
国を挙げて普及推進をしているキャッシュレス決済。今回はキャッシュ
レス決済に伴う「消費者還元事業」に焦点を当てます。
どのような仕組みで実施され、どんなメリットがあるのか、事業者は具体
的にどういった対策をとるべきなのかを確認し、キャッシュレス・消費者
還元事業の理解を深めましょう。

キャッシュレス・消費者還元事業の対象になるには、決済事業
者（クレジット会社など）経由での申請・登録が必要となりま
す。図「登録までのステップ」を参考に加盟店登録手順をみてい
きます。
既に今使っている決済手段を継続利用する場合は、加盟店ID
を持っているかを確認しましょう。加盟店IDを持っている場合
は、決済事業者にID番号を伝え、事務局で審査完了後、加盟店
として登録されます。加盟店IDを持っていない場合は、現在契
約している決済事業者に連絡し、IDの発行を依頼し、登録をし

キャッシュレス・消費者還元事業とは、加盟店登
録をしている中小・小規模の小売店やサービス
事業者、飲食店を対象に行われる事業で、消費
者と事業者双方からキャッシュレス化を推進す
るねらいがあります。消費者は、加盟店のお店で
キャッシュレス決済をすると最大5％が還元さ
れるなどの特典があり、事業者にはキャッシュ
レス決済用の端末導入費用補助や手数料補助
などのメリットがあります。
ただし、この事業は消費税が10％に引き上げら
れる2019年10月1日から2020年6月30日ま
での9か月間限定の措置であり、全てのキャッ
シュレス決済が還元対象となるわけではなく、
対象となる事業者の定義や取引内容が定めら
れています。

キャッシュレス・消費者還元事業

加盟店申請・登録をお忘れなく！ 消費者還元事業の対象になるには加盟店申請・登録が必要！
まずは決済事業者に確認を

メリットは端末導入・決済手数料の負担軽減
集客UPやレジ締めなどの業務効率化も期待

【対象となる事業者】 【対象外となる取引】

消費者の関心が高いのは還元率です。どの店舗で決済しても一
律同じ還元率ではなく、個人店舗は5％、フランチャイズチェー
ン店は2％の還元率となります。いずれも「ポイント還元」であ
り、現金がそのまま戻ってくるわけではありません。
例外として事前に事務局に申請し、承認を得られた場合に限り
次のような還元の方法が認められる場合もあります。

上記のような還元方法はポイント等による消費者還元の一類
型であるため、「キャッシュバック」や「現金還元」といった表現
はできません。

また、加盟店の手数料負担や端末導入負担も個人店舗とフラン
チャイズとで異なります。個人店舗の場合加盟店手数料率
（3.25％以下）の3分の1を国が負担します。かつキャッシュレ
ス決済の端末についても負担なしで導入できるなど、インフラ
整備にも優遇措置が設けられていますが、フランチャイズ
チェーン店の場合、端末費用や加盟店手数料の補助はなく、消
費者還元分の2％のみが補助されます。

●消費者還元5％
●加盟店手数料率の3分の1を国が補助
　（手数料率3.25％以下が条件）
●実質負担ゼロで端末導入
　（3分の1を決済事業者、残りの3分の2を国が補助）

■キャッシュレス・消費者還元事業制度の詳細は公式HP　https://cashless.go.jp
■ポイント還元問合せ窓口（中小・小規模事業者向け）　TEL：0570ｰ000655
　（受付時間　平日10：00～18：00（土・日曜、祝日を除く））

ます。加盟店IDをもっている（いない）どちらのケースでも、事
業主側からアクションを起こさない限り、参加手続きが行われ
ないので、注意が必要です。
新しくキャッシュレス決済を導入したい、決済のプランを見直
したいとお考えの場合は、キャッシュレス・消費者還元事業の
ホームページから契約したい決済事業者を選び、手続きを依頼
します。また、対象となるために加盟店手数料率3.25％以下で
あることも条件となりますので、まずは決済事業者に確認、相
談しましょう。

業種分類

製造業その他

定　　義

資本金の額または出資の総額3億円以下の会社または
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主

卸売業 資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社または
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主

小売業 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主

サービス業 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主

●有価証券、郵便切手、
　印紙の購入
●商品券、
　プリペイドカードの購入
●自動車（新車・中古車）の販売
●宝くじなどの公営ギャンブル
●給与・賞与

…など

キャッシュレス・消費者還元事業のメリット

クレジットカード/デビットカード
●クレジットカード/デビットカード
　を利用している消費者に対応
●国際ブランド
　（VISA、master、」CB等）に対応

電子マネー
●高齢者や不慣れな消費者も
　安心して利用可能
　（信用審査なくカードを作成可能。
　　チャージも簡単）

QRコード
●端末不要、手数料が安い等
　低コストで、準備も簡単
●消費者はスマートフォンで決済

モバイル決済
●複数の決済手段をまとめて
　簡単に導入可能
●端末等もコンパクトで
　スペースいらず

【主な対象決済手段の特徴】

消費者還元率や手数料負担、端末導入負担は個人店舗とチェーン店で異なる

例1 購入時に即時利用可能なポイントやクーポンを
発行し、購入金額に充当する。

例2 金融機関口座から引き落とされる際に、ポイントを
引落し金額と相殺する。

例3 決済から１ヶ月以内に消費者の口座に発行ポイント
を付与し、その後の決済に充当する。

一般の中小・小規模事業者への支援内容

●消費者還元2％

フランチャイズチェーン店への支援内容

お問合せ
〈出典〉一般社団法人キャッシュレス推進協議会HP

キャッシュレスの
導入体験が

当所でできます！
（詳しくはP.15へ）

導入
検討中の皆さま
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製造業の大きな「困った」から小さな「挑戦」まで！ TIC利用のススメ

豊田市内のものづくり企業の技術・経営を支援することを目的として豊田市、豊田工業高等専門学校、当所の3者連携
機関として2012年6月に設立。1.ものづくり人材育成、2.技術・経営相談、3.新技術・新産業創出支援を基軸に、製造業
を中心とした企業の支援を行っています。

76万㎡の広大な敷地にあるホテル、レストラン、ガーデンチャ
ペル、宴会場、スポーツクラブなどが充実した総合リゾート施
設です。夏には流水プールも営業し、たくさんのファミリーのお
客様でにぎわいます。豊田東インターやトヨタ自動車本社から
車で10分、アクセスも良好です。

●製造業の課題解決・品質管理の基本的な考え方を学び、自ら改
善活動をすることで現場を活性化させ、リーダーシップを発揮で
きる実用的なスキルの修得を目的とした講座です。

●講座内容：問題解決の基礎知識、親和図・パレート図等の実用的
な使い方、市内工場見学

●定員：15名（先着順）

企業技術者の基礎的教育から、
中核人材育成まで幅広く人材
育成を行っています。
●課題解決能力を醸成する
　プロジェクト実習

●経験の浅い技術者向け育成支援
　「製造技術者育成プログラム」 等

現在募集中の講座を活用して自社のものづくり人材育成と生産性向上のチャンス！

100年以上の歴史を持つフランスのタイヤメーカー、ミシュラン
タイヤが出版するガイドブック。
飲食店や宿泊施設の評価を格付けし、星の数で表すことで知ら
れており、世界中で出版されています。

このような高い評価をいただき大変光栄です。
今後もお客さまにご満足いただけるサービスを提供できるよう、
従業員一同努めて参ります。

『ミシュランガイド愛知・岐阜・三重 2019 特別版』掲載記念！！
5月に出版された『ミシュランガイド愛知・岐阜・三重 2019 特別版』の

「豊田」エリアに掲載された8つの会員事業所を7月号・8月号にわたってご紹介

7月号では2件の宿泊施設をご紹介します

ホテル/Hotel

フォレスタヒルズ
Foresta Hills

掲載についてひとこと 掲載についてひとこと

■室数 31

豊田市岩倉町一本松１ｰ１
TEL：0565ｰ58ｰ3500　https://www.forestahills.jp/

名鉄豊田市駅のすぐ近くで、ビジネスの拠点に便利なロケーショ
ンです。客室はシングルを多く備え、広めの空間にダブルベッド
を配置。ライティングデスクも大きく、ビジネス利用におすすめ
です。ダブル以上の部屋は、独立型のバスルームを完備してお
り、宴会場、会議室、レストランなど各種施設がそろっています。

ホテル/Hotel

ホテルトヨタキャッスル
Hotel Toyota Castle ■室数 151

豊田市喜多町2ｰ160 コモ・スクエア ウェスト
TEL：0565ｰ31ｰ2211　http://www.t-castle.co.jp/

この度は、権威ある『ミシュランガイド愛知・岐阜・三重　2019特
別版』にホテルを記載頂き、従業員一同、大変光栄に思います。
今後も引き続き、皆さまに愛されるホテルを目指して参ります。

祝
豊田商工会議所 会員事業所

「ミシュランガイド」とは？

割烹　なり田（桜町）・すし朋輩（京町）・蕎麦処　なつ井（東
山町）・チャコール（浄水町）・てんぷらいわ井（西町）・菜花
むら（広久手町）・フォレスタヒルズ（岩倉町）・ホテルトヨタ
キャッスル（喜多町）　　　　　　　　　　　※50音順

掲載一覧

■TIC ～とよたイノベーションセンター～

ものづくり人材育成1
中小企業診断士や専門家が技
術・経営相談から補助金申請ま
で企業の様々な課題解決をお
手伝いします。
●外部専門家派遣３回まで無料

●地域大学や公設機関の紹介

●「ここスゴ!! とよた」掲載支援 等

技術・経営相談2
従来の技術力をさらに強化し、更に今後期待
される分野への研究開発を支援しています。
●IoT研究会（毎月1回）

●「IT活用で生産性向上セミナー」等の
　セミナー開催

●連続講座｢製造業の公的支援活用研修会｣
　等開催 等

新技術・新産業創出支援3

①製造技術者育成プログラム（基礎）講座 7月中旬より募集開始

②製造業リーダー育成講座 募集中

●Raspberry-Piのセットアップから画像処理とC言語の基礎を学
び、プログラミング演習までを実践的に修得します。USBカメラ
を用いて、実際の画像から画像処理のプログラミングを行い、そ
の結果を基にLEDライトを点滅させるなどの外部出力までの動
作を講師の解説とともに確認していきます。

●講座内容：Raspberry-Piのセットアップ方法、C言語の基
礎、画像処理のプログラミング手法等（１人1台のPC実習キ
ットを準備します。）
※当日はUSBを持参ください。作成したプログラムをお持ち帰り頂きます。

●定員：10名（先着順） 7月19日（金）10：00～募集開始

「画像処理技術講座」 7月中旬より募集開始

開講講座 期間 募集人数
講座①-2 機械製図の基礎 9月～12月 20名
講座② 生産設備制御・保全の基礎 9月～12月 20名
講座③ 電気・電子回路とセンサー基礎 11月～翌年2月 10名
講座④ 機械加工・計測評価技術 11月～翌年1月 15名 製造技術者育成プログラムの様子

とよたイノベーションセンター

TEL：0565ｰ47ｰ1240　FAX：0565ｰ47ｰ1242　＊製造技術者育成プログラム（基礎） お問合せ TEL：0565ｰ36ｰ5975
Email：ticinfo＠toyota-innov.aichi.jp　　HP：https://www.toyota-innov.aichi.jp/

コーディネーター長 松﨑永志

各講座人気のため、お申込みはお早めに！各講座詳細、お申込みは下記HPをご覧ください。

豊田市で最も身近な支援機関
として、ものづくり企業の技術・
経営の課題解決、創業・新製品
開発などを多面的・多角的に支
援します。まずはお気軽にお問
合せください！

ラズベリー　　　パイ

会員紹介
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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。

現場の
お困り事

ベスト
ファシリティ
(マネジメント)

ものづくり
マーチャンダイジング
ロジスティックス
(サポート)

オフィス
ファクトリー
(サポート)

クロスメディア
デザイン
(サポート)

ベスト
プロダクツ
(プランニング
＆サプライ)

ベスト
コミュニケーション
(プランニング)

http://www.toyota-kyoei.co.jp

0565-80-3732

お問い合わせ
ください

471-0027豊田市喜多町 丁目 番地コモ・スクエアウェスト
TEL:0565-31-2211 http://www.t-castle.co.jp

CASTLE Beer HallCASTLE Beer Hall

2019年１月１日において次の条件を満たした人
①豊田市に住民登録されている人
②2019年度の市民税（均等割）が課税されていない人
※ただし、市民税（均等割）課税者に扶養されている人（生計を一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親
族、青色事業専従者及び白色事業専従者を含む）、生活保護制度の被保護者などは対象ではありません
※2019年１月１日時点で豊田市以外に住民登録していた人は、登録していた市町村役場に確認してください

会場ゲートから半径５００メートルをクリーンエリアと
する。豊田スタジアムの場合、河川敷のあたりまで。

外国人観戦客に関する説明会ラグビーワールドカップ2019™
５月３１日、当所にてラグビー外国人観戦客に関する説明会を開催し、飲食店を中心とし
た１００名の方が参加され、関心の高さがうかがえました。世界大会ということで大変注
目されていますが「実際どうなの？」「権利関係って？」という皆さまの疑問に、組織委員
会関係者がスッキリご説明されました。

●特定の個人または団体が、実際にはラグビーワールドカップと何ら関係ないにもかかわらず、
　自らが（個人の提供する商品やサービス）ラグビーワールドカップと関係あるかのような印象を与える活動。

ラグビーワールドカップ2019TMとは…

プレミアム付商品券コールセンター　TEL：0565ｰ36ｰ0031お問合せ

まとめ

●オリンピック、FIFAワールドカップと並ぶ世界三大スポーツイベントである。
●外国人来訪者４０万人目標！　●観戦客は紳士であり富裕層であり、とにかくビールをよく飲む。

アンブッシュマーケティングとは…

「アンブッシュ事例」
■野外広告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 会場周辺での看板広告、ポスター等の掲示
■販促物の配布 ・・・・・・・・・・・・・・・ 観客が会場に持ち込むことでメディアや他の観客から認識されうる製品や販促物の配布（会社ロゴなど）
■店舗外での販売活動 ・・・・・・ 会場周辺の空き地を使ってグッズや飲食物を販売する行為（既存の店舗の軒先で自店舗の商品を販売する行為は除く）
■コスチューム広告 ・・・・・・・・・・ 会場周辺で製品キャラクターの着ぐるみを着たり、集団で商業的なメッセージ入りの服を着る行為 など

説明会
まとめ

大会期間中に外国人ファンを
思う存分に楽しませることができれば、

彼らは友人、家族とともに
再び豊田に戻ってくるでしょう！！

結局どうすれば…クリーンエリアについて（商業活動等規制エリア）

スポンサーであるハイネケン以外のビールは販売NG。しかし既存店
舗内や軒先（敷地内）であればOK。RWCのような関連付ける文言を
使った販促行為は禁止。

ビールの販売制限について

「ワールドカップ」自体は知的財産に抵触しないが、少し変えるだけで
NGの場合があるので注意が必要である。契約を結んでいない会社が
勝手に関連性を主張しないための規制である。「ラグビー放送中」⇒
OK！「ラグビーワールドカップ放送中」⇒NG

「ラグビーワールドカップ」という文言使用について

クレジットカードが好まれるだろう。しかし、組織委員会としても、日本
はまだ現金が多用され、現金でしか決済できない店もある旨は伝えて
いくつもりである。

決済方法について

その他の
Q&A

❶とにかくビールを
絶やさないこと！

❷営業時間は延長
すること！

❸外国人観戦客と一
緒に楽しむこと！

消費税率の引き上げが消費に与える影響を緩和することを目的に、プレミアム付商品券を１０月より販売します。
また、商品券を使用できる取扱店の募集を開始します。
プレミアム付商品券販売についての詳細は、広報とよた７月１日号をご覧ください。

プレミアム付商品券

「WE LOVE とよた商品券」事業を実施します

◆プレミアム付商品券の購入対象

市民税
非課税者

各基準日時点で次の①～③にあてはまる子供がいる世帯の世帯主
①基準日2019年６月１日において豊田市に住民登録されている2016年４月２日以降に生まれた子
②基準日2019年７月３１日において豊田市に住民登録されている2019年６月２日以降に生まれた子
③基準日2019年９月３０日において豊田市に住民登録されている2019年８月１日以降に生まれた子

子育て
世帯主

※複数対象となる人は、複数の条件で購入することができます。対象者には7月末から購入引換券交付申請の案内が届きます。

１冊単位（５００円券×１０枚綴り）　販売額４，０００円→額面５，０００円（１，０００円分のプレミアム）
※使用時のおつりは出ません

◆販売内容

販売単位

５冊（販売総額２０，０００円→額面総額２５，０００円）
５冊（販売総額２０，０００円→額面総額２５，０００円）×対象となる子供の人数

【市民税非課税者】
【子育て世帯主】購入限度

商品券を使用できる取扱店の募集・申し込みは、今月号折り込みチラシをご覧ください
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時間外労働上限設定コース
2020年4月1日から中小企業に導入される「時間外労働の上限規制」に対応すべく、
働く時間の縮減に取り組む中小企業事業主を支援するコース

申請手続きの流れ

愛知労働局 雇用環境・均等部 企画課 助成金担当　TEL：052ｰ857ｰ0313お問合せ

時間外労働等改善助成金の主なコース内容
コースごとに、取り組むべき改善事項が異なります。

交付申請書等
の提出期限 支給申請期限支給額（※）

つきましては、軽減税率制度や軽減税率対策補助金制度の理解を深めていただくために、説明会を開催します。
どなたでもご参加いただけますので、ぜひご出席ください。

2019年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8％から10％に引き上げられると同時に、消費税の軽減
税率制度が実施されます。

軽減税率制度が実施されることにより、事業者は次のように日々の業務での対応や準備が必要になります。

事前のお申込みは不要です。ご自由にご参加ください

豊田税務署 個人課税第一部門　ＴＥＬ：0565ｰ35ｰ7777 （内線 2313）
豊田税務署 法人課税第一部門　ＴＥＬ：0565ｰ35ｰ7777 （内線 2512）
※上記電話番号におかけいただいた後、自動音声案内に従い、「2」を選択してください。

お問合せ

豊田税務署主　催　者

各回50名定　　員

豊田合同庁舎 5階 大会議室（豊田市常磐町1ｰ105ｰ3）開催場所

軽減税率制度の概要
軽減税率対策補助金の概要

説明内容

2019年 7月5日（金） 11：00～11：45／14：00～14：45
2019年 8月9日（金） 11：00～11：45／14：00～14：45
2019年 9月6日（金） 11：00～11：45／14：00～14：45

開催日・日時

軽減税率の準備・
対策は万全ですか？税務署からのお知らせ

消費税軽減税率制度等説明会のご案内 助成金を活用することで、ＩＴ機器などの導入経費を抑えることができます。ＩＴ機器などを導入して働き方改革を推進し、生産性を向上しましょう！

豊田労働基準監督署からのお知らせ

働き方改革を支援！ 時間外労働等改善助成金

●日々の業務のうち軽減税率が関係する事項を確認する
●軽減税率の対象品目の売上や仕入れがないかを確認する
●売上と仕入れを税率ごとに区分して帳簿等に記帳する
●複数税率に対応したレジやシステムの改修等を準備する…など

※説明内容はいずれの回も同様の内容です。※事前申込は不要ですが、会場の収容人員の都合により、ご出席できない場合もございます。
※駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。
※説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

最大
200万円

2019年
11月29日

2020年
2月28日

勤務間インターバル導入コース
2019年4月1日から制度の導入が努力義務化された「勤務間インターバル」の導入
に取り組む中小企業事業主を支援するコース

最大
100万円

2019年
11月15日

2020年
2月3日

職場意識改善コース
所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業
事業主を支援するコース

最大
100万円

2019年
9月30日

2020年
2月17日

※助成金の支給額は、支給対象となる取り組みの実施に要した経費の一部となります。

①交付申請書等の提出 交付申請書を事業実施計画など必要書類とともに、愛知労働局雇用環境・均等部企画課助成金担当へ提出

③支給申請 取り組みにかかった経費を契約相手方に支払ったうえで、愛知労働局に支給申請

②取り組みの実施 交付決定後、提出した事業実施計画に沿って取り組みを実施
(注) 交付申請書の提出前など、交付決定前に取り組みを実施したものは、助成対象となりませんのでご注意願います。

申請手続きの流れ
①交付申請書を事業実施計画書など必要書類とともに、愛知労働局雇用環境・均等部企画課助成金担当へ提出。
なお、交付申請書の提出期限は、2020年1月31日です。

②交付決定通知を受け、事業を実施した後、事業実績報告書を提出。

③交付額確定通知を受け、支払請求書を提出。

業務改善助成金 愛知県最低賃金中小企業・小規模事業者
の生産性向上を支援！ 898円時

間
額2018年10月1日～

◎助成金を利用するには、一定の要件があります。

業務改善助成金の概要（愛知県の場合）
事業場内最低賃金（事業場内で最も低い賃金）の引き上げを図るためのもので、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、設備投資（機械設備、POSシステ
ム等の導入）などを行った場合に、その費用の一部を助成します。

コース

30円コース

引き上げる労働者数 助成金上限額

1～3人 50万円

4～6人 70万円

7人以上 100万円

助成対象事業場 助成率

事業場内最低賃金と愛知県最低賃金との
差額が30円以内 及び
事業場規模30人以下の事業場

３／4
生産性要件を満たした
場合は４／５（※）

※ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申請時の直近の決算書類に
　基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
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祭
祭

祭

お互いにメリットがあるギブアンドテイクの手法といえる。

奨励や刺激、報奨を意味し、雇用者に刺激を与え、
やる気を起こさせること。ビジネス面では事業者が
就労者のモチベーションを上げさせ、その成果報酬
として給与の他に報酬を与えるケースが一般的。

従業員は努力して販売実績をあげることで給料と
はプラスで何らかの報酬が得られるということが分
かり、結果的にやる気と成果を出すことに繋がる。

販売実績を考慮して
インセンティブを支給します

知って
おきたい用語集

－ 近年よく耳にする言葉の意味を知ろう －

インセンティブとは？

使用例

4

ホテルトヨタキャッスル宿泊優待

宿泊３０％割引券
【予約先】 ホテルトヨタキャッスル　ＴＥＬ：0565－31－2211

受付で「会報を見た」とお伝えください。

総務部 0565－32－4569
（受付時間 9：00～17：00）お問合せとよたcci会員のうれしいご優待！

フォレスタヒルズ

※他の割引との併用不可　※1枚につき4名さままで利用可

【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
http://www.forestahills.jp

食事10％割引

会報読者の皆さまからいただいたご意見のご紹介コーナーです。

こぼればなし

commentator

担当 弓場・小池　TEL：0565ｰ32ｰ4567ご優待券・クーポンに関するお問合せ

ヤクルトを続けて以来病気知らずに。もはや飲まな
いと病気になる気がする。
年季の入ったソロキャンパーで一部男たちの憧れ
の的。だが当日は高確率で雨。

●会員紹介「ジンギスカン白樺」を読んで
とても素敵な笑顔の写真にまだまだこ
んなお店が豊田にもあるんだなぁと地
元愛が更に増しました。
「身近に本場のお店があると聞いて
感激！」「『令和』のお酒買いました！」な
ど、反響続々でした。
僕は食べませんが歌います。「♪ジン！
ジン！ジンギスカン～」。

（P.11の）クーポンがあり良い。
ありがとうございます。他の商工会議所
だと、クーポン券冊子（約６０店舗分！）の
企画があるので、うちもぜひ…♥
会員事業所の「インセンティブ」だもんね！
読者の皆さんのお声があれば検討しま
しょう。
皆さまのご意見、お待ちしてま～す！

割 引 ご来店特典

豊田市温浴施設
じゅわじゅわ入場券
通常700円を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

販 売 本所のみ

豊田プレステージホテル

※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

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

宿泊10％割引
プラザホテル豊田

※基本料金より10％割引　※チェックイン時にご提示ください
※カプセルホテルを除く　※他の割引との併用不可
※ランチタイムは除く

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

shyna シエナ

※毎月先着10名さま限定（完全予約制）

ＴＥＬ：090－1234－0703

背中くびれリンパトリートメント（40分）

7,020円→5,000円

天ぷら 御食事処 まつ葉

※上限3,000円まで　※1枚につき4名さままで

【予約先】ＴＥＬ：0565－42－5717

名鉄トヨタホテル

※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 http://toyota-hotel.co.jp

シーズナルキッチン『ル・ボナール』
日本料理『御河』・鉄板焼き『欅』

かみいろ美人

※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おりません

ＴＥＬ：0565－42－4266

カラーリングリタッチ料金

通常3,758円→3,218円

脱毛サロン Punana

ＴＥＬ：080－6972－9190

子供脱毛（高校生まで）通常料金より

最大５０％OFF（完全予約制）

トヨタセントラルゴルフ

（2,200円 or 5,200円スマイルカードは除く）

ＴＥＬ：0565－58－2900

50球追加

有限会社 真栄コーポレーション
アイクリーナー

ＴＥＬ：0120－85－1907

ハウスクリーニング１０％OFF

お食事１０％割引

飲食代１０％割引

オリジナルプリントショップ
アンジュクール

※無地アイテムなど
　一部商品除く

（月～木 17:30～22:00のみ利用可）

ＴＥＬ：0565－76－7075

オリジナルウェア各種・タオル・名刺など

プリント料金２０％OFF

猿投温泉金泉閣

【予約先】 ＴＥＬ：0565－45－6111
http://www.sanageonsen.jp

大人通常
1,500円を1,200円
小人通常
1,000円を 700円

岩風呂
入泉料

メンズ
サウナ
プラザ

通常
2,300円を1,500円

プラザ
ホテル
豊田

宿
泊10％割引

げんき
食堂

WAKU家
飲
食10％割引ホテル金泉閣

1泊2食、昼食、
夕食の基本料金より

10％割引

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対象店舗で使える！共通クーポン

プリペイドカード
新規ご購入時に

車のコーティング
ＭＩＧＡＸ ＮＢ（株）

※他の割引との併用不可

ＴＥＬ：0120－890－901
http://migax.net

（合）ビバ・ピール

※他の割引との併用不可

ＴＥＬ：0565－34－2583（9：30～15：00）
ＴＥＬ：090－3550－7016（15：00～）

１０％割引
全てのサービス１０％ＯＦＦ

身体も心もあったか、ポカポカ
よもぎむし（40分）
【ペア（2人まで）】
さらに1人あたり500円引き（40分）

※１枚につき
　１室（３泊）まで

正解者の中から15名さまに
『猿投温泉 日帰り入浴
平日無料券』をプレゼントします。

正解者の中から15名さまに
『猿投温泉 日帰り入浴
平日無料券』をプレゼントします。

〒471ｰ8506 豊田市小坂本町1ｰ25　
豊田商工会議所 総務部 宛
E-mail：somu@toyota.or.jp

ハガキ、またはメールに　①クイズの解答
②いつもチェックする記事　③氏名
④郵便番号・住所　⑤事業所名を明記し、
下記までご応募ください。

応募方法

7月24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。

応募締切

応　募　先

A B C D E

A B C D E

●□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

ルール

. 読みかけの本にはさんでおくもの

. 待てば○○○の日和あり

. 栗はコレ付きのまま甘露煮にしてもおいしい

. １位のメダルの色

. 弘法大師とも

. 油。○○○サーディン

. 賢く頭の回転の速いこと

. ドストエフスキーの『罪と○○』

1
2
3
4
7
8
9
10

. 夏のはじめ

. 春夏秋冬

. スポーツで同点引き分け

. 飛行機は「空路」、バスは？

. ○○○名古屋は城でもつ

. すしネタになると「アオヤギ」

. 二つそろって一組になる

. 物事の根元や起源

1
3
5
6
8
10
11
12

クロスワードパズル

税務相談 記帳方法・税額計算・消費税の仕組み等相談に応じます。

タテのカギ ヨコのカギ

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

先月号
の答

専門家の力を借りたいとき、サッと手配します 無料の専門相談 要予約

相談名・内容 日にち 時間 場所

16日（火） 13：30～17：00 本所

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。 毎週木曜 13：30～15：00 本所

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 13：30～16：00 本所

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に応じます。 16日（火） 13：30～17：00 本所

自社株まわり相談 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。 第2火曜 13：30～16：00 本所

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、契約書の作成等について相談に応じます。

第3水曜 13：30～16：30 本所

エコアクション21環境経営相談 IT相談
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。

7/16（火）、8/20（火）
14：00～17：00
本所

日 時

場 所本所場 所

平日13：30～17：00日 時

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

《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。
　　　　　事業所名、受講者名、年齢、TEL、ＦＡＸ
総務部 TEL：0565ｰ32ｰ4569　FAX：0565ｰ34ｰ1777

《お問合せ・お申込み》
●本　　所 TEL：0565ｰ32ｰ4593　●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　　　　　（受付時間 8：30～17：30）

EDI※に関するご相談もお待ちしています！ご希望の日に開催 お気軽にご予約ください

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。

販売促進相談
集客・売上アップのためPOP・
DM・イベントの相談に応じます。

発明特許相談
アイデア・デザイン・意匠登録・商標・
サービスマーク等相談に応じます。

労務相談
賃金・社会保険・就業規則・
時短対策等相談に応じます。

（エコアクションのみ～16：30）

記入事項

※EDI… ITを用いた業務効率化システム
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●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 2019年8月10日まで

豊田商工会議所会報 2019.7月号

共通クーポン コピー可
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４月より在留資格「特定技能」スタート！！
自動車部品製造は除外雇用形態「直接雇用」

介護 外食 建設

農業 漁業宿泊ホテル 派遣有 派遣有

・技能実習 1号、２号 (３年間 ) 終了後 3号 (2 年間 ) へ
・技能実習２号、３号終了後特定技能へ

外国人技能実習生制度　益々充実！！

技能実習を行うなら「企業単独型」が  おすすめ
・一番の利点は入国管理庁、技能実習新機構等に直接指導を受けれる。
・海外研修協力機構 (JITCO) の賛助会員になり申請書類作成の指導等
　新機構、入管庁への申請取次も可能である。
・海外 ( 現地 ) に工場、営業拠点、合併会社、関係会社がある事
　海外工場の強化も目的の一つとする。

JITC
O

監修外国人技能実習
特定技能 の                  勉強会参加企業様を 募集中 です。

ー お知らせ  ー
最終的には 15 社以内で行います。すでに４社ほど問合せがあります。

併せて特別調査として、消費増税に関しては、前回増税時よりも冷静な捉え方が多く、約半
数が消費行動は変えないと回答。キャッシュレス決済の利用についても調査を実施。利用
者（希望者含む）は約8割となり、豊田市でも確実に広がりをみせています！

群 青 Power of Smile 青年部活動報告

6月4日、研修事業として日本におけるイメージトレーニング研究・指導のパイ
オニアである株式会社サンリ会長西田文郎氏を講師にお招きし、【NO1理論
～最強のメンタルを手に入れろ～】を当所で開催しました。講演内容は西田氏
が研究されている「スーパーブレイントレーニング（S・B・T）」を実践し成功さ
れたアスリートや、企業経営者の紹介から始まり、「自宅の電話番号を覚えて
いる人は天才」「成功の条件は他喜力」「願望＝辛抱、精神力＝成信力」など
様々なフレーズを紹介し、その具体的な事例について、
ユーモアを交えながらご講演いただきました。自分自身
で限界を決めず、プラス思考で自分の脳をだまし成功に
繋げていく事の可能性について理解でき、今後の自企業、
YEG活動に大変役に立つ講演になりました。

豊田市在住・在勤の個人の方を対象に家計・企業・雇用の観点から身の回りの景気実感を調査しました。内閣府の「景気ウォッチャー調査」に準
じて、当所と豊田信用金庫が共同で半年に1回実施しています。（モニター数300、回答率81.3％）

○飲食業（損害額：約4,500万円）
　販売した弁当を食べた人が、腹痛などの症状を
　訴え入通院。
○飲食業（損害額：約1,350万円）
　厨房から出火。店舗復旧まで間、売上がゼロに。

商工会議所の保険制度は、会員の経営リスクの担保および、同会員の従業員のみなさまの福利厚生の充実を目的として
います。全国の商工会議所のスケールメリットにより低廉な保険料でご加入いただける団体保険制度で、充実したライン
ナップにより、皆さまをさまざまなリスクからお守りいたします。

総会開催のご報告 女性会活動報告

5月30日、第27回通常総会が開催されました。全議案がすべて可決承認され、2019
年度会長は昨年に引き続き杉本敦子会長が務めることが決まりました。杉本会長は、
挨拶で「女性会として、女性らしく、女性の視点で、魅力ある事業を役員・会員で行い、
次年度だけではなく、さらに先の未来へも繋がるような活動を展開していきたい」と
抱負を語られました。

豊田の景気実感
やや“後退色強まる”！？豊田景気実感調査 第16号 2019年5月調査結果

豊田

家計 企業 雇用 総合

全国

東海 －－ －－

現状判断DI 先行き判断DI 水準判断DI
家計 企業 雇用 総合

－－ －－

家計 企業 雇用 総合

－－ －－

44.444.4 44.544.5 44.644.6 44.544.5

44.744.7 46.046.0 47.847.8 45.345.3

46.546.5 44.244.2

44.244.2 44.544.5 33.933.9 43.843.8

48.848.8 47.347.3 47.447.4 48.448.4

48.848.8 48.048.0

45.945.9 49.549.5 55.455.4 47.747.7

43.643.6 46.946.9 52.652.6 45.345.3

45.745.7 45.545.5

※全国、東海は内閣府4月調査　【天気図の見方】 DI値大きな晴れ：ＤＩ60点以上/晴れ：５０～６０点未満/曇：４０～５０点未満/雨：４０点未満

調査にご協力いただいた皆さまに
心よりお礼申し上げます。

豊田商工会議所の団体保険制度のご案内

ご加入いただける方 

主なラインナップ 

豊田商工会議所の会員事業所・団体の従業員・役員の方

ビジネス総合保険制度

制度名 概要・おすすめ 保険金お支払例 

各種割引制度あり

事業活動における賠償リスクや、
事業休業リスク、財物リスクを一本化。 
★事業者を取り巻くリスクに対する
　補償のモレ・ダブりを解消します。

○飲食業（判決容認額：約１億9,400万円）
　過重労働が原因で、脳に重篤な障害を負い、
　寝たきりになった。
○医療業（判決容認額：約１億3,500万円）
　研修医が過労で急性心筋梗塞を発症し死亡。
○建設業（判決容認額：9,950万円）
　長時間労働によりうつ病を発症し自殺。

業務災害補償プラン

最大５８%ＯＦＦ

休業補償プラン

６２.５%ＯＦＦ

労災事故とそれに伴う企業の
賠償リスクをダブルで補償します。
★パートやアルバイト、派遣、委託作業者のほか、
　下請負人も補償します。
★政府労災で認定された精神障害、脳・心疾患など
　の疾病や自殺なども補償。パワハラ、セクハラに
　よる事業者、役員、使用人の法律上の賠償責任も
　補償します。

○病気 〈お支払額：50万円〉
　胃潰瘍で手術を受け、入院と自宅療養の期間、
　会社を休んだ。
　就業不能期間：2カ月半　保険金額（月額）20万円
○ケガ 〈お支払額：108万円〉
　アキレス腱を切断し、手術を受け、
　入院と自宅療養の期間、会社を休んだ。
　就業不能期間：6カ月7日　保険金額（月額）：１８万円

経営者本人とその従業員が、病気やケガで
働けなくなった場合の所得減に備えます。 
★医師の診査が不要で加入手続きが簡単
★自宅療養期間中の就業不能も補償可能です。
★公的な社会保障制度のない自営業者の方も、
　ご加入いただけます。

○エステサロン（損害賠償総額：約4,500万円）
　（情報漏洩件数：5万件）
　顧客・アンケート情報がネットに流出。
　被害者からの照会が相次ぎ、謝罪と賠償を求める
　ための被害弁護団が設立された。

情報漏えい
賠償責任保険制度 

20％OFF

外部からの不正アクセス、ウイルス感染、
セキュリティの設定ミス、委託先での情報
漏洩等のリスクに備えます。
★予防策が講じにくい使用人等の犯罪リスクに
　より被る損害も補償可能です。

○製造業（損害額：約6,700万円）
　製造したオーブントースターが発火し
　家屋を全焼させた。
○飲食業（損害額：約1,400万円）
　提供した食事で食中毒発生

中小企業ＰＬ保険制度
製造物のPLリスク、
リコールリスクを補償します。 
★製造業、販売業、飲食業、工事業、請負業等、
　幅広い業種が加入対象です。

賠
償
な
ど
の
経
営
リ
ス
ク 

従
業
員
の
福
利
厚
生 

※補償の内容、対象業種は引受保険会社によって異なります。

総務部 弓場・鳥居　ＴＥＬ：０５６５ｰ３２ｰ４５６９ お問合せ三井住友海上火災保険株式会社 他 引受保険会社 

現状判断DI＝２～３か月前と現在の景気の比較　先行き判断DI＝２～３か月先の景気予測と現在の比較　水準判断DI＝現在の景気水準を判断
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（派）23ｰ301429　FAX.0565ｰ32ｰ8880

登録支援機関
である弊社担当者が
ご説明させて
いただきます！

外国人人材紹介で１５年以上のキャリア！

特定技能ビザで"新しい外国人人材"を
ご検討されている
人事担当者様に朗報！

この15年間で延べ120社に約30,000人の紹介実績！

日本語で
コミュニケーションが
とれるまじめな外国人
人材をご紹介します。
日本人以上の仕事ぶり、
習熟スピードの速い外国人を活用し、
御社の人材不足を解消します。

編 者散文
Editor's prose

薄着の季節が近づくとダイエットしなきゃ！と
思われる方も多いと思うが、いざやろうと思うと
暑いし、運動はしたくないしって、なかなか腰
が重いのが現状。そんな時にオススメなのが、
食べる量は減らさずにカロリーを減らすこと。
例えば焼肉店では、脂の多いカルビではなく
低カロリーな赤身に変えるなど。ここで質問！
鶏むね肉で作るチキンカツを蒸し鶏に変える
と、カロリーはどれくらい減ると思いますか？…
答えは約55％もカロリーダウン！ぜひお試しを○

（M.Y）

7日（日） 第42回福祉住環境コーディネーター検定
7日（日） とよた下町おかみさん会 七夕まつり 【参合館１Fと前広場】
8日（月） 軽減税率直前対策セミナー
12日（金） 夏の交通安全立哨活動
13日（土） 第84回リテールマーケティング（販売士）検定
20日（土） STREET＆PARK MARKET 【桜城址公園】
21日（日） 第26回環境社会(eco)検定
27日（土） おいでん総踊り
28日（日） 豊田おいでんまつり花火大会

商工会議所他ご案内 月7

関
係
各
所
よ
り

当所専務理事　三浦司之氏
が、2019年6月2日（満58
歳）逝去されました。
三浦氏は、1983年にトヨタ
自動車株式会社へ入社し
21年間勤務された後、中部
経済連合会へ出向、2017

年1月に当所常任参与、同年4月専務理事に
就任されました。礼儀を重んじ明るく社交的な
お人柄から交友関係が広く、当所諸活動を
円滑に進めていただきました。
ここに生前賜りましたご厚誼に深謝申し上げ
ます。謹んでご通知申し上げます。

ご冥福をお祈り申し上げます
もり ゆき

newsnews

アルキメデス
【異業種交流会・会員募集】　異業種交流会「アルキメデス」は平成12年設立（豊田市と豊田商工会議所 後援）の任意団体で、人材育
成、自己啓発を主な活動方針としてこれまで多くの成果を挙げてきました。今回、新規会員を募集（若干名・申し込み要項あり）してい
ますので企業経営者、役員またはそれに準ずる方の参加をお待ちしています。
■例会日　毎月第1水曜日18：00～約2時間　■場所　松坂屋豊田店Ａ館９階市民活動センター会議室（変更になることがあります） 
■活動内容　経営・人生など、幅広い内容の勉強会と交流会
■お問合せ・お申込み　会長 中井末男　TEL：0565ｰ88ｰ3182　副会長 宮田則夫　TEL：0565ｰ31ｰ8811

「働き方改革推進支援センター」では、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など、『働き方改革』に関連
する様々なご相談に総合的に対応し、支援することを目的として、全国47都道府県に設置されています。県下では名古屋市に設置
され、専門家相談が無料、窓口・電話・メールなどからご相談できます。
■お問合せ　TEL：0120ｰ552ｰ754（受付時間 9:00～17:00 [土日祝除く]）　■公式HP　https://task-work.com/aichi

『働き方改革』に取り組む 中小企業･小規模事業者の皆さまを支援します!

当会では安孫子薫氏を講師にお迎えし、講演会
を開催します。
マネジメントの考え方や視点と実践について経験
を基に話していただきます。
絶好の機会ですのでぜひご参加ください。

中小企業相談所　ＴＥＬ：０５６５ｰ３２ｰ４593お問合せ

叙勲 令和元年春の叙勲において、当所議員ならびに会員事業所より
次のお二人の方が受章の栄に浴されました。本当におめでとうございます。お知らせ

豊田経済懇話会

安孫子薫氏 講演会お知らせ

お知らせ

最新情報をお届け！

Toyotacci　.news

当所窓口ご利用の皆さまへ 大切なお知らせお知らせ

7月1日より、当所内職員配置が変更となります。1階は中小企業相談所職員が、3階は総務部職員が在席します。そのため、これ
まで1階で対応しておりました各種検定や会場貸出等の総務部受付窓口が、3階事務所へ移動します。
今後、1階は記帳・融資相談等の経営指導に係る窓口、3階はその他窓口（各種検定試験・会場貸出・貿易証明・駐車券販売など）と
なります。変更に伴い、お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

代表番号　ＴＥＬ：0565ｰ32ｰ4567お問合せ窓口がわからないとき

各種問合わせ先

◆記帳・融資・労働保険など、経営全般に関すること
　中小企業相談所　　　　　　　　　　TEL：0565ｰ32ｰ4593
◆創業に関すること
　創業サポートセンター 担当：宇野　　　TEL：0565ｰ32ｰ4593
◆エコアクション21（環境配慮への取り組み）に関すること（旧3階フロア）
　エコアクション21 地域事務局とよた　TEL：0565ｰ32ｰ4660
◆豊田ものづくりブランド・とよたビジネスフェア・青年部に関すること
　中小企業相談所（ものづくり振興担当） TEL：0565ｰ32ｰ4594

1階 経営相談窓口 １階へのFAXは TEL：0565ｰ32ｰ1000 ◆検定試験・会場貸出・共済に関すること（旧1階フロア）
　総務部（収益事業担当）　　　TEL：0565ｰ32ｰ4569
◆会員情報・人事財務・貿易証明・
　とよた産業フェスタに関すること
　総務部　　　　　　　　　　　TEL：0565ｰ32ｰ4568
◆まちづくり・とよた元気プロジェクトに関すること
　総務部（まちづくり担当）　　　TEL：0565ｰ32ｰ4595
◆駐車券・商店街に関すること
　豊田市商業協同組合　　　　　TEL：0565ｰ32ｰ0039
◆人材確保支援・人材育成定着支援に関すること
　豊田市雇用対策協会　　　　　TEL：0565ｰ34ｰ1999

3階 その他窓口 3階へのFAXは TEL：0565ｰ34ｰ1777

トヨキン株式会社
取締役会長 鈴木 和弘さま（議員）

旭日単光章

〈ご功績〉
中小企業庁「はばたく中小企業・小規模事業者
300社（2017年度）」の受賞など、リサイクル・
環境分野での業務改善・社員教育における先駆
的な取り組みを行い、中小企業振興に尽力。地
域経済活動へも広く参画され、自身の知見を惜
しみなく地域へ還元されています。

加藤薬品
代表 加藤 満さま

瑞宝双光章

〈ご功績〉
地域密着の薬局として本業を営む傍ら、豊田加
茂学校薬剤師会会長や豊田加茂薬業協同組合
理事長、愛知県薬業協同組合理事長などに広く
就任され、豊田市域の学校保健に注力。豊田加
茂学校保健会副会長は20余年務められ、長年に
わたり学校保健の向上発展に貢献されました。

あ　　び　　こ 　かおる

ディズニーランドの現場力
～すべてはゲストのハピネスのために～

2019年7月8日（月）14：00～15：30日　　時

場　　所 豊田商工会議所 ２階多目的ホール
定　　員 １００名（先着）

お問合せ 豊田経済懇話会事務局（当所総務部） 小田・弓場
TEL：0565ｰ32ｰ4568

ゆ  ば

【プロフィール】
株式会社チャックス
ファミリー代表取締役
元東京ディズニー
リゾート 運営部長
元キッザニア東京
副総支配人

体験できます！
最近、お店で見かけるiPad等を用いたモバイルPOSレジ。
「便利なのかな？」「触ってみたい！」というご意見を多くいただき、
相談窓口の横に体験コーナーを設置しました。
今なら軽減税率への対応が必要な事業者に向けた「軽減税率対
策補助金」を活用し、購入費用の一部を補助金で補填することが
可能です。
この機会にぜひ体験してください！

今、話題の
モバイルPOSレジ！

受
章

お
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で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
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