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ひたちなか商工会議所が、「持続化給付金」
の申請サポート会場になります。
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資金繰り支援

無利子融資・
制度融資に関する相談
※融資の詳細は３ページをご覧ください。

助成金・補助金支援

雇用調整助成金相談会
持続化補助金相談会
※相談会の詳細は３ページをご覧ください。

販売支援
テイクアウト＆
デリバリー
応援キャンペーン
P2

テイクアウト＆
デリバリー
応援補助金
P2

地域飲食店応援プログラム

「なかなかイイ店ひたちなか」
クラウドファンディング
ひたちなか商工会議所では、新型肺炎感染拡大による現在の
状況を踏まえ、飲食店を支援するためのクラウドファンディン
グを立ち上げます。
皆様のご支援、よろしくお願いいたします！
○支援期間：５月 27 日（水）〜６月 26 日（金）
○ＨＰ：http://www.hcci.jp/crowdfunding/
※なお、参加飲食店は現在募集中！支援金の募集につきまし
ては、会報・ＨＰ等でご案内いたします。

新型ウイルスに負けないぞ！

テイクアウト＆デリバリー
応援キャンペーン
新型コロナウイルス感染症の拡大により、イベントの中止や
外出自粛など、観光・飲食業界への影響は多大です。こうした中、
商工会議所では地域経済と会員事業所の皆様を守るため、さま
ざまな取り組みを行っており、その一環として「テイクアウト
＆デリバリー応援企画」を４月１日より立ち上げました。
観光・飲食業界応援のため・・併せて外出自粛により、感染
拡大を防ぐため・・みんなで、キャンペーン登録店を利用しま
しょう！
※最新の情報は、ＨＰ（応援サイト）で
ご確認下さい。

スマホ用ＱＲコード

▶

※今月号の同封チラシでも登録店舗を紹介しています。

目印！
が
」
旗
り
この「のぼ

テイクアウト＆デリバリー応援補助金
当会議所が実施しているテイクアウト＆デリバリー応援キャン
ペーンに対し、ひたちなか市では新たな補助金制度を設けました。
これにより、お客様が対象店舗でテイクアウトまたはデリバリーを
利用する場合、一食あたり通常価格の 1 ／２（上限 300 円）で購入
することができます。一方、対象店舗は通常より安く提供すること
で、お客様がお買い求めしやすくなり、消費喚起につながります。
（那珂湊支所

大沼）

期間：５月１日〜７月 31 日（各店舗の補助限度額に達し次第終了）
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資金繰り支援
●マル経融資（商工会議所▶審査）
別枠1,000万円

実質無利子（当初３年間、一部要件あり）

※利率等の詳細は同封のチラシをご確認ください。
※その他制度融資についてもご相談ください。

助成金・補助金支援

お気軽にご相談ください

５月 27 日（水）・６月 11 日（木）・23 日（火）
午前９時〜午後５時

（正午〜午後１時を除く）

経営計画書作成に向けての
中小企業診断士による相談会

持続化補助金相談会

持続化補助金とは・・・小規模事業者等の持続的発展を図るため、持続的
な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓・業務効率化の取り組みを支援
するため、それに要する経費の一部（上限 50 万円）を補助するものです。

５月 21 日（木）・28 日（木）
（正午〜午後１時を除く）

問合せ先

午前９時〜午後７時

個別相談会開催
５月 27 日（水）・６月 24 日（水）

午前 10 時〜午後３時

（正午〜午後１時を除く）

※いずれの相談会も会場はひたちなか商工会議所で、
事前予約制となります。

給付金・協力金支援
●持続化給付金

中小法人等200万円 個人事業所等100万円

※ただし、昨年１年間の売上から減少分が上限

１事業者最大30万円

（１事業者当たり 10 万円。事業所を賃借している場合は 10 万円を加算。複数
賃借している場合はさらに 10 万円を加算。）
2020 年４月 18 日（土曜日）から５月６日（水曜日）まで休業された事業所
○申請期間 ５月１日（金）〜６月 30 日（火）
○申請方法 郵送（310-8555 水戸市笠原町 978-6
茨城県休業要請・協力金対策チーム宛）
○申請書類 県HPからダウンロードまたは商工会議所窓口で入手可能
○問合せ先 029-301-5375（茨城県）
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午前９時から午後５時まで

●茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

︵正午〜午後１時までを除く︶

要件や必要書類については、別添チラシをご覧ください。
５月１日よりオンラインにて申請が開始されています。
５月27日以降は申請サポート会場が商工会議所３Fに開設されます。
（完全予約制）
○問合せ先 0120-115-570（持続化給付金事業コールセンター）

ひたちなか商工会議所企業支援課 ＴＥＬ ２７３ ︱１３７１

政策金融公庫、茨城県信用保証協会、商工調停士による経営・金融相談会

新型コロナウイルス経営相談窓口

社会保険労務士による相談会

平日夜間︵午後７時まで︶︑土・日︵午前９時〜午後３時︶も開設︒事前予約制

雇用調整助成金相談会

商工会議所は
全
力
で
支援します!!

会 議録

駅前
南部

中部
西部

佐野

那珂湊
特別

茨城

茨城県産業戦略部中小企業
課長

米倉

長谷川克己氏

工業高等専門学校長

㈱日

達広氏③議員の職務を行う
者及び常議員の変更

快挙！県内最年少で
暗算最高段位 段合格 大沼 奏太さん

らう、体験型観光の推進に

市の産業の魅力を知っても

での見学や体験を通じて本

当会議所では、生産現場

の産業や観光の見学と体験

り体験など、本市ならでは

しいも作りや魚の干物づく

見学をはじめ、特産品のほ

一口アワビの養殖場などの

カ ル 鉄 道 の 車 庫 や 醤 油 蔵、

ド２０２０」を発刊。 ロー

で最高段位

城県内最年少の９歳７か月

ろばん教室在籍）が、茨

か珠算連盟会員 大森そ

大沼奏太さん（ひたちな

おいて、長堀小学校４年

３９５回暗算検定試験に

全国珠算教育連盟の第

定においても、珠算で準３

「観光ガイド２０２０」発刊！

取 り 組 ん で い ま す。 今 回、

メニューに周辺の見どころ

う偉業を成し遂げました！

段、暗算で４段を取得して

今年１月に実施された

〝知る 学ぶ 体験する〟を

を合わせたモデルコースを

受験者数６，３１４人のう

いる大沼くんの今後が期待

されます。

（事業推進課

戸田）

日本珠算連盟主催の段位認

国大会優勝！」だそうです。

「全国大会優勝！」を目標に掲げ
る大沼くん

第２１８回珠算能力検定試

今年２月９日に実施した

点合格を果たしました。珠

教室在籍）が念願の１級満

級 の 合 格 率 は 約 ３ 割、

算

今回満点で合格したのは県

た！

（事業推進課

戸田）

ら見事目標を達成しまし

けた受験勉強と両立しなが

チャレンジ。高校入試に向

合格することを目標に再

ていますが、満点で１級に

算ともに既に３段を取得し

た。鈴木さんは、珠算・暗

年 鈴 木 暖 さ ん（ ひ た ち な

か珠算連盟会員

内で鈴木さんただ一人でし

だん

験で、茨城県立緑岡高校１

鈴木 暖さん

県内一人！珠算１級満点合格

大沼くん。次の目標は「全

を、小学３年生で突破した

そう た

テ ー マ に し た、「 観 光 ガ イ

紹介しています。

人という難関

段に合格とい
※体験・見学の受け入れ事

ち合格者は
（那珂湊支所 大沼）

業者を随時募集しています。
○問合せ先：那珂湊支所
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大武珠算

1

■第４１３回常議員会
４月 日
会 員 数 ４，

【協議事項】①新入会員
件
・１％②
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柳生会頭から賞状を受け取る鈴木さん

の承認▽
組織率

立リアルエステートパート

０１１
顧 問・ 参 与 の 変 更

ナーズひたちなか支店支店

顧 問：

㈱日立製作所ビルシステム

長

久保木真氏④貸室の貸

ビジネスユニット水戸事業

与

松浦厚氏

茨

所事業所長

【報告事項】①新型ウイル
スへの対応②令和２年度事

前田了

参与：ひたちなか市副

活動状況

務局体制③青年部・女性会

渡邊政美氏

遠藤丈志氏

トピックス

トピックス

生・文
生活・文化サービス業
金・コン 金融コンサルティング業

ひたち

城県産業戦略部長
氏
市長

なか警察署長

♢趣味
♢趣味
バイクツーリング
スポーツ観戦
♢特技
♢特技
両手で指パッチンが マッサージ
♢好きな言葉
できる
成るように成る
♢好きな言葉
♢抱負
温故知新
いち早く成長し、会
♢抱負
仕事をしっかり覚え、 員の皆様のお役に立
一日でも早く一人前 てるよう、精一杯、元
になれるよう頑張り 気に頑張っていきま
す！
ます！
♢趣味 猫の世話
♢特技
寝起きが良い
♢好きな言葉
石の上にも三年
♢抱負
わからないことは積
極的に聞き、なんで
も吸収して、人として
成長していきたいと
思っています。宜しく
お願いいたします。

和樹
大森
理喜
樫村
楓
田丸

74

※観・飲 観光・飲食サービス業
交・エ 交通・エネルギー業

部会
種
業
事業所名
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トピックス

新入職員紹 介
よろしくお願いします

新入会員紹介

生・文
観・飲
観・飲
観・飲
金・コン
建設業
観・飲
建設業
観・飲
観・飲
商業
交・エ
生・文
金・コン

イベント企画･運営
飲食業
飲食業
飲食業
税理士業
建築業
飲食業
設備工事業
飲食業
飲食業
小売業
廃棄物処理業
スポーツ施設提供業
コンサルタント

オモチャファクトリー合同会社
Chill Out
居酒屋 こうちゃん家
AQUA
大関由明税理士事務所
㈱令和建材
あっちこっち
鹿志村住設
浜漁
café べるどぅーら
㈱クスリのアオキ 高場店
ハセップ茨城
（一社）
VIARAスポーツクラブ
HARUASUコンサルティング
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令和２年度４月末現在：
会員数4,011事業所

ご入会ありがとうございます。
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商工会議所専用駐車場について
今年度中に当所の専用駐車場が
全面市営駐車場となる予定です。
※時期等の詳細につきましては
決定次第改めてご案内いたします。

「一般定期健康診断・生活習慣病健診」
延期のお知らせ
例年７月初旬に実施している「一般定期健康診断・生
活習慣病健診」は、新型コロナウイルス感染拡大によ
り、延期します。なお、今後の予定につきましては決
まり次第会報にてご案内いたします。

労働保険に加入していますか!?
労災保険
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病等に対し療養（補
償）給付など必要な給付を行い、合わせて労働者の職場復帰・労
働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
雇用保険
労働者が失業した場合・雇用の継続が困難となる事由が生じた場
合に必要な給付を行うほか、職業に関する教育訓練・能力の開発
向上、その他労働者の福祉を増進目的としています。
一人親方労災保険
自営業者及びその事業に従事する家族従事者や企業の役員等で、
労働者を常時使用せず（年間 100 日未満）事業を行う事業所で、
特別加入団体（組合）の労働者とみなして加入できます。
☆労働保険事務組合とは…
事業所の皆さんに代わって年度更新の手続として保険料の計
算、保険料の納付、雇用保険の被保険者資格取得・喪失の手続
きなど面倒な事務をお引き受け致します。
☆事務組合のメリットとは…
①労働保険料は、金額に関係なく３回に分けて納付ができます。
②事業主や家族従業員も、労働者と同様に特別加入で労災保険
加入することができます。
③事務手数料は労災・雇用保険合わせて概算保険料の６％で年
間上限も50,000円（税別）と割安です。
☆労働保険からのお知らせ
①令和２年４月１日から、64歳以上の高年齢者に係る雇用
保険料が事業主・労働者ともに徴収がはじまります。
②労働保険の年度申告・納付は、６月１日〜７月10日 です。
☆本事務組合に事務委託を希望される方、どうぞお気軽にご相談
下さい。
○問合せ：労働保険事務組合ひたちなか商工会議所
本所：273-1371 ／ 那珂湊支所：263-7811

市内景気動向調査

第４四半期

市内の景気を把握するとともに、今後の地域企業の
経営活動方針に資することを目的としています。

（調査期）令和２年１〜３月期（サンプル社）会員事業所60件
業種内訳…製造13、小売12、サービス16、建設15、卸売業４

新型ウイルスが猛威、来期も慎重
◆概況

建設業は依然として従業員と協力企業の確保を課題としている。
製造・小売・サービス・卸売業は消費税増税・新型ウイルス感染
症に伴い需要が落ち込み、業況は深刻。来期も慎重な見通しであ
る。資金繰りも全業種において前期からの継続課題といえる。

◆業況DIの推移
令和元年
10〜12月

業種別
全

令和２年
１〜３月

令和２年
４〜６月
（見通し）

体

▲14.0

▲30.3

▲24.2

建設業

16.7

14.3

14.3

製造業

▲36.4

▲50.0

▲40.0

小売業

▲11.1

▲28.6

▲42.9

サービス業

▲27.3

▲44.4

▲22.2

卸売業

▲14.0

▲30.3

▲24.2

※数値は「好転」と答えた企業の割合から「悪化」と答えた割合を引いた値

◆会員の声

（クリーニング業） 10月の消費税増税以後、売上は減少している。
また年明けから新型ウイルスの問題で外出が少なくなることから
クリーニングの件数も落ち込むことが想定される。一日も早い回
復を望んでいる。

企業の皆様へ

退職自衛官雇用の
ご案内
自衛官は、自衛隊の精強性を維持するという観点から、
若年定年制（54歳、55歳で定年退職）及び任期制（20歳
代に退職）という特殊な制度がとられています。これらの
退職者は働き盛りであり、技能（資格・免許保有）と精強
さに加え、職務遂行と教育訓練によって培われた企画力、

大小御宴会・御宿泊・御慶事・御法事・御会合

指導力、実行力、協調性、責任感などに優れ、企業から高

御予算に応じ承ります

い評価を受けております。貴社の戦力として必ずお役に立
てると確信しております。
○お問い合せ先：
自衛隊茨城地方協力本部 県北地区援護センター
電話 029（274）3211 （内線296）まで
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送迎

T E L 029-262-4118 FAX 029-262-4119
（那珂湊おさかな市場前）

致します http://www.minato-kankohotel.com/ みなと観光ホテル

検索

新

会頭日記

文／柳生 修

▲

典の開所式に出席。

も新人３人を迎え、新しい組織体制でスタートを切るべく、

▲

４月１日（水） 今日から新年度。ひたちなか商工会議所で

４月

辞令伝達を行った。

型コロナウイルス対策だったが、有意義な意見をいただい

４月14日（火） 常議員会開催、重要議題のひとつは、新

▲

た。
▲

４月７日（火）政府により新型コロナウイルスの感染拡大

に伴う緊急事態宣言が７都府県に出された。都市部を中心
に感染者の増加が止まらず、軒並み、会議や会合が中止さ

染拡大阻止のため、外出自粛や休業要請が一段と強められ

れ、三密の回避が叫ばれるようになった。

た。これを受けて、日商会頭のメッセージや関連情報をイン

４月16日（木） 緊急事態宣言が、全国に拡大された。感

▲

４月９日（木） 臨時の正副会頭会議を開催。困窮する会

トラネット経由で視聴した。世界中で治療薬やワクチンの

員へ向けての会議所としての支援策を討議した。

開発が進められてはいるが、早くてもまだ半年以上の時間

▲

４月10日（金） 青年部総会に出席。これからますます若

が掛かりそうである。マラソンのようなウイルスとの長い戦

い力に期待したい。

いの中、我が国ではこれから迎えるゴールデンウィークが、

４月13日（月）アパホテルひたちなか勝田駅前の開業式

▲

感染拡大阻止の大切な時期となる。

33

磯﨑会長の下、
新体制でスタート

10

第 回通常総会を４

月 日に開催し、新型

肺炎ウイルスの感染拡

大防止のため縮小して

行いました。前年度事

業・収支決算の報告と

本年度事業計画・収支

予算（案）が上程され、

いずれも満場一致にて

17

承認されました。

磯﨑拓紀第 代会長

が掲げるスローガンは

「 Ｃ ｒ ｅ ａ ｔ ｅ・ ａ・

ｆ ｕ ｎ・ ｆ ｕ ｔ ｕ ｒ

ｅ・ｗｉｔｈ・ＹＥＧ

～楽しく愉しいＹＥＧ

～」。 青 年 部 活 動 を 心

から愉しんでほしいと

※随時募集しております。

いう思いが込められて

企業支援課

品田）

お問い合わせ

の柳生会頭からご祝辞

費

います。今年度も青年

会

30,000 円（年間）

部を更に盛り上げ、熱

格

（企業支援課

資

会議所の会員事業所であって
18 才〜45 才の方。

を頂き、盛会のうちに

会員に直接役立つ研修
事業への参加。分野別テ
ーマの調査研究や異業種
交流ができ、街づくりへ
の参加や会員相互の親睦
が図られます。

い情熱を持って活動を

メリット

終了しました。

入会のご案内

議事の終了後、来賓

来たれ！青年経済人！

Young Entrepreneurs Group

していきます。

青年部通信

磯﨑会長より小泉直前会長に感謝状を贈呈 令和２年度青年部の活躍にご期待ください！

ひたちなか市ビル管理事業協同組合

ひたちなか市馬渡2525−188 TEL
（276）
0500

