拡大を支援します！（一例）

②マスコミ・企業等へのPR支援

Q 創業のきっかけは？

豊田ものづくりブランド事務局（当所会員支援G 前田・伊藤）
TEL：0565ｰ32ｰ4594 メール：ito@toyota.or.jp

ॸঞডشॡ३থॢঝউছথ
23⋻भ ৈசWi-Fi
ৢٷඐৎभজ५ॡ॑ೂٷ

ॹॖ ঘش५ উছথ

Q 仕事内容は？

Q 今後の目標は？

お客さまのもとへ伺い、計
測を行った後、作業車にて
オーダーメイドのインソールを作
成します。作 成 後も半 年 以内に
無 料 訪 問 調 整 によるアフター
フォローを重視し、お客さまと末
永くお付き合いさせていただき
ます。お時間が取れない方や小
さいお子さまのいる家庭など、ご
都合に合わせて訪問させていた
だきます。

A

スポーツクラブに所
属されているお子さ
まやご両親に足の大切さ、
靴の履き方、選び方などを
楽しく学んでいただける機
会を設け、骨が発達する幼
少期に足に合った靴を使
用することの大切さをたく
さんの方に伝えていきた
いです。

A

石原靴店

\42,00 0

ओ৺मؚउਗ਼ਵपथ
उணाৣऔः؛ીവ

(\6,000/1ຠ)

ં તमؚ१ شঅ५મ؞ઘ ाद ओकः ऽघ؛

䛈471-0027 ᝅဋࠊշٶထ2ɠႸ160ဪ⇮⇟⇍⇌ ⇈⇎⇕⇟∝∈⇙ ע
TEL:0565-31-2211 http://www.t-castle.co.jp
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作業車でお伺いします！

「会報見たよ！」で
【住所】豊田市美里3ｰ10ｰ1 スピカトゥールス206
1Set 22,000円（税抜き）より3,000円引き
【営業時間・定休日】不定（訪問型のため）
【TEL】090ｰ7957ｰ1430 【メール】orderinsole.mj23@gmail.com
【HP】https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000105054
ツクツクHP

Instagramアカウント

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 TEL：0565ｰ32ｰ4594

フォークリフトのことなら

スズヒロフォークリフト
売り手と買い手がともに満足し、さらに社会への貢献もでき
るのが良い商売である と、近江商人が大切にしていた「三方よ
し」の考えを基本方針として、全国でも数少ないフォークリフトを
専門に扱う「スズヒロフォークリフト」。
レンタルや販売だけでな
く、修理や点検など、フォークリフトのことなら何でも対応してく
れます。この方針を基に発案した「置きリフト 」。お客さまの敷地
内に置いたまま使った分だけ後払いするシステムで、たまにしか
使わないけどないと困る、月額制のレンタルだと費用がかかるな
ど、お悩みの方にぴったりです。
また、スズヒロフォークリフトではお客さまの使用状況や環境
に合わせてさまざまな角度から最適な提案を行っています。コス
トダウンのひとつとして、従来の倍の連続稼働が可能なリチウム
イオン電池搭載のBYD社製フォークリフトを導入しており、バッ
テリーの耐用年数も長いため買換えコストを大幅に削減すること
ができます。さらにBCP（事業継続計画）対策として、大手企業
さまからも好評の、
「リフト電電」という製品は、専用のコードを
フォークリフトに繋げるだけで家庭用電源として使用できるた
め、災害時の重要システムの電源確保として有効活用すること
ができます。

代表の鈴木さんは、
「事故のない現場で利用者やそのご家族
が安心して日常を送れるように、安全を追求していきたい。」との
想いから、年間で約2,000件起きるフォークリフトによる事故を
減らそうと、現在AIカメラ搭載の車両の開発にも力を注いでいま
す。挑戦し続けるスズヒロフォークリフトは今後、東南アジアを中
心に良質な日本製のフォークリフトを提供することでインフラ整
備に役立て、
「製造業と物流業の良きパートナーとして成長して
いきたい」と考えています。
現代においても受け継がれる近江商人の考えは商売をするも
のにとって原点に戻ることの大切さを教えてくれるだけでなく、
私たちの日常生活においても当てはめることができるでしょう。
（文責M・Y）

所有フォークリフト数は東海トップクラス！

\5,50 0

Day7क़ॖشॡ(7ຠ)

ともみつ

智光さま

興味を持っていただけた方は
ぜひ、
ご覧ください！

6:00-21:00

৴ຠউছ থ

代表の石原

スズヒロフォークリフト株式会社

「会報見たよ！」で
【住所】豊田市広久手町7ｰ12
フォークリフトの出張買取査定無料！
【TEL】0565ｰ32ｰ6860 【FAX】0565ｰ32ｰ6869
【メール】info@suzuhiro.co.jp 【HP】https://www.suzuhiro.co.jp/

仲の良い職場です

スズヒロ
フォークリフト
スギ
薬局

153

CAFE
555

エディオン
豊田本店

小坂町
10丁目
三軒町
8丁目

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・山下）
とよたcci.mail 2020／7月号
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商工会議所サポート

商工会議所サポート

「安心」あっての、経営

商工会議所会員向け保険制度のご案内

この保険は、当所会員事業所の経営リスクの担保、および従業員の皆さまへの福利厚生の充実を目的としています。
団体割引が適用された保険料でご加入いただける団体保険制度です。ぜひ、ご利用ください。

新おいでん共済の保障内容についてのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、当所の生命共済制度「新おいでん共済」
に、新型コロナウイルス感染症
が下記のとおり災害保険金としての支払い対象となりました。
「不慮の事故により死亡したとき」
または
「不慮の事故により高度障害状態になったとき」※に、新型コロナウイルス
感染症が該当し、災害保険金が上乗せされることにより２５０万円／口数 が支払われます。
※入院・治療における入院給付金の
「不慮の事故」
は対象外。

業務災害補償制度

休業補償GLTD※

企業を労働災害から守る

最大割引

新しい福利厚生制度構築

58％

最大割引

ビジネス総合保険制度
企業を事業経営から守る

最大割引

サイバーリスク
情報漏えい総合補償プラン

不慮の事故により死亡したとき

20％

※GLTD ＝ 団体長期障害所得補償保険（従業員等が病気やケガにより就業できなくなったとき、有給制度や健康保険だけでは補えない所得の
喪失を長期間にわたり補償する保険）

労働事故に対する企業防衛は万全ですか？
労働災害の判例と発生状況

〈死亡保険金（主契約）〉
高度障害

最大割引

〈死亡保険金（主契約）+災害保険金〉
上記以外の事由により死亡したとき

企業を労働災害から守る

28％

口数

お支払事由

死亡

例えば…

20％

〈 保 障 内 容 〉主契約：定期保険（団体型）／特約：入金給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約

不慮の事故により高度障害状態の
いずれかになったとき
〈高度障害保険金（主契約）+災害高度障害保険金〉
傷害または疾病により高度障害状態の
いずれかになったとき
〈高度障害保険金（主契約）〉

1口

2口

3口

4口

5口

6口

7口

8口

250 万円 500 万円 750 万円 1,000 万円 1,250 万円 1,500 万円 1,750 万円 2,000 万円
50 万円 100 万円 150 万円 200 万円 250 万円 300 万円 350 万円 400 万円
250 万円 500 万円 750 万円 1,000 万円 1,250 万円 1,500 万円 1,750 万円 2,000 万円
50 万円 100 万円 150 万円 200 万円 250 万円 300 万円 350 万円 400 万円

※２口以上加入されている方(１年以上継続)は、
１週間以上の病気入院により当所独自の給付制度
「病気入院見舞金」
の給付対象となります。

「新おいでん共済」の詳細については、当所職員またはアクサ生命保険（株）豊田営業所までパンフレットをご請求ください。

1 原木落下による事故により
後遺障害発生
損害賠償額 1億6,500万円
〈判決の概要〉玉掛け作業に使用してはならないロープ
を使用し、無資格者や法定教育
を受けていない作業者にクレー
ン操作などを行わせた結果、事
故が発生したとして、会社側の
安全配慮・義務違反を認め損害
賠償を命じた（過失相殺無し）。

3 長期間の過重労働で
うつ病を発症し自殺
1億1,100万円で和解
〈判決の概要〉自己申告の勤務表と
勤務実態が合っていないことを、会
社側は一定認識しながら長期間にわ
たる長時間労働を放置していたと認
定。会社側に安全配慮義務違反で損
害賠償（過失相殺なし）を一審判決は
命じた。その後高裁にて和解。

2 暴言、暴行、退職強要等
パワハラにより自殺
損害賠償額 5,400万円
〈判決の概要〉会社役員による暴言・暴行・退職強要など
があった事実を認定し、これらの行為は不法行為に該
当するとされた。結果として、会社
役員の不法行為と被災者の死亡と
の間には相当因果関係があるとさ
れ、会社と会社役員に対して、合計
5,400万円の損害賠償を命じた。

4 運送会社のドライバーが業務中に
単独事故を起こし、後遺障害発生
1億400万円で和解
〈判決の概要〉事故発生から１年後に
突然、弁護士から「居眠り運転をした
原因は、長時間労働などにあるため、
会社側の安全配慮義務違反による債
務不履行責任での損害賠償を請求
する」という訴状が届いた。その後、
裁判で争われ１億400万円で和解。

今月号折込みのパンフレット
「保険制度のご案内」
に同封のヒアリングシートを完成させることで、
より良いサポートが可能です。ご記入後、FAXにてご返送ください。

お問合せ
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事業推進部 TEL：0565ｰ32ｰ4569
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事業推進部 TEL：0565ｰ32ｰ4569
引受保険会社 アクサ生命保険
（株）
豊田営業所

お問合せ

TEL：0565ｰ34ｰ3063

経営セーフティ共済の特例措置について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者の皆さまに、特例措置が講じられましたので、お知らせします。

b 掛金月額を減額する

掛金納付期限の延長等

事業規模縮小、事業経営の著しい悪化、疾病または負傷、

a 掛止めをする

危急の費用支出といった場合には、掛金月額を減額するこ

掛金総額が掛金月額の40倍に相当する額に達している
場合、納付の掛止めができます。
●掛止め
（a）
と掛金月額の減額
（b）
の手続きを同時に行
うことができます。
●掛金の掛止め
（a）
により掛金納付月数が40か月以下と
なる場合、解約事由により解約手当金が掛金の額を下
回ることがありますのでご注意ください。
お申し出により、掛金の納付を再開することもできます。
お問合せ

中小企業基盤整備機構 共済相談室

（月額5,000円まで減額可。※5,000円単位）
とができます。

c 掛金の納付期限を延長する
2020年11月分までの掛金の納付期限を延長することが
できます。延長期間が終了した翌月から、掛金を延長分と
当該月の2か月分ずつ納めていただくことになります。
（ご請求する金額が、通常の倍額となりますのでご注意く
ださい）

TEL：050ｰ5541ｰ7171（平日 9：00〜18：00）

新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置は他にもございます。詳細はHPをご確認ください。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster̲relief̲r2covid19̲t.html

とよたcci.mail 2020／7月号
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相談ナビゲーション

Sou-navi

からのお知らせ

令和2年分の所得税確定申告から

65 万円 の 青色申告特別控除 の
適用要件 が 変わります！

令和2年分の個人の方の所得税について、下記のとおり変更となります。
●青色申告特別控除額 現行65万円 ⇒ 改正後55万円
●基礎控除額 現行38万円 ⇒ 改正後48万円

●従来の65万円の青色申告特別控除の適用要件に加えて、e-Taxによる申告（電子申告）または電子帳簿保
存を行うと引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます

【改正前】
青色申告特別控徐
基礎控徐
合計
控除金額

【改正後】

（従来の特別控除要件）

65万円

55万円

38万円

48万円

103万円

103万円

65万円の新要件
1 e-Taxによる申告

⇒ ご自宅等のパソコンにより、e-Taxで確
定申告書および青色申告決算書のデータを
提出（送信）する必要があります。
※税務署（確定申告会場）のPCでは、青色申告
決算書等のデータをe-Taxで送信することは
出来ないため、65万円控除を受けられません
のでご注意ください。

【改正後】

（従来の要件＋新要件）

65万円

48万円
113万円

（10万円UP！）

控除金額65万円を受けるためには、
下記の①〜④全てを満たす必要があります。
①青色申告承認申請書を期限内に税務署に提出
している
②複式簿記で記帳している
③確定申告書類を期限内に提出する

従来の
要件

④e-Taxを利用して申告書および青色申告決
算書を提出する、または電子帳簿保存法に
対応する会計ソフトを用いて記帳かつ電子
帳簿保存の承認申請書を税務署に提出する

新しい
要件

2 電子帳簿保存について

⇒ 一定の要件のもとで帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度
の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前までの日までに申請
書を税務署に提出する必要があります。令和2年分の所得税確定申告から65万
円控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳につ
いて、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付けおよび保存を行う必要
があります。令和2年分に限っては、令和2年9月30日までに承認申請書を提出
し、同年中に承認を受けることで65万円控除を受けることができます。

※電子帳簿保存の場合、定められている要件をクリアする必要があります。使用する会計ソ
フトが要件に対応していないと、65万円控除を受けられないため、要件をクリアしている
か事前に販売元等に確認しておきましょう。

詳細は国税庁HP（www.nta.go.jp）で確認、または最寄りの税務署までお問い合わせください。

第32回 中小企業新技術・新製品賞
ソフトウェア部門 奨励賞 受賞製品

工場長が驚いた。
エクセル × IoT で生産力の 限界突破
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情報PLUS１

進んでいますか？

働き方改革のはなし

SDGsを活用して持続可能な事業者を目指そう！

Part3

5月号よりご紹介をしてきた働き方改革について、最終回となる今月は、実際に働き方改革に取り組む当所会員事
業所さまの事例をご紹介します。

SDGs
（エスディージーズ）
とは持続可能な開発目標の略称で、2015
年9月に世界のリーダーによって国連で決められた国際社会共通の目
標です。

制度利用者の声を反映し、より良い制度と より柔軟な対応を
豊田市・みよし市・長久手市をエリアとして、放送と通信事業を中心に手
掛けるひまわりネットワーク。
「『安心して長く』働くことができること。」をキーワードに、男性の育児休
業の取得促進や勤務間インターバルなど新制度を設けました。制度を利
用した従業員からの意見や要望をフィードバックし、次の制度づくりに活
かしています。
階層や職種に応じた研修や資格取得の補助制度によるキャリア形成を
行っており、今後はグループ会社の垣根を超えた教育の場を設け、グ
在宅勤務や通勤方法の転換を図り環境を整えています。
ループ一体となってさらなる成長を目指した取り組みを計画しています。
職場づくりの取り組みが評価され、
「令和元年度豊田市はたらく人がイキイキ輝く事業所」では
はたらく人が
イキイキ大賞を受賞しました。

イキイキ輝く事業所

企業情報

群青

ひまわりネットワーク株式会社 住所：豊田市若草町3-32-8
TEL：0565ｰ35ｰ3311（代表）

SDGsとは

★SDGｓは
「17の目標」
と
「169のターゲット
（具体目標）」
で構成され
ています。
「誰ひとり取り残さない」
という理念のもと、持続可能な社会
を実現するためには、国家・行政機関だけではなく、社会・環境・経済に
大きな影響をおよぼしている民間企業・事業者の取り組みが非常に重
要となります。

SDGsの17の目標

企業活動とSDGsのつながり
SDGsが関係するのはグローバルな取り組みだけではありません。
事業者が行う事業はもちろん、普段から取り組んでいる節電や節水、社員の福利厚生など、事業者の行動全てがSDGsにつながります。
HV・EV・FC車の利用
レジ袋削減

IT化による
ペーパーレス

リサイクルの
推進

節水

フードロスの
削減

交通安全・
バリアフリー化

子育て・働き方改革・
共済など
キャッシュレス・介護支援 従来の福利厚生

詳しくはP.13をご覧ください

HP：https://www.himawari.co.jp/

障子を開けてみよ 外は広いぞ

青年部活動報告

SDGsは事業者にとってどう役に立つのか

メンバー間での鼓舞激励
新型コロナウイルス感染症の影響で6月も活動自粛を余儀なくさ
れましたが、
ＳＮＳ
（Ｌ
ＩＮＥ）を利用した「オープンチャット」というグ
ループを作成し、メンバー内での情報の交換や自企業のＰＲの機
会を創出しました。岩崎洋平会長は率先して「国・県・市」からの持
続化給付金を始めとする各種支援策について分かりやすくメン
バーに伝えました。メンバー同士、助け合いながらこの危機を乗
り越えていきます。

〈SDGsの活用によって期待できる4つのポイント〉
1
事業者イメージの向上

ポイント

県からの支援金情報について説明を受ける
岩崎洋平会長（左）
と鈴木雅博委員（右）
（愛知県議会議員）

SDGsへの取り組みをアピー
ルすることで、多くの人に
「こ
の事業者は信用できる」、
「こ
の事業者で働いてみたい」
と
いう印象を与え、より多様性
に富んだ人材確保につなが
るなど、事業者にとってプラ
スの効果をもたらします。

2
社会の課題への対応

ポイント

SDGsには社会が抱えている
さまざまな課題が網羅されて
いて、今の社会が必要として
いることが詰まっています。
これらの課題への対応は、経
営リスクの回避とともに、社
会貢献や地域での信頼獲得
にもつながります。

3
生存戦略になる

ポイント

4
新たな事業機会の創出

取引先のニーズの変化や新
興国の台頭など、事業者の生
存競争はますます激しくなっ
ています。今後は、SDGsへ
の対応がビジネスにおける取
引条件になる可能性もあり、
持続可能な経営を行う戦略
として活用できます。

取り組みをきっかけに、地域
との連携、新しい取引先や事
業パートナーの獲得、新たな
事業の創出など、今までにな
かったイノベーションやパー
トナーシップを生むことにつ
ながります。

ポイント

皆さまの事業活動がSDGsにつながる

目標はひとつでもＯＫ

〜まずは、自社・自店で実践可能な目標から取り組んでいく〜
SDGsは社会貢献的な色彩を強めたり、何か特別なことをしたりするのではなく、日々の事業活動として
取り組んでいることがSDGsにつながります。

実践可能な目標から挑戦

豊田市の取り組み
豊田市はSDGs達成に向けた取り組みをリードしていく自治体
「SDGs 未来都市」
として内閣府から選定されました。
「エネルギー」
「モビリティ」
「ウエルネス」
を重点に、SDGs達成に向けた取り組みを広げています。
また、昨年11月からはSDGｓに取り組む企業・団体等で構成した【とよたSDGｓパートナー】
と共働し、豊田市内外で広く
SDGｓ普及啓発をしています。とよたSDGｓパートナーは、随時募集しています。詳しくは、以下のHPをご覧ください。
検 索
とよたSDGｓパートナーを募集
https://www.city.toyota.aichi.jp/boshu/1032945.html

10

【参考】環境省 持続可能な開発目標（SDGs）の推進 http://www.env.go.jp/policy/sdgs/index.html
豊田市「SDGs（エス ディ ジーズ）未来都市とよた」https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/juten/1025483.html
とよたcci.mail 2020／7月号

とよたcci.mail 2020／7月号

11

news
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26

報 告

news

最新情報をお届け！

.news

第37回豊田市中心市街地
活性化協議会 全体会

お知らせ

令和元年度事業報告・収支決算報告、令和2年度事業計画・収支予算の承認および、
一般社団法人TCCMの活動報告等を行いました。当中心市街地においても新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響を受けるなか、大きな節目の年であると捉え、この変化
に対策を講じながら、関係各所との連携を密に、諸事業に取り組んでまいります。
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報 告

当所にマスク・
並びに消毒液を
寄贈いただきました

アクサ生命さまより、中小企業
への公的助成金や融資制度の
申請の対応窓口となる職員の
感染を防止に役立ててほしい
との主旨で、新型コロナウイル
ス感染症防止資材（マスク・消
毒液・飛沫感染防止段ボール
シールド）を寄贈いただきまし
た。寄贈いただきました資材は
有効な方法を検討し、活用さ
せていただきます。

報 告

「とよたPR大使」
募集中止のお知らせ

まちづくり法人国土交通大臣表彰
TCCMが審査委員長賞を受賞

豊田市中心市街地活性化協議会の事業推進団体である一般社団法人
TCCM※（以下TCCM）は、
「第９回まちづくり法人国土交通大臣表彰」にお
いて審査委員長賞を受賞しました。受賞理由の１つに「あそべるとよたプロ
ジェクト」の事務局としての取り組みが挙げられました。TCCMと豊田市が連
携し、豊田市駅周辺の７つの公共的空間（道路、広場、民地）利活用の手続
きをワンストップ化する仕組みを構築。公共的団体のイベントが多かったまち
なかで民間主体かつ複数の広場を
使うケースが増え、まち全体に賑わ
いを生み出しています。今回の入賞
を機に、一層より良いまちづくりに向
けて事業を推進していきます。

豊田市の魅力を発信する「とよたPR大使」第8期の募集
は、新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、中止させ
ていただきます。
応募を検討していただいている皆さまには大変申し訳ござ
いませんが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
なお第8期は、現とよたPR大使である3名を再任予定です。
お問合せ

とよた元気プロジェクト実行委員会
事務局 丹羽・深見・成瀬
TEL：0565ｰ32ｰ4595

お知らせ

「とよた産業フェスタ2020」
開催中止のお知らせ

毎秋豊田スタジアムで開催している「とよた産業フェスタ」の
本年度の開催は、新型コロナウイルス感染症拡大防止を最優
先に考え、中止とさせていただきます。
出店・出展希望の皆さまや、例年当事業にご協賛いただいてい
る企業の皆さま、また開催を楽しみにしていただいていた皆さ
まには、大変申し訳ございませんが、ご理解くださいますよう、
お願い申し上げます。
お問合せ

とよた産業フェスタ実行委員会
事務局 丹羽 TEL：0565ｰ32ｰ4595

レジ袋有料化がスタートします。

お知らせ

2020年7月1日より、全国一律でプラスチック製買い物袋が有料化されます。プラスチック製買い物袋を
扱う小売業を営む全ての事業者が対象となっています。詳細はHPをご覧ください。またご不明点等ござい
ましたらお問い合わせ窓口にご連絡ください。
お問合せ

り
1日よ
7月
が
年
0
化
202 袋有料 す
レジ トしま
ー
スタ

レジ袋有料化お問い合わせ窓口 【事業者向け】0570ｰ000930 【消費者向け】0570ｰ080180
HP：https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag̲top.html
レジ袋有料化 ７月1日スタート

※TCCM …
Toyota City Center Management
（豊田市中心市街地のエリアマネジメント）の頭文字から。

検 索

豊田市産業部産業労働課では、
「はたらく人がイキイキ輝く事業所」を募集しています。
5
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25年の永きわたり、豊田税務署管内青色申告会会長をお努めいただき、
この度退任されました有限会社三貴フラワーセンターの小嶋三千男さま
に、多大なる会の発展にご尽力され
た功績を称え、丸山豊田税務署長、
三宅会頭の両氏から感謝状の授与
をさせていただきました。当日は、有
限会社三貴フラワーセンター代表
取締役小嶋美智代さまに代理で感
謝状並びに記念品をお受け取りい
ただきました。

お知らせ

持続化給付金申請
サポート会場（当所４階）
について

5月21日より当所4階で開設していま
す「持続化給付金申請サポート豊田会
場」は7月も引続き開設していますの
で電子申告での申し込みが困難な
方は、ぜひご利用ください。
日

時

お問合せ

9：30〜17：00

（土日祝含む）

TEL：0120ｰ115ｰ570
※完全予約制

特定技能ビザ！

実績のある
登録支援機関である

人事担当者様に朗報！
弊社支援担当者が
弊社で１号特定技能ビザ取得の実績！
仕組みをご説明させ
特定技能ご検討の企業担当者様は
ていただきます！
今すぐ㈱メイクワンにお問合せ下さい！

関係各所より

報 告

豊田税務署管轄内青色申告会
小嶋前会長に感謝状を贈呈しました

ワーク・ライフ・バランスの推進をはじめ、誰もが働きやすく、働きがいのある職場づくりの取り組みを積極的に進め
ている優良事業所を表彰します。
■受賞特典 特に優れた事業所には右のシンボルマークを交付するとともに、市就労支援室や各種イベント等で学
生や求職者向けにPRするほか、受賞事業所の取り組みは事例集に掲載し紹介します。
■募集期間 2020年7月1日〜8月３１日（月） ■お申込み・お問合せ 豊田市産業部産業労働課 TEL：0565ｰ34ｰ6774

豊田市・とよた元気プロジェクト コラボ企画！「地産地食 グルメキャンペーン」の参加店舗募集
店舗でキャンペーンの対象となるメニューを飲食またはテイクアウトしたお客さまにWE LOVE とよたシールを配布。シールを集め
て応募したら、抽選で賞品を送ります！キャンペーンでは、豊田市産の農産物を使用したメニューをシールの対象メニューとします。
■実施期間 2020年９月１日（火）〜１０月３１日（土） ■対象店舗 市内地産地食応援店（飲食店）
（2020
■キャンペーン参加方法 豊田市農政課HPから申込用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、お申し込みください。
年７月１7日（金）申込締切）※地産地食応援店にご登録いただいていないお店で地産地食の活動にご興味あるお店については、
豊田市産業部農政課までご連絡ください。 ■お問合せ 豊田市産業部農政課 TEL：0565ｰ34ｰ6640

複 眼 の フロントライン・ソリューション
キョウエイは各分野のプロが繋がって、
三つの視点で現場のお困り事を解消します。
ベスト
プロダクツ

見本
ものづくり
マーチャンダイジング
ロジスティックス

見本

外国人人材紹介で15年の実績！

この15年間で延べ120社に
約30,000人の紹介実績！

(サポート)

(プランニング
＆サプライ)

クロスメディア
デザイン

現場の
お困り事

ベスト
ファシリティ

(サポート)

ベスト
コミュニケーション

(マネジメント)

(プランニング)

オフィス
ファクトリー
(サポート)

帝国データバンクで紹介された

http://www.toyota-kyoei.co.jp
（派）23ｰ301429
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相談所より
専門家の力を借りたいとき、サッと手配します
税務相談

13：30〜17：00 本所 21日（火）

金融公庫相談

当面の間中止します
13：30〜15：00 本所 毎週木曜

信用保証相談

13：30〜16：00 本所 第2水曜

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。

13：30〜17：00 本所 第3月曜

商取引・債権回収・交通事故・契約等のトラブルの相談に応じます。

自社株まわり相談

13：30〜16：00 本所 第2火曜

自社の株式に関するご相談に、
名古屋中小企業投資育成株式会社の職員が応じます。

行政書士相談

13：30〜16：30 本所 第3水曜

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、
契約書の作成等について相談に応じます。

働き方改革無料相談

13：30〜16：30 本所 第3火曜

《お問合せ・予約申込みなど》 愛知働き方改革推進支援センター

0120ｰ552ｰ754

FAX：052ｰ747ｰ5640

※予約がなくても対応しますので、
お気軽にご相談ください。

13：00〜17：00 毎週木曜

雇用調整助成金等の支給申請のご相談に社会保険労務士が応じます。

E

2

3

C 4

F

7

8

9

場 所 本所

販売促進相談

11

12

D

B

C

D

発明特許相談

労務相談

集客・売上アップのためPOP・ アイデア・デザイン・意匠登録・商標・ 賃金・社会保険・就業規則・
DM・イベントの相談に応じます。 サービスマーク等相談に応じます。 時短対策等相談に応じます。

《お問合せ・お申込み》
●本
所 TEL：0565ｰ32ｰ4594
●高岡支所 TEL：0565ｰ52ｰ3047
●松平支所 TEL：0565ｰ58ｰ0025

●上郷支所 TEL：0565ｰ21ｰ0019
●猿投支所 TEL：0565ｰ45ｰ1212
（受付時間 8：30〜17：30）

相談日の前営業日午前中（行政書士相談は相談日の2週間前、
自社株まわり相談日
は7日前）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。

IT相談
※新型コロナウイルス感染症の影響により会場
変更もしくは延期・中止の可能性もございます。
HP作成やソフトの操作方法（Word、
Excel、
PowerPoint、
Access）、
IT活用、
パソコントラブ
ルなどITに関するさまざまな相談に応じます。

日時

7/21（火）、
8/18（火）
14：00〜17：00

場所

本所

IT
相談員

3名

定員

株式会社ＩＴイノベーション
ＩＴコーディネーター
秋山 剛氏 福田 明弘氏

事業推進部 TEL：0565ｰ32ｰ4569

●□に入るのはカタカナ１文字です
●「ァ・ィ・ゥ・ェ・ォ・ャ・ュ・ョ・ッ」などの小さい字
（促音・拗音）は、大文字の「ア」や「ツ」として１文字とします
（例：
「ショック」→「シヨツク」）
●濁音や半濁音は１文字として数えます
●A〜Fに入れた文字を並べると、ある言葉が完成します

1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
10 .

航海上の距離の単位
茨城県にある巨大立像の「○○○大仏」
ケーキやパイなどのこと
麺類も人間もコレは大切
暦の上で冬が始まる日
ジョナゴールドや紅玉がある
釣竿の糸巻き取り装置
体温計をココに挟む

1.
3.
5.
6.
8.
10 .
11 .
12 .

1

2

3

シ シ

5

4

ガ ヨ ウ シ
ウ

6

9

C

ン

10

11

レ ツ セ イ

12

13

カ ク ン

A

E 7

イ

ワ イ ン

ナ ガ ノ
イ
B

C

E

F

正解者のなかから15名さまに

『猿投温泉 日帰り入浴
をプレゼントします。
平日無料券』

A

キ シ

D

E

シ ナ ノ ガ ワ

習字は書道、生け花は？
上下はタテ、左右は？
物事の始めと終わり
飛行機が飛び立つこと
北海道の有名な昆布の産地
シャーロック・ホームズの助手
四字熟語「○○壮大」
スタート⇔？

応 募 先

〒471ｰ8506 豊田市小坂本町1ｰ25
ハガキ、またはメールに ①クイズの解答
②気になった記事 ③氏名
豊田商工会議所 総務部 宛
④郵便番号・住所 ⑤事業所名
メール：somu@toyota.or.jp
⑥その他感想を明記し、右記までご応募ください。
応募締切

A

B

カ イ ナ

D
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ご来店特典

※１枚につき
１室（３泊）まで

下記共通クーポンを切り取ってご利用いただけます ※お会計前にご提示ください

フォレスタヒルズ

【岩倉町】

食事10％割引

※1枚につき4名さままで利用可

7月22日（水）到着分まで

※当選者の発表は、景品の発送をもってかえさせ
ていただきます。
※ご応募された方の個人情報は、当選者の選定・発
送以外は使用いたしません。

名鉄トヨタホテル

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ほうが割安です

※他の割引との併用不可
※1枚につき4名さままで

【予約先】0565-35-6611 https://toyota-hotel.co.jp

shyna シエナ

【喜多町】

美白フェイシャル＋首美白（60分）
7,560円 →

宿泊１
０％割引

ＴＥＬ：090−1234−0703

【西町】

カラーリングリタッチ料金

3,218円

ホテル金泉閣

1泊2食、昼食、
夕食の基本料金より

【予約先】ＴＥＬ：0565−45−6111
https://www.sanageonsen.jp

脱毛サロン Punana

※1枚につき4名さままで

【予約先】
ＴＥＬ：0565−42−5717

ＴＥＬ：0120−890−901

【十塚町】

１０％割引

【ペア（2人まで）】さらに1人あたり500円引き（40分）
ＴＥＬ：090−3550−7016（10：00〜20：00）

ご優待券・クーポンに関するお問合せ
とよたcci.mail 2020／7月号

１０％OFF

ハウスクリーニング

共通クーポン

50球追加

豊田商工会議所会報 2020.7月号

知 って
い

【曙町】

http://migax.net

はんこ屋さん21豊田店【元城町】
名刺・封筒の
初回データ作成代

コピー可

●お一人さま1回1枚限り有効 ●他券との併用不可
●有効期限 2020年8月10日まで

※他の割引との併用不可

※他の割引との併用不可

有限会社 真栄コーポレーション
【丸山町】
アイクリーナー

トヨタセントラルゴルフ【宮前町】

全てのサービス１０％ＯＦＦ

（月〜木 17:30〜22:00のみ利用可）
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【四郷町】

ＴＥＬ：0120−85−1907

天ぷら 御食事処 まつ葉【御幸本町】 車のコーティング
ＭＩＧＡＸ ＮＢ（株）

身体も心もあったか、ポカポカ
よもぎむし（40分）

※ご予約時に「クーポン利用」とお伝えください
※他券との割引併用不可 ※チェックイン時にご提示ください

【予約先】
ＴＥＬ：0565−33−7337
http://www.toyotahotels.co.jp

ＴＥＬ：0565−58−2900

飲食代１
０％割引

※チェックイン時にご提示ください

シティホテルアンティーズ【神明町】

（2,200円 or 5,200円スマイルカードは除く）

ＴＥＬ：0565−42−4266

よもぎ蒸し専門店
ビバ・ピール

げんき食堂
WAKU家

300円割引
宿泊
20％割引
飲食
テイクアウト10％割引
入泉
2,300円を 1,500円

1,200円
宿泊１
０％割引
小人通常
300円 10％割引
大人通常
1,500円を

プリペイドカード
新規ご購入時に

※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

※上限3,000円まで

【加納町】

ＴＥＬ：080−6972−9190

かみいろ美人

プラザホテル
豊田

【豊栄町】

【予約先】ＴＥＬ：0565ｰ29ｰ1811
https://www.plaza85.co.jp

最大５０％OFF（完全予約制）

※毎月先着10名さま限定（完全予約制）

本格焼肉
ビアガーデン

※基本料金より20％割引
※他の割引との併用不可

猿投温泉金泉閣
岩風呂
入泉料

プラザホテル豊田

メンズ
サウナプラザ

子供脱毛（高校生まで）通常料金より

4,000円

通常3,758円 →

豊田プレステージホテル【喜多町】

【予約先】ＴＥＬ：0565−34−5555
http://www.prestige-hotel.com

シーズナルキッチン『ル・ボナール』
日本料理『御河』
・鉄板『欅』
・中華料理『万陽華』

お食事１
０％割引

新型コロナウイルス感染症の
影響により時短営業・臨時休業
中の店舗・施設がございます。

※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

【喜多町】

※要事前予約

通常700円を

【予約先】ホテルトヨタキャッスル ＴＥＬ：0565−31−2211

対象店舗で使える！ 共通クーポン

（受付時間 9：00〜17：00）

豊田市温浴施設
じゅわじゅわ入場券

ホテルトヨタキャッスル宿泊優待
宿泊３０％割引券

TEL：0565ｰ32ｰ4567

お問合せ

本所 のみ

販 売

受付で「会報を見た」とお伝えください。

【レストラン】レストランフォンターナ・和処 花乃里
【予約先】ＴＥＬ：0565−58−3500
https://www.forestahills.jp

FAX：0565ｰ34ｰ1777

先月号
の答

割 引

※他の割引との併用不可

記入事項 事業所名、
受講者名、
年齢、
TEL、
ＦＡＸ

応募方法

10

A

B

平日13：30〜17：00

日時

（エコアクションのみ〜16：30）
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。

ヨコのカギ

タテのカギ

5
6

開催は原則、お申し込み後2週間以内

ルール
タテとヨコの問題を解いて、白い□を埋めてください。
注意点

クロスワードパズル

とよたcci 会員のうれしいご優待！

要予約

《お問合せ・お申込み》下記の事項をご記入の上、
ＦＡＸにてお申し込みください。

「雇用調整助成金」等の個別相談

1

ご希望の日に開催

エコアクション21環境経営相談

記帳方法・税額計算・消費税の仕組み等相談に応じます。

法律相談

無料の専門相談

得得コーナー

50％OFF

ＴＥＬ：0565−32−3253
https://hankoyasan21.net

担当 山下・早坂 TEL：0565ｰ32ｰ4567

おきた

用語集

− 近年よく耳にする言葉の意味を知ろう −

16

レジ袋有料化とは？

2020年7月1日より全国一律でプラスチック
製レジ袋の有料化義務化が始まり、プラスチッ
ク製買物袋を扱う小売業を営む全ての事業者
が対象。国連の報告によると「1人当たりの使
い捨てプラスチックごみ発生量」で日本はアメ
リカに次いでなんと世界2位！さらに環境省の
調査では、日本人は1人あたり1日約1枚のレ
ジ袋をゴミにしているという驚き
の結果が出ている。これを機にマ
イバックを持ち歩きましょう。

【経済産業省特設Webサイト】
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/
plasticbag/plasticbag̲top.html

とよたcci.mail 2020／7月号
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