
『とよた cci.mail』
広告折込サービスのご案内
当所会報へ貴事業所の広告を折込みませんか。
発行数は全会員、各地商工会議所を含め
約6,300部！！
毎月1日より一斉発行しています。

約6,300部

会員事業所、公官庁、
関係機関、各地商工会議所

毎月1日

（会　員）　 60,000円（税込）
（非会員）　100,000円（税込）
A４　※A4以上は折った状態で納品
折込希望月の前月20日前後までに完了
※2月号へ折込希望の場合は、1月18日（金）まで

事前に広告の内容を確認させていただきます。
広告の内容によっては折込サービスをご利用でき
ない場合があります。

発行部数

発 行 先

発 行 日

料 金

サ イ ズ

納 品 日

備 考

お問合せ　豊田商工会議所総務企画部　TEL：0565－32－4568　E-mail：somu@toyota.or.jp

イベントなどに合わせて
お申し込みください。

通常のDMやポスティングに比べ、
安価なコストでPRが可能です。

１件当たりなんと9.5円！！（会員料金）

■広報誌『とよたcci.mail』詳細

■折込広告詳細

　平成２６年３月に大学・短大・専門学校を
卒業し就職を希望する学生と、３年以内の
既卒者、並びに４５歳未満の中途就職希望
者を対象とした合同企業説明会を昨年に
引き続き開催します。
　不景気による採用抑制の影響を受ける
なか、３年ぶりに開催された昨年は、25社の
企業と200名を超える学生が一堂に会し、
活気にあふれた合同企業説明会となり
ました。
　今年新たに採用を計画されている企業に
おかれましては、是非、出展のご検討を
お願いしたくご案内申し上げます。
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平成２５年３月１４日（木）１０：００～１６：００
豊田市民文化会館 展示室Ａ（豊田市小坂町12－100）
各企業ごとにブースを設けますので、採用担当者を派遣いただき、学生に
企業概要及び採用計画等についてご説明ください。
学生に配布する貴社のパンフレット等

１．豊田市及び周辺の卒業予定者へＤＭハガキを郵送
２．愛知県内の大学・短大・専門学校にポスターを掲示
３．豊田市周辺の主要駅にポスターを掲示
４．豊田市及びみよし市の広報誌に掲載
５．雇用対策協会ホームページでの案内周知及び登録学生への案内周知

会員（雇対協または会議所の会員）３０，０００円　　非会員 ５０，０００円

電話またはＦＡＸでご連絡ください。連絡先は下記をご参照ください。
連絡の際に、事業所名、ご担当者氏名、ＴＥＬ、ＦＡＸ、担当者のメールアドレスを
お聞かせください。※参加申込受付後に、納付書をお送りします。

平成２５年１月３１日（木）

豊田市雇用対策協会・豊田商工会議所

豊田公共職業安定所

豊田市雇用対策協会　加納、山本
ＴＥＬ：０５６５－３４－１９９９　　ＦＡＸ：０５６５－３４－１７７７
Ｅ-mail：koyou＠work-toyota.com

日 時

会 場

内 容

配 布 資 料

周 知 方 法

参 加 料

参加申込方法

申込み締切

主 催

後 援

申込・問合せ

雇対協
通信

ＰＤＣＡサイクルとは？第10回第10回

　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
申し上げます。
　今回のテーマは『PDCA』です。
　最近私がお客様とお会いしてよく思うことは、良いビジネス
サイクルを回されていらっしゃる経営者であるか、否かです。
良いサイクルを回されている方は常に上昇志向、プラス発想、
勉強好き、素直な方が多いと感じます。事業・業界をより良く
しようという姿勢からか、謙虚に、かつ貪欲に事業活動を
行っておられ、お会いするたびに個人も企業も成長されて
いると実感させられます。
　『ＰＤＣＡ』とはPlan（計画）・Do（実行）・Check（評価）・
Action（改善）の頭文字をとっており、ビジネスにおける改善

活動をいいます。改善後に次の
ＰＤＣＡに繋げることでらせん
状に継続的に改善・成長して
いく経営管理手法を『PDCA
サイクル』とも呼びます。経営の
醍醐味はまさにこの『ＰＤＣＡ
サイクル』をいかに創り、効率

よく行うかである、といっても過言ではありません。
　複数の企業の経営者の方にうまくＰＤＣＡサイクルを回す
秘訣をお聞きしたところ、やはり『スピード』と『実践力』が
大事だと共通しておっしゃっていました。最初は拙くとも、
まずはある程度のスピードをもって回してみる。行動をして
みる。動くとアラが見えたり、当初想定したものとは違う
ものが明らかになったりします。そこを経験や知恵をもって
改善することで、描いた計画に近づいていき、当初のもの
よりもよい結果がでることも多々あるとのことでした。弊社の
創業者も、「知識を仕入れているだけではダメだ、行動する
ことで智恵に変えて、それをお客様のために使って初めて
仕事になるのだ。」と事ある毎に言っておりました。
　このシリーズを通して単元ごとに解説をしてまいりましたが、
すべてはこの『ＰＤＣＡサイクル』を行うための各論でありま
した。理念・ビジョンを明らかにし、数値・資金計画をたて、
行動目標をつくり、振り返りをし、さらに改善をする。これらの
活動すべてが事業を成長させ、さらなる顧客を呼び、付加
価値を高めることとなるのです。
　『ＰＤＣＡサイクル』でさらなる業績向上を図りましょう。

超 経営計画の
ススメ(全12回)

【名南セミナー情報】
◆経営戦略立案セミナー『信長の日』　
　開催日：平成25年2月7日、3月19日、4月17日、5月19日
　詳しくは弊社ＨＰよりご確認願います。　https://www.meinan.net/seminar/nobunagaday.html

名南税理士法人豊田事務所
お問合せ :豊田市若宮町2ー31 カーニープレイス豊田4F　TEL : 0565－37－8820　E-mail : k-saburi@meinan.net（担当:佐分、石垣）

セミナー開催情報

とよたの

景況調査報告

もも
とと 雇用を育み、地域社会に貢献する

豊田市の有効求人倍率
・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.53（全国0.80）

対協通信雇
10月

〒471-8506 豊田市小坂本町1－25 豊田商工会議所内 3F
TEL 0565－34－1999　FAX 0565－34－1777
E-mail koyou@work-toyota.com
URL http://www.work-toyota.com/　担当 加納、山本

豊田市雇用対策協会では会員を募集しています。
詳細は下記までお問合せください。

とよた合同企業
説明会を
開催します

とよた合同企業
説明会を
開催します◆景気実感指数（ＤＩ値）

平成２４年末の豊田市の天気図（アンケート調査結果）・全国、東海（静岡を含めた４県）は内閣府調査結果

現状判断ＤＩは、全国、東海、豊田の
いずれも軒並み低下となりました。

豊田

家計 企業 雇用 総合

42.242.2 35.935.9 43.143.1 39.839.8

全国 40.240.2 40.040.0 50.850.8 41.241.2

東海 38.538.5 －－ －－ 39.139.1

現状判断DI 先行き判断DI 水準判断DI
家計 企業 雇用 総合

44.144.1 35.935.9 41.741.7 40.440.4

44.144.1 41.341.3 44.944.9 43.543.5

41.341.3 －－ －－ 40.640.6

家計 企業 雇用 総合

32.132.1 36.736.7 37.537.5 34.434.4

35.435.4 36.936.9 50.750.7 37.337.3

34.734.7 －－ －－ 37.237.2

①現状判断→２～３ヶ月前から現在までの景気の変化をどう感じますか？（現状判断DI）
②今から２～３ヶ月後までの景気の推移をどう予想していますか？（先行き判断DI）　③今、現在の景気実感はどうですか？（水準判断DI）

現状判断ＤＩ 比較表
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10月調査10月調査

豊田景気実感調査■
景況感の急激な冷え込み、経済状況の厳しさ実感

昨年９月末、当所と豊田信用金庫とが協同して、豊田市在住もしくは勤務されている方を対象に「身の回りの景気をどう感じて
いるか」を３つの視点から調査しました。

　前回行った3月の調査では景気回復を期待させる結果となっていましたが、
今回調査結果を見ると、景気回復傾向に赤信号が点灯している事が明らか
となっています。景気天気図も昨年１０月が曇、今年３月が晴れ、今回９月は
雨となり、調査期間中に起きた尖閣問題に端を発した中国での自動車不買
運動の影響を如実に反映しているものと考えられます。
　回答別構成比を見ますと、豊田は際立って“悪くなっている”との声が多く、
全国・東海と比べ景気実感の急激な悪化が見てとれます。特に製造業ＤＩに
おいては前回調査比▲26.5ポイントの大幅低下となっており、それが消費や
雇用に影響し始めていることが窺えます。

　全体を総括しますと、24年3月調査時に期待された震災からの復旧需要による生産活動の活発化や円安、株価の改善が、9月末には
ほとんど期待できない事態に陥っている様子が、現状・先行き・水準判断ＤＩ全てから窺えます。政府・日銀は内需は回復傾向にあるとして
いるものの、豊田の景気は確実に下振れ局面にあると推察されます。自動車産業へのウェイトの高い当地域としては、中国関係悪化による
中国での自動車不買運動や、生産計画の見直し等は全国・東海に比べてもその衝撃は大きく、ＤＩに如実となって表れました。先行きにつき
ましても、エコカー補助金終了に伴う反動や、消費税増税等のマイナス要素（新車販売150万台の減少との試算も出ている）が多く、プラス
面を見つけるのが困難な状況であり、景気状況を引続き注視していきたいと思います。

3月調査3月調査 今回今回

豊田景気実感調査まとめ（24年9月末調査）

アンケートにご協力いただきました皆様に心よりお礼申し上げます。

３つの
視点

次回の調査は3月です

大きな晴れ：ＤＩ60点以上/晴れ：５０～６０点未満/曇：４０～５０点未満/雨：４０点未満

52.052.0
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継続的改善

Plan
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Do
Action
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