８

ひたちなか
商工会議所報

2020 August

2020年８月８日発行
No.196

Hitachinaka

発行所

もっと身近に、もっと元気に。

重点的かつ継続的支援を
市への緊急要望書提出 P2

速報

新型コロナウイルス対策
市の新たな支援事業 P2

８月８日は「タコの日」
クイズに答えてタコGET！P4
新型コロナウイルス
感染拡大防止アプリ

「いばらき
アマビエちゃん」P7

会頭日記・
クローズアップ女性会 P10

Info
ふるさと納税返礼品
協力事業者募集開始 P8
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市営駐車場に統合されるため、８月中旬
以降利用できなくなります。
商工会議所に御用の方は、隣接の市営駐車場を
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マル経融資（商工会議所▶審査）
県新型コロナウイルス
感染症対策資金貸付金

（商工会議所▶受付窓口）

無利子融資・制度融資に
関する相談

（商工会議所▶受付窓口）

『重点的かつ継続的支援を』

新型コロナウイルス感染症に係る緊急要望を市に提出

新型コロナウイルス感染拡大により厳しい経営を強いられてい
る会員企業への影響と長期化を見据えた重点的かつ継続的な支援
が必要なことから７月６日、大谷明市長と鈴木一成市議会議長へ
緊急要望書を提出。大谷市長は、感染対策を強化し要望を受け適
切に対応していく意向を示しました。また、鈴木議長は、要望が
市政に反映できるように取り組んでまいりたいと述べました。

新型コロナウイルスの感染予

の推進に向け、事業者が情報誌

（ ３） 地 域 内 の 観 光 コ ン テ ン ツ

合の宿泊費等について助成する

防を目的に、店舗等の換気の向

掲載やチラシ作成等に係る広告

１．“ ３ 密 ” 回 避 に 向 け た 店 舗

上や密集・接触の回避のための

宣伝費について助成をされた

制度を講じられたい。

工事、備品購入等の費用につい

い。

等改装費用の助成について

て助成措置をお願いしたい。

３．「 新 し い 生 活 様 式 」 に 対 応

む「小さな旅行」へニーズの変

ら身近な地元に目を向けて楽し

の在り方が、遠方や海外志向か

タル技術の活用推進への支援を

求められている中、以下のデジ

に 向 け、「 新 し い 生 活 様 式 」 が

新型コロナウイルス感染防止

５．事業者向け個別相談会開催：中小・小規模事業者及び個人事
業主向けに経済支援策についての行政書士相談会を開催
６．専門家支援活用補助金：各種助成・補助制度申請に際して、
専門家を活用した事業者へ経費の一部を補助

【観光業】
１．観光関連事業者支援金：観光関連事業者の事業継続支援
２．貸切バス事業者支援金：貸切バス事業者に対する事業継続
支援

【公共交通】
１．地域公共交通利用喚起事業補助金：地域公共交通の利用喚起
のため、１日フリー券の割引販売を補助

８月３日の市議会臨時会で、新たな支援策が承認されました。
（※詳しくは、市のホームページをご覧ください）
【商工業】
１．プレミアム付地域商品券発行事業補助金（優先受付枠分）：
発行数を３万セットから５万セットへ増（発行総額６億円）
※kidsカード、シニアカード、障害者手帳所持者の優先受付分
（２億４千万円）
２．固定費支援金：売上が減少しているが国の家賃支援給付金の
対象にならない事業者の家賃等固定費を補助
３．新しい生活様式対応支援補助金：新しい生活様式に適応する
ための設備導入等を支援
４．デジタル技術活用促進補助金：新しい生活様式に対応した働
き方改革や販路開拓、人材確保等に伴うデジタル技術の活用
支援

２．Ｗｉｔｈコロナ期の観光振

化が見込まれており、伝統文化、

図られたい。

したデジタル技術の活用推進に

自然、旬の食材を活かした料理

（ １） イ ン タ ー ネ ッ ト を 活 用 し

興について

等をパッケージした、地域の魅

た テ イ ク ア ウ ト・ デ リ バ リ ー

ついて

力を再発見できる観光コンテン

サービスなどの定着に向けたＷ

（ １） Ｗ ｉ ｔ ｈ コ ロ ナ 期 の 旅 行

ツの整備を図られたい。

ｅｂページ作成への助成。

会などによる販路開拓支援。

（ ２） 地 域 内 の 観 光 コ ン テ ン ツ

リスクを軽減しながら宿泊施設

（ ３） そ の 他、 デ ジ タ ル 技 術 を

（ ２） オ ン ラ イ ン 展 示 会・ 商 談

の需要喚起に繋げるため、市民

活用した事業展開への支援。

の推進により、ウイルスの拡散

が市内の宿泊施設を利用した場

地域経済の回復・活性化に向けた事業者等への支援と取り組み（抜粋）

速報

鈴木議長（左から２人目）と三瓶副議長（左）
要望書を大谷市長（左から２人目）に手渡す柳生会頭（左）、井上政策委員長（右）
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支援金・給付金支援
●家賃支援給付金 中小法人等600万円・個人事業者300万円上限
【支給要件】５月以降の単月の売上が前年同月比で50％以上、または３ヵ月連続の平均売上が
30％以上減少していること。他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接
占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなってい
ること。（駐車場等の土地のみも申請可）

商工会議所は
全力で支援し
ます。

お気軽に
ご相談ください

【申請期間】令和２年７月14日〜令和３年１月15日
【必要書類】①賃貸借契約の存在を証明する書類（賃貸借契約書等）
②直近３ヵ月分の賃料支払い実績を証明する書類（銀行通帳の写し、
振込明細書等）
③本人確認書類（運転免許書等）
【問合せ先】０１２０−６５３−９３０
【申請サポート会場】

商工会議所2Ｆで国が８月３１日まで開設中（完全予約制）
予約：家賃支援給付金ホームページ上から予約、
０１２０−１５０−４１３（受付時間９：00〜18：00）
●ひたちなか市緊急中小企業等事業継続支援金
中小企業・小規模事業者20万円

個人事業主10万円

【支給対象】市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者および個人事業主
【支給要件】新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年１月〜12月のうち2019年同月
比で売上が30％以上50％未満減少した月があること。国の持続化給付金を活用し
ていないこと
【問合せ先】ひたちなか市経済環境部商工振興課
０２９−２７３−０１１１（内線１３４１、１３４２）

●持続化給付金 中小法人等200万円 個人事業所100万円
【申請要件】2019年以前から事業収入（売上）を得ており、2020年１月以降、新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50％以上減少した月が
存在すること、または主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
や2020年１月〜３月の間に創業した事業者で収入が50％以上減少していること
【申 込 先】０５７０−０７７−８６６（予約専用コールセンター）
※ひたちなかのサポート会場は、７月末で終了しました。引き続き、近隣の水戸会場（水戸市
泉町2-3-2 中央ビル406）をご利用いただけます。

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）返済期間：運転７年・設備10年（各据置期間あり）
【要件】
①常時使用する従業員が20人（商業またはサービス業は５人）以下の法人・個人事業主の方
②新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１カ月の売上が前年又は前々年同期と比較し
て15％以上減少している法人事業所または５％以上減少している個人事業所の方
※上記②に該当しない事業所には商工会議所が独自に利子補給し、１年間は実質無利子

●県新型コロナウイルス感染症対策資金貸付金（商工会議所▶受付窓口）
運転200万円

無利子

貸付期間：10年以内（据置５年以内）

【要件】前年同月比で売上が50％以上減少し、公的融資制度及び民間金融機関による融資が受
けられない方
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ひたちなか商工会議所企業支援課 ＴＥＬ ２７３ ︱１３７１

または、予約窓口専用ダイヤル

問合せ先

④売上減少を証明する書類（確定申告書、売上台帳等）

新型コロナウイルス経営相談窓口

【申請手続】家賃支援給付金ホームページで申請

８月８ 日 は 「 タ コ の 日 」
★

クイズに答えて
「蒸しダコ」をGETしよう!!

★

ひたちなか市では、魚食普及を通して地域の水産振興と水産物の消費拡大を推進し、観光振興や地域経済の活性化

を図ることを目的に平成28年４月「ひたちなか市魚食の普及推進に関する条例」が施行されました。この魚食条例で
は、８月８日は「タコの日」、10月10日は「とと（魚）の日」、毎月10日は「魚食普及推進日」と定めています。

ひたちなか商工会議所の「タコ日本一・魚のおいしいまちひたちなか推進協議会」では、魚食条例を多くの方に

知っていただき、国内有数のタコ加工生産高を誇る「タコのまち」ひたちなかのPRと地域活性化を図る取り組みの一
環として、クイズに答えてタコGET！「タコ日本一・魚のおいしいまちひたちなか推進キャンペーン2020」を実施し

ます。８月１日〜31日の期間中に、クイズに答えて正解した方の中から抽選で88名にひたちなか市特産の「蒸しダ
コ」をプレゼント！

また、
８月８日の「タコの日」には、
市内の協力店で、
特製タコうちわを無料配布（先着順で無くなり次第終了）します。

R/!!
１．実施内容
２．当選本数
３．応募期間

４．応募方法

５．応募先

タコの日クイズ

ǔॢǔɉĶěěɈķ

クイズに正解された方の中から抽選で、ひたちなか市特産の
「蒸しダコ」１尾をプレゼント
88本

2020年８月１日（土）〜８月31日（月）（当日消印まで有効）

官製はがきにクイズの答え（クイズの〇〇の部分に入る文字）
と、住所・氏名・年齢・電話番号をご記入の上、下記へお送り
ください
※ご応募はお一人様につき１回とさせていただきます。
※ご記入いただいた個人情報は、本キャンペーンの事業実施以外には使用いたしません。
〒311-1222 ひたちなか市海門町 2-8-13
ひたちなか商工会議所 那珂湊支所 行き

６．抽選・当選発表
厳正な抽選のうえ、商品の発送をもって、発表に代えさせていただきます。
発送は９月中旬を予定しています。
７．お問合せ

タコ日本一・魚のおいしいまちひたちなか推進協議会
（事務局：ひたちなか商工会議所那珂湊支所内）
TEL：029-263-7811

クイズの答え

○○の日
住所
氏名
年齢
電話番号
（はがきの記入の仕方）
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追

援
加支

！

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため

※料金改定前（令和元年９月以前）の古い往復はがきをご使用の場合は、不足分の切手を貼付してください。

● 取扱店も随時募集中！ ●

Webセミナー開設のお知らせ
「持続化給付金」
「家賃支援給付金」「雇用調整助成金」「改正民法対応」などさまざまな制度の本格的なセミナー
が、ホームページから受講できます。

【ＩＤ】ｋ０１００
【パスワード】１３７１
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1月31日
（日）

市産業交流フェア
推進協議会

石川運動 勝田全国マラソン大会
ひろば 他 実行委員会
＊印は新規事業

表町

10月1日〜
12月31日
（使用期間）

取扱店
約600店

ひたちなか商工会議所

10月

未定

＊ 魚を食べよう!
スタンプラリー

10月10日〜
1月10日

各参加店

サイクリング DE
ひたちなか 2020

10月
ひたちなか市
ひたちなか商工会議所
または11月
周辺
未定

魚食普及推進協議会

〃

12月

勝田・佐和・
那珂湊駅前

〃

パスタフェス

1月

未定

〃

＊観光振興大賞
受賞記念イベント

未定

未定

〃

中部

駅前イルミネーション

※新型ウイルスの感染状況によって、規模の縮小、中止の場合があります。

部会

観・飲

ひたちなか市勝田青色申告会

各種団体

金・コン

一般社団法人太田法人会勝田地区会 各種団体

金・コン

ひたちなか珠算連盟

各種団体

生・文

麺来亭

飲食業

観・飲

頭痛専門院キセキ

療術業

生・文

内藤総建

建設業

建設業

辻馬車

娯楽業（カラオケ） 生・文

龍のひげ 一義

飲食業

薪ストーブ シャイニー

設備工事業

横田 英明

不動産賃貸業 建設業

㈱RAVE
大塚 貴仁

人材育成コンサルタント業

ナシキ内装

内装業

イ

ブ

観・飲
建設業
生・文

不動産賃貸業 建設業
建設業

二十歳振袖館Azひたちなか本店

着物レンタル業

生・文

アンシャンテ・アレーズ

ブライダル業

生・文

㈱茨城県民球団

プロスポーツマネジメント業

生・文

カフェ&ダイニングバーさぼーる

飲食業

観・飲

特定非営利活動法人たまり場ぽぽ 児童福祉事業

生・文
商業

干し芋製造・販売業

ミニストップひたちなかマラソン通り店 コンビニエンスストア

始まっています。
那珂湊

商業

㈱Ants
あずま屋

建設業

建設業

飲食業

観・飲

㈲ヒタチ

厨房設備工事業 建設業

イソザキＢ.Ｐ.センター

自動車整備業

交・エ

㈱ハピネス・アイ

自動車関連業

交・エ

根本

不動産賃貸業 建設業

ン

ツ

勝一

那珂湊青色申告会

各種団体

金・コン

一般社団法人ほしいも学校

各種団体

商業

だいく工事店 蔵屋

建設業

建設業

那珂湊漁協加工直売所 魚食楽 魚類飲食小売業 水産業
ローソンひたちなか阿字ヶ浦町店 コンビニエンスストア

特別

事業主の皆様へ
新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求めら
れる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、労働者の様々
な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給
休暇制度や、計画的な業務運営に資する年次有給休暇の計画的付与
制度の導入が効果的です。
詳しくは、茨城労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。
TEL：029-277-8294

種

しんしん農園

新しい働き方・休み方が

導入しましょう！

業

各種団体

ア

時間単位の年次有給休暇を

新入会員紹介

ひたちなか市勝田飲食業組合

レ

佐野

ひたちなかご当地
10月
グルメ&スイーツフェア または11月

〃

前渡

第9回世界たこ焼き
グランプリ

9月13日
（日）

ひたちなかまちづくり
株式会社

西部

プレミアム付き
商品券事業

場所
主催
参加店
ひたちなかドリンクラ
３軒ハシゴ リー実行委員会

事業所名

南部

第43回勝田
TAMARIBA横丁

時期
8月20日〜
9月20日

ご入会ありがとうございます。

駅前

●「開催」または「開催に向け調整中」の商工会議所関連イベント等
イベント名
第25回ひたちなか
ドリンクラリー

会 議録

第69回勝田全国
マラソン大会

21

日

1月30日
（土） 市文化会館 ひたちなか商工会議所

７月

第69回勝田全国
マラソン大会前日祭

■第４１５回常議員会

市総合
運動公園

会員数

10月31日
（土）
・
11月1日
（日）
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件

那珂湊漁港 みなと産業祭実行委員会

ひたちなか市
産業交流フェア

【協議事項】①新入会員の承認▽

10月

那珂湊海上花火大会
実行委員会

・９％②議員の職務を

9月12日
（土） 那珂湊漁港

組織率

第36回みなと産業祭

市文化会館 魚食普及推進協議会

３，９ ９ ８ 件

第33回那珂湊海上
花火大会

〃

73

㈱常陽銀行ひたちな

勝田表町・
中央町

大山誠二郎氏③議員の辞任

8月23日
（日）

行う者及び常議員の変更

第26回ひたちなか祭り

か支店長

陸上自衛隊 ひたちなか祭り
勝田駐屯地 実行委員会

【報告事項】①今後のイベント等の開催動向②緊

8月22日
（土）

急対策・地域応援プレミアム付き商品券事業③令

第26回ひたちなか祭り
花火大会

和２年度商工振興員④創業スクール⑤タコ日本

8月8日
（土） 国営ひたち R O C K I N J A P A N
〜 10日
（月） 海浜公園 FESTIVAL実行委員会

一・魚のおいしいまちひたちなか推進キャンペーン

ROCK IN JAPAN
FES.2020

8月

主催
阿字ヶ浦海岸
花火大会実行委員会

事 業 ⑥ 地 域 飲 食 店 応 援 プロジェクト⑦家賃支援

場所
阿字ヶ浦
8月2日
（日）
海岸

さかなクン講演会・
タコ焼きフェス

時期

給付金サポート会場⑧青年部・女性会活動状況

イベント名
第25回阿字ヶ浦海岸
花火大会

【その他の事項】

●「開催の中止」が決定した主なイベント等

①今後の主要事業

今後のイベント等の開催動向について

商業

那珂湊料飲業組合

各種団体

㈲寺門設備

空調設備業

建設業

公益財団法人日本電信電話
ユーザ協会 常陸那珂地区協会

情報サービス業

生・文

※観・飲 観光・飲食サービス業
交・エ 交通・エネルギー業

観・飲

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
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テイクアウト＆デリバリー応援キャンペーン
参加店レポート第３弾!!
今回は、本キャンペーンを通して商工会議所にご入会いただいた２店舗に、キャンペーン参加のきっかけや、
お客様の反響などを聞いてみました！

●餃子専門店 一本道

大場さん

●龍のひげ 一義

キャンペーン参加後すぐに、たくさんのお問合せ、ご注文、

最初は、当店の

温かいメッセージをいただくなど驚くほどの反響があり、

従業員からの情報

の飲食店のために、本キャンペーンを企画・運営してくだ

を知り、もとから

在庫が追い付かず予約販売が続く日々でした。今回、まち
さった商工会議
所の皆様に感謝

で本キャンペーン
餃子のテイクアウ
トが好評だったの

し、今後も餃子

で是非参加してみ

作りに精進して

ようと思いまし

いきます。また

た。

このようなイベ

キャンペーンに

ントで盛り上げ

手作りジャンボ餃子
（５個入３パック1,470円）

この看板が目印！

参加してからは、テイクアウト商品を中心に多くのお客様

ていただけたら
最高です。

来栖さん

にご利用いただき、店内飲食の方も、ついでにテイクアウ
特製冷凍餃子
（10個入1,000円）

トしていただけることが増えました。今後もこのような企

お客様に感謝!!

画を期待しています。

※１食最大300円引となる応援補助金については、７/31
（金）をもって終了しました。たくさんのご利用ありがとうございました。
※テイクアウト＆デリバリー応援キャンペーンは、来年３/31まで行います。ひたちなか商工会議所ホームページをご覧くださ
い！
（那珂湊支所 大沼）

新型コロナウイルス感染拡大防止アプリ

「いばらきアマビエちゃん」

事業者の方へ

訪れた店舗・イベントなどを

分かって安心

茨城県では、新型コロナ
ウイルス感染防止と社会経
済活動の両立を図るため
「いばらきアマビエちゃん」
を導入しました。
「いばらきアマビエちゃ
ん」は県のガイドラインに
沿って感染防止に取り組ん
でいる事業者を応援するとともに、感染者が発生
した場合にその感染者と接触した可能性がある方
に対して注意喚起の連絡をすることで、感染拡大
の防止を図ることを目的としたシステムです。
感染拡大防止のため、事業者の方も県民の方も
登録をお願いします。
ひたちなか商工会議所（本所・支所）でも導入
しました。宣誓書を会館入り口に掲示しています。
※店舗名が特定されたり、個人のプライバシーが
漏れることはありません。
○お問合せ：茨城県産業戦略部中小企業課
（TEL：029-301-5472）
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県民の方へ
訪問するたびに掲示された

登録フォームから

「感染防止対策宣誓書」に

必要な情報を登録

記載の「二次元コード」を
読み取る

登録フォーム

読み取ったURLに

登録完了の

アクセスして表示される

メールを送信

「登録する」を選択

メールに記載された
URLをクリックして

表示されるメール画面から

「感 染 防 止 対 策 宣 誓 書」

そのままメールを送信する
と登録完了

を印刷し、施設内に掲示

新型コロナウイルスに感
施設の利用者に対し
「二次元コード」の読み
込みを周知・案内

染された方が発生した際、
県から「その感染者が訪れ
た場所を同じ日に訪れた方」
に対してメールで注意喚起
のお知らせ

メリット

メリット

店舗やイベントなどの感染防止対策を分かり

新型コロナウイルスの感染者が

やすく掲示でき、県などのガイドラインを遵守

発生したとき、感染者と同じ日に

していることをＰＲでき

同じ施設を使用した方は

ます。システムを導入

メールでお知らせを

していることで、お客様

受け取ることが

に安心してお店をご利用

できます。

いただけます。

返礼品協力事業者を募集します!!
ひたちなか市では、新型コロナ禍でも懸命に頑張っている地元
生産者や事業者の方々を市外の方にも応援してもらい、ふるさと
納税返礼品を通じて「ひたちなか市のファン」を増やすことを目
指し、本年10月頃から返礼品の提供を開始する予定です。
この取組を開始するにあたり、寄付をいただいた市外在住の
方に、魅力ある商品や体験型サービスを提供していただける返
礼品協力事業者（所）を募集します。

ふるさと納税返礼品とは

本市にふるさと納税（寄付金）をいただいた方に対して、感謝
の意を込めて特産品や体験チケット等を贈呈します。
本 市 に お いては 、お 米 （返礼品イメージ）
や 牛 肉、魚 介 類 などの
特産品（モノ）のほか、
宿泊や食事、アクティビ
ティが体験できる
「体 験 型 返 礼 品 」（コ 魅力ある地場産品
本市ならではの
ト）も対象とします。
体験型アクティビティ
◆返礼品協力事業者及び返礼品の登録
返礼品協力事業者及び返礼品の登録にあたっては、一定の要
件を満たす必要があります。
詳細につきましては、市ホームページから「ひたちなか市ふる
さと納税に伴う返礼品協力事業者募集要項」をご覧いただくか、
下記までお問い合わせください。

ふるさと納税返礼品の
新規開発及び
磨き上げを行う事業者を応援します！
◆制度概要
令和２年度中に市内事業者が主体となって行う、ふるさと納
税返礼品の開発、既存商品の磨き上げ及び設備の購入等に要し
た経費に対し、一部補助金を支給します。
（※先着順（１事業者１回まで）経費の2/3以内 上限20万
円（1,000円未満切捨て））
・予算規模…200万円（予算額に到達次第終了となります。）
◆申請受付期間
令和２年８月11日から令和２年11月30日まで
◆補助対象事業
（１）ふるさと納税返礼品を新たに開発する事業
（２）既存の商品を改良し、ふるさと納税返礼品とする事業
（３）ふるさと納税返礼品のパッケージ等デザイン開発事業
（４）体験型サービス（アクティビティを含む。）の創出及び
普及促進に係る事業
◆補助対象者及び補助対象経費
補助対象者及び補助対象経費などの詳細につきましては、市
ホームページから「令和２年度ひたちなか市ふるさと納税返礼
品開発支援補助金交付要綱」をご覧いただくか、下記までお問
い合わせください。

■申請方法
郵送又は企画調整課まで持参
■お申し込み・お問い合わせ先
ひたちなか市企画部企画調整課
TEL 029-273-0111（内線1314）・FAX 029-275-1877・Ｅ-mail kikaku@city.hitachinaka.lg.jp

ロスからの手紙

当会議所の海外進出アドバイザーで
米国 GLOBIZZ CONSULTING 社 President 春山氏が
海外事業への気付きを伝えるコーナー。

≪アメリカのコロナの影響と、ビジネスの変化≫

首に対する厳しい意見が多いのは、日米共に今のところ似ています。

感染者数世界一のアメリカの現状をお話しします。
（７月12日

アメリカは州による明確な基準が当初より示され、法の下に強制さ

現在）米国（人口３億２千万人、日本の約３倍）では、毎日約80万

れ、また企業と個人への社会保障も素早く、３月に導入し実施され

人がPCR検査（日本は１日約8,000人、日本の100倍）を受診し、

ました。いまでも失業者は多いですが、シンプルな話としてこれが

これまで310万人の感染（日本は45万人、日本の約７倍）が報告

あれば、多くの人は生活を続けられるのです。

されています。死者数は13万人（2018年のインフルエンザによる

日本から米国への市場参入をサポートする私の会社も、コロナ

米国死者数は約６万人ですので２倍以上）で、毎日800人がコロ

による需要の減少を経験しています。また対面式商談からオンライ

ナにより亡くなっています。

ンによる関係構築は、同種の競争を激しくさせ、差別化も難しく感

感染ケースの多さでは、アメリカの方が怖さを感じますが、普段

じています。その一方で、これまで都内に事務所を構え一極集中し

アメリカで生活する筆者が、６月に日本出張をした体験から言うと、

たビジネス環境は、全国公平に戦える環境になったとも言えますの

東京での生活も違う恐怖感を持ちました。やはり電車は密室空間

で、今こそ脱東京のビジネスのタイミングです。

で、飲食店も昼時は相席したりしていましたので、都内では気の緩

とはいえ、飲食店をはじめとして事業の継続が出来ない業種も

みもあるのかと思いました。私の住むロサンゼルスのトーランスと

多く、この方々へはこの瞬間に対する社会保障の充実と、早いビジ

いうエリアでは、公共の交通網が無い車生活ですし、スーパーの

ネス転換のサポートをすることが、社会システムとして重要です。

入場人数制限やお年寄り限定時間帯の導入など、 密 になること

新しい生活様式 は一時的なものではなく、今後の 価値の逆

がほぼないので、実は安心感は高いです。ただし感染者数が莫大

転 ですので、以前に戻ることを願うことよりも、新しい価値に合わ

に増える理由は、住居エリアにより密集度が違ったり、人種による

せた業種転換が求められています。新しい価値を察知し、変化する

生活スタイルの差、自宅勤務が出来ない労働者など、格差社会問

速さが経営者に求められているのは、世界共通の事業課題です。

題も含まれると言われています。
経済への影響から、人の生活への規制は、行政による微妙なさ
じ加減が必要です。地方では称賛される首長はいますが、国家元

〜 次回はHaruasuコンサルティング代表 小泉力夫氏の「フィリ
ピン通信」です。今後は「ロスからの手紙」と「フィリピン通
信」を交互に掲載していきます。 〜
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制度融資のご案内
種

類

融

マルケイ融資

［日本政策金融公庫］

普 通 貸 付

［

〃

］

震災復興緊急
［茨 城 県］

パワーアップ
［

〃

］

自 治 金 融
［ひたちなか市］

振 興 金 融
［

〃

］

短 期 資 金
［

〃

］

経 済 活 性 化
［

〃

］

資

（令和２年8月1日現在）

限

度

額

利

率

1.21％
2,000万円 （設備・運転）
4,800万円 （設備・運転） 1.21~2.55％
8,000万円 （設備・運転） 1.2~1.5％
5,000万円 （設備・運転） 1.3~1.6％
1.11％
1,000万円 （設備・運転）
1.11％
2,000万円 （設備・運転）
0.9％
500万円 （設備・運転）
1,500~3,000万円
（設備・運転）

1.11~2.1％

○問合せ：企業支援課

金融・経営安定相談会の開催日

専門相談員が経営をサポートします！お気軽にご相談下さい。
※金融相談は完全予約制となりますので、８月20日までにご予約
ください。
【本所】８月26日（水）受付：午前10時〜正午/午後１時〜３時
経営相談
金融相談
経営計画、倒産防止関係など
運転・設備、
新規開業資金など
時間
10：00〜15：30
10：00〜15：30 10：00〜12：00
相談員
商工調停士
信用保証協会 日本政策金融公庫
内容

○問合せ：企業支援課

「新型コロナウイルス感染拡大に伴う
産業交流フェア・
みなと産業祭の中止」について
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、下記イベントの中
止が決定されました。詳細は、各主催者等にお問合せ下さい。
○第36回みなと産業祭 10月18日（日）
（問合せ先）みなと産業祭実行委員会事務局 TEL：263-7811
○令和２年度ひたちなか市産業交流フェア
10月31日（土）、11月１日（日）
（問合せ先）ひたちなか市産業交流フェア推進協議会事務局
TEL：273-0111（内線1341）

コミュニティスペース3710屋
【出店者及び各スペース利用者募集中】お気軽にお問合せを！
利用区分

料

金

売場スペース（レンタルボックス等）

500円〜3,000円／月

サークルスペース（会議室等）

無料〜1,000円／２時間

簡易ギャラリー（絵画展示等）

無料〜3,000円／月

○毎週木曜日 10 時〜 11 時、週に一度の「野菜市」開催中！
○問合せ：那珂湊支所

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、
指導力、実行力、協調性、責任感などに優れ、企業から高い評価を受けて
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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勝田ＴＡ･ＭＡ･ＲＩ･ＢＡ横丁 開催

（同時開催）
ひたちなかをカツで元気に！ご当地グルメフェア

○日時：９月13日（日）10時〜15時
○場所：表町パーキングTAMARIBA他
※新型ウイルスの感染状況によって、規模の縮小、中止の場合が
あります。

モノづくり、ITサービス…
ひたちなかで 未来 を創るあなたをサポート！

モノづくり起業支援
コワーキングスペース等入居助成金

このたび商工会議所では、ひたちなか市内でモノづくり・ＩＴサ
ービスなどを開業される方を対象に、１年分の入居費用をサポー
トする制度を新設しました。
【ご利用いただける方】
市内のコワーキングスペースやシェアオフィス、スモールオフィ
スなどにおいて、製造業、情報通信業を新たに開業される方、又
は開業後１年間が未経過の方
【補助金額】
月額16,500円を上限に、交付決定後１年間分のオフィス入居費
用を助成します。
【申込先】
ひたちなか商工会議所 事業推進課（お申込みいただき次第、随
時審査会を開催します）
【最終締切日】令和２年 12 月 25 日（金）
○問合せ：事業推進課

市内景気動向調査

第１四半期

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）2020年４〜６月期（サンプル社）会員事業所60件
業種内訳…製造14、小売12、サービス16、建設14、卸売業４

前期に続き厳しい業況ながらも、持ち直し期待
◆概況

全業種において新型コロナウイルス感染症による影響を受けている。
さらに需要が落ち込み厳しい状況にあるものの、緊急事態宣言が解
かれ、悪化に歯止めがかかりつつある。先行きについては厳しさが
続くものの、持ち直しへの期待がみられる。

◆業況DIの推移
業種別

2020年１〜３月

2020年４〜６月

2020年７〜９月（見通し）

体

▲30.3

▲65.9

▲58.5

建設業

14.3

▲33.3

▲25.0

製造業

▲50.0

▲83.3

▲75.0

小売業

▲28.6

▲100.0

▲88.9

サービス業

▲44.4

▲50.0

▲50.0

卸売業

▲30.3

▲33.3

▲66.7

全

※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

（サービス業）新型コロナウイルスの影響で、企業の休業や、イベ
ント、集会、会議、宿泊がないため売上が悪化。
※おもな意見を抜粋しています。

大小御宴会・御宿泊・御慶事・御法事・御会合
御予算に応じ承ります

T E L 029-262-4118
（那珂湊おさかな市場前）

FAX 029-262-4119

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

▲

▲

文／柳生 修

▲

▲

▲

▲

関東商工会議所連合会長表彰
「ベスト・アクション表彰」を受賞

大山会長と小泉前会長

が代表して授与されまし

25

日にホテルクリ

スタルパレスにて通常議

た。

６月

員総会が開催され、表彰

の伝達が行われました。

当女性会は、地域の女

性リーダーとして積極的

に活動し、地域活性化や

知名度向上への取り組み

が高く評価された功績に

より、関東商工会議所連

合会長表彰「ベスト・ア

クション表彰」を受賞。

理解、ご協力のほど、よ

凛とした新役員体制で
女性会事業をスタート！

本年度の総会では、書

ろしくお願いいたしま

玲子

面議決にご協力いただき

美代

す。

大山

悦子

ありがとうございまし

川又

中谷）

会

根本

（企業支援課

副会長

た。決議により、新年度

の議案が承認されまし

副会長

和子

令和２年度役員

た。また、新年度の正副

磯良

事業計画、収支予算など

会長は次の通りです。今

副会長

長

後とも女性会活動へのご

お食事処のぞみの
テイクアウトはじめました！

新

７月

まちづくりの大切な青写真を審議する場となる。午後に
は東京での日商税制専門委員会に出張。常磐線を使って
東京を往復するのは半年振りか。少々緊張した。令和３
年度税制改正要望について真剣な議論ができた。
７月17日（金）先月に引き続きオンラインによる日商の
常議員会を視聴。今月も残念ながら東京実地開催は中止
となった。PCR検査数の拡大もあり、この所の国内感染者
数の拡大が心配。これからは、感染者の迅速な発見のため
簡易検査キットの大量流通も必要ではないかと考える。
７月18日（土）３ヶ月遅れで、ひたちなか少年少女発明
クラブの開始式をファミリコラボで開催。コロナ禍にあ
って42名もの会員入会があったのはありがたい。指導員
の皆さんに感謝。
７月２1日（火）正副会頭会議に引き続き、常議員会を
春日ホテルで開催。例年よりも梅雨明けが遅れている。
本格的な夏が訪れるのはいつ頃か。

会頭日記

７月１日（水）正午よりクラウドファンディング実行委
員会を開催。１ヶ月間で１千万円近い応援金が集まった。
善意の力と共に、営業に大きな影響を受けている飲食店
の皆さんに大きな声援になったことがうれしい。
11月初めに開催されてきた市産業交流フェアの中止が
実行委員会で決定した。残念。
18時より、春日ホテルにて今 春の新入職員歓 迎会を開
催。久し振りに全職員の元気な顔を見られ、私も元気が
もらえた。新入職員の皆さんにはこれからの活躍に期待
したい。
７月６日（月）井上政策委員長と共に、大谷市長、鈴木
市議会議長に市政要望書を提出に伺った。今年は、何と
言っても最重要課題である新型コロナウイルス対策関連
に的を絞ってお願いをまとめた。市との協力態勢が確認
できたことが心強い。
７月１0日（金）市都市計画審議会に出席。これからの

close

up

関東屈指の濃い温泉
★

★

のぞみのテイクアウトが好評です！
新鮮なお刺身の盛り合わせや、名物海鮮丼、特製カ
レー、シーフードピザ、裏人気の豚生姜焼きなど…
おひとりでも、ご家族でも、ご家庭でのぞみのお食
事をお召し上がりいただけます！

「お食事のみ、宴会のご利用もお気軽にどうぞ」

ご注文はお気軽に♪
お電話029-265-5541
またはフロントにて。
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