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ひたちなか
商工会議所のしくみ ひたちなか商工会議所が約束する価値
商工会議所は、数ある経済団体の中で唯一、「商工会議所法」という法律に基づく特別認可法人で、地域
の商工業者が業種、規模、法人、個人にかかわらず加入している民間の地域総合経済団体です。公益法人
として組織や活動などの面で強い公共性を持っている〈公共性〉、会員はあらゆる業種、業態の商工業者
から構成される〈総合性〉、地域を基盤としている〈地域性〉、そして世界各国に商工会議所が組織されて
いる〈国際性〉が特徴です。
加えて、中小企業が会員の多くを占めていることが商工会議所のもう一つの大きな特徴であり、中小企業
の経営基盤の強化や新たな成長のために、幅広い経営支援活動を行っています。
ひたちなか市内外に事業所を持つ法人、個人、団体などを会員とし、会員は、業種別に設置された8つの
「部会」と、7つの地域別に設置された「ブロック」にそれぞれ所属し、さまざまな形で情報交換や人的交流
を行います。ブロックにおいては、会員に対する身近なサービスの提供や地域に密着した活動を通じて、
地場産業の振興育成、企業間連携やコミュニティ再生などに取り組んでいます。
また、会員から選ばれた事業所の代表が議員（140事業所）となり、「議員総会」を構成します。議員総会で
は、会頭・副会頭の選任や予算・決算など重要項目を審議決定します。会頭、副会頭、専務理事、常議員、
監事などの役員で構成される「常議員会」では、課題別に設置された「委員会」がとりまとめた意見や要
望・提言などを審議し、経営環境の改善などに結び付けています。

多くの会員によって構成され、積極的な参画によって運営される地域総合経済団体です。
大企業から中堅・中小企業まで、あらゆる規模・業種の会員企業が、一体となって行動・協働する
ことにより、一企業では解決できないさまざまな課題を解決し、より大きな成果を生み出します。
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ひたちなか商工会議所
企業と地域が抱える問題を解決する

もっと身近に、

ひたちなか市内で営業している商工業者であれば、法人、団体、個人事業主を問
わず入会いただけます。
また、商工業者以外の各専門分野の方（税理士、弁護士、公認会計士、司法書士、
行政書士等）や医療法人、学校法人、社会福祉法人も、ご入会いただけます。
ひたちなか商工会議所をご利用される、市外の商工業者の方は特別会員として
ご入会いただけます。

入会
資格
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経
営
力

経営の悩みに、
きめ細かく対応します。

3 4

［  約束 その２  ］

政策提言
企業の声を集め、経営環境を改善し、
活力ある経済社会を実現します。
企業の力を結集し、一丸となって政治や行政の変革を働きかけるこ

とで、よりよい経営環境をつくり、活力に溢れる経済社会を実現して

いきます。会員企業の意見や提案が、社会を動かす力となります。

経営支援

●会社を強く、大きくしたい
●経営を安定させたい
●コストダウンを図りたい
●営業力を高めたい
●優れた人材を採用したい
●社員の能力を高めたい
●安心して経営したい

●会社の信用を高めたい
●新たなビジネスにチャレンジしたい
●創業・開業したい
●いつでも気軽に経営相談できるところがほしい
●経営に役立つ情報を入手したい
●異業種や教育機関と交流し新たなビジネスを生み出したい
●たくさんの経営者と交流したい

創業
信用

安心人材

資金
広報 交流

ビジネス
チャンス

相談

［  約束 その１  ］

経営支援
経営の改善と、新たな成長に向けて
挑戦する企業をサポートします。
会員企業一社一社が強くなるために、ひたちなか商工会議所では、各

種相談・情報サービスの他、〈資金〉〈人材〉〈ビジネスチャンス〉〈安心〉

〈信用〉それに〈創業〉の 6つの領域で多様なプログラムを備え、最適

な方法で経営をサポートします。 経営

会員企業の抱えるさまざまな経営課題の解決をお手伝いするために、

［資金］ ［人材］ ［ビジネスチャンス］ ［安心］ ［信用］ そして ［創業］ という 6つの領域で、多彩な経営支援サービスを提

供しています。これらのサービスに加えて、 ［相談］ ［広報］ ［交流］ のサービス機能を活用していただくことで、あなた

の経営力UPをトータルにサポートします。

ひたちなか商工会議所の、
　　 ３つの活動・３つの約束。

［  約束 その３  ］

観光・地域振興
産業の活性化と、
魅力ある地域づくりを推進します。
企業が伸びやかに経営するために、そして地域に暮らす人々が、豊か

さと潤いのある生活を実現するために、観光振興と地域活性化に向

けた、企業をはじめとする地域構成員のさまざまな取り組みをコー

ディネートします。
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相談
経営支援事業 会員企業の駆け込み寺。

プロフェッショナル集団が
あなたをサポート。

日本政策金融公庫、茨城県信用保証協会、商工調停士による金融

経営安定相談会（無料・毎月第 4 水曜日）や、会員企業個々に経

営課題に応じた専門家（エキスパート）を直接事業所に派遣し、具

体的かつ実践的なアドバイスを提供する経営専門家派遣相談

やエキスパート・バンクは、中小企業の強い味方です。お気軽に

ご相談ください。

また既存事業の売上減少等に対応するため、経営革新個別相談会

により新商品や新サービスの開発提供など新たな取組を支援し

ています。あなたの駆け込み寺として活用してください。

資金
経営支援事業

資金は企業の血液です。

資金調達をバックアップ
企業の資金需要にお応えするために、さまざまな支援施策を揃え

ています。

中でもマル経融資は、小規模事業者経営改善資金融資制度として

昭和 48年に創設されて以来、多くの小規模事業者の方に利用され

ています。「事業資金を借りたいが、担保も保証人もないし…」とい

った小規模事業者の経営をバックアップするために、無担保・無

保証人で商工会議所の推薦に基づき融資が可能となる、国（日本政

策金融公庫）の融資制度です。

ビジネス
チャンス

経営支援事業

取引拡大は企業の成長力です

新たなビジネスにチャレンジしたい！　取引先を拡大したい！

会員企業一社一社の着実な成長のために、

ひたちなか商工会議所のネットワークをご活用ください。

新たな取引先獲得のために
ものづくり企業の活性化へ向け、国内外の展示会等への出

展支援を行うなど、取引を促進する機会として活用されて

います。産業交流フェアでは、市内商工業、農業、水産業など

の企業・団体が出店（展）し、地元の最新技術や特産品の販売、

模擬店などで、市民との交流を図ります。
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サービスメニュー

・経営相談
・税務相談
・金融相談
・労務相談
・法律相談
・許認可申請相談
・経営安定相談
・専門家派遣相談
・エキスパート・バンク
・創業相談
・経営革新相談
・ITトータルサポート

サービスメニュー

・産業交流フェア
・展示会出展支援
・会報広告掲載
・チラシ同封サービス

サービスメニュー

・小規模事業者経営改善資金

・公的融資のあっ旋・紹介

各国・地域との民間経済交流を推進
国際交流

経済のグローバル化の進展に伴い国境を越えた経済活動が活発に

なるなか、中小企業の経営環境もグローバル化しています。ひたち

なか商工会議所では、海外進出に関するセミナーを実施するほか

北米市場向けには現地コンサルタント会社と連携した販路開拓支

援、ASEAN市場向けにはフィリピン、ダバオ市商工会議所と友好

協定を締結し、経済交流を深めています。

地域内の連携による
新ビジネス創造のために

ビジネスネットワーク

地域にはさまざまな業種・業態の企業があります。それぞれの企業

が持つスキルやノウハウを組み合わせて、相互の連携・協働を促す

ことによって、新しいビジネスの創造につなげていきます。

（マル経融資）

（日本政策金融公庫）
（茨城県）
（ひたちなか市）
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信用
経営支援事業

信用は企業の基盤です。

円滑な取引のために
原産地証明書をはじめ、商工会議所が発給する各種の貿易関係証

明は、国際取引における最も信頼性の高い証明として、内外の貿易

関係業者に広く利用されています。商工会議所が厳正かつ中立な

立場で発給する貿易関係証明は、真正・公正なものとして、貿易振

興に貢献すると同時に、会員企業の海外商取引の円滑化に役立っ

ています。

会員証明やビジネス認証サービス等により、企業の社会的評価を

高めることによって企業価値の向上を支援しています。

広報
経営支援事業

経営に役立つ情報を、
多角的に、タイムリーに提供します。

経営を取り巻くさまざまな環境変化を的確に捉えた最新情報や、

ひたちなか商工会議所の取り組みなどを紹介する商工会議所報

ひたちなかを、毎月 1 回会員企業にお届けします。

また、行事・イベント情報を随時、ホームページ上で更新してい

ます。

また、経営課題を解決するための知識や、

タイムリーな情報を提供する講演会や研修会

を多数開催しています。

安心
経営支援事業

安心は企業のもうひとつの力です。

経営を支える商工会議所共済
企業、経営者、従業員。それぞれの安心を確保するために、ひたちな

か商工会議所のスケールメリットを活かした、安価で安心な各種

保険・共済制度を用意しています。

従業員を雇ったら労働保険
中堅・中小企業が無理なく、大企業に遜色のない福利厚生制度を

備えるために、労働保険事務を代行する労働保険事務組合など、

スケールメリットとネットワークを活かしたサービスを提供して

います。

企業の危機にすばやく対応
ひとたび企業が危機に直面すれば瞬時の対応を迫られ、そのいかん

が存続をも左右します。こうした、もしもの事態への対応をお手伝

いします。

人材は企業の財産です。

社員の能力向上が企業成長の鍵
社員一人ひとりの能力とモチベーションの向上は、企業が発展す

るための不可欠な要件です。経営者研修、階層別研修、実務別研修

など、幅広い「研修プログラム」を用意して、会員企業の教育・研修

活動を支援しています。

ビジネス技能の向上のために
産業界のニーズに対応できる人材の育成と、技術・技能の振興普

及のために、日商簿記など各種の検定試験を実施しています。

「社員の能力開発、自己啓発」にご活用ください。

定期健康診断
事業主及び従業員の健康状態の管理を

するため、（一財）茨城県メディカルセ

ンターと連携し、一般定期健康診断・

生活習慣病検診を毎年実施しています。

また、手軽にできる郵送によるガン検

診もご利用いただけます。

人材
経営支援事業
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サービスメニュー

・経営者・社員向け各種研修
・日商簿記検定試験
・永年勤続優良社員表彰
・定期健康診断
・郵送によるガン検診
・労働安全衛生法に基づく
 各種技能講習、安全衛生教育

サービスメニュー

・経営セーフティネット共済
・小規模企業共済
・いきいきライフ共済
・特定退職金共済制度
・終身医療保険
・労働保険事務組合
・ビジネス総合保険制度
・業務災害補償共済制度
・情報漏えい賠償責任保険
・休業補償共済制度

サービスメニュー

・商工会議所報ひたちなか
・茨城新聞「会議所ニュース」
・各種説明会
・各種セミナー・講演会
・ホームページ
　「ひたちなか 商工会議所」

サービスメニュー

・貿易関係証明
・会員証明
・営業証明
・容器包装リサイクル法対応
・ビジネス認証サービス
  （電子証明書取次業務）
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変
革
力

創業
経営支援事業

創業や経営革新への意思、
挑戦する気概。
その実現を、支援します。

新規開業を志す方や経営革新をお考えの方のために、多様なメニ

ューを取り揃えた支援事業を展開しています。

創業相談窓口を設け、創業準備に際しての各種届出や、公的融

資・助成金の申請手続きの個別指導やアドバイスも受けられます。

市内空き店舗への出店を計画されている方を支援するチャレン

ジショップ事業も行っています。

また、経営革新への理解を深めるセミナーや経営革新計画承認制

度の申請書作成支援を行なう個別支援を行なっています。記帳や

税務でお悩みの事業者を対象に、記帳指導を行っています。

交流
経営支援事業

豊かな人脈を築くために。
会員企業の相互交流を促進します。

幅広い情報交換、経営資源の交流を通じて自らの経営革新を図り

たいという意欲のある会員企業が集まって、ひたちなか青年経

営者研究会などの異業種交流グループを組織しています。参加

各社の持つ情報・技術・ノウハウを結集し、新製品の共同開発、

研究活動、情報発信等々、グループそれぞれが特色ある活動を展

開しています。

また、会員企業相互の交流のために、視察研修会 , 親善スポーツ

大会 , 新春賀詞交歓会などを実施。経営者が相互に親睦を深め

ていただくとともに、新たなビジネス創出の機会として利用され

ています。

青年部や女性会では、会員が互いに切磋琢磨して企業成長を目

指す一方、若手後継者や女性経営者がその特性を存分に発揮して

活躍するために、さらには次代を担う人材を育成し、女性の社会

参画をより一層促進するために、さまざまな活動に取り組んでい

ます。

企業の声を集め、経営環境を
改善し、活力ある経済社会を
実現します。政策

●経営環境をもっと良くしてほしい
●企業経営の進むべき方向を示してほしい
●豊かで潤いのある社会を実現したい

9 10

サービスメニュー

・創業相談窓口
・チャレンジショップ
・記帳代行・記帳継続指導
・創業スクール

サービスメニュー

・視察研修会
・親善スポーツ大会
・新春賀詞交歓会
・青年部
・女性部
・青年経営者研究会

産業界の世論を形成して、政治・行政へ
意見・要望

会員の声が社会を動かす
意見・要望をとりまとめる役割は、会員の代表である議員を中心に構成される委員会が

担っています。その過程での意見収集などを通じて、会員企業の意見が反映されます。

活力ある地域づくりのオピニオンリーダーとして
提言・指針

あるべき社会の姿を提示
少子化への対応、地球温暖化への取組み、企業の社会的責任の涵養̶。

時代環境の変化、社会からの要請にどのように対応していくかが、企業に問われています。商工会議所では、当面の制度改正や

法整備に関する要望活動を行うとともに、より長期的な視点から、経済社会のあるべき姿や企業経営の方向を研究し、

提言としてまとめています。

経営環境の変化と実態をリサーチ
調査・研究

地域経済の実態を把握
景況、採用動向、資金繰り、投資動向など、経営環境は日々変化しています。ひたちなか商工会議所では、当地域を中心とす

る経済社会や企業の経済活動の実態を把握するために、会員企業の皆様のご協力を得ながら、さまざまな調査・研究を

行っています。

広く社会に問題提起
調査結果は、地域経済の実情を表す資料として政府や行政に提示し、意見・要望につなげていきます。同時に、広く社会に公

表することによって、問題提起のきっかけとしていくことを意図しています。
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地
域
力

地域資源を活用した
魅力あるまちの活性化に
取組みます。観光・

地域振興
●住民が元気で、観光客や来街者にとっても魅力的な、賑わいのあるまちにしたい
●地域の伝統・文化を継承しつつ、次なる文化の創造・発信につなげたい
●自分が育ち、事業基盤となっている地域社会の発展に貢献したい
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駅前イルミネーション事業 那珂湊海上花火大会

令和 2年 2月 13日「全国商工会議所観光振興大会 2020in 金沢」が開催され、地域の独創的な観光振興

の取組みを表彰する「2019 全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞」の表彰が行われ、ひたちなか商工

会議所が「大賞」に輝きました。大賞を受賞した「ほしいも魅力発信プロジェクト！」は、ほしいも学校の

設立やスイーツの開発、ほしいも神社の建立の他、インバウンド客への対応が元からある地域資源を

ブランド化し、集客の拡大と観光消費に貢献した点が高く評価されました。

全国商工会議所
観光振興大会

大賞

観光産業の活性化のために
地域おこし事業

地域おこし事業では、地域資源を活かした「茨城・ひたちなか」な

らではの名産品を、地元の業種組合と連携して企画開発しています。

地域資源を活用した誘客イベントでは「サイクリングDEひたちなか」

等、観光産業の活性化や消費拡大に繋げています。また、産業観光

体験を通じて市内の産業を紹介し、各産業に携わる方々との交流

を楽しめる産業観光のガイドブックを作成しています。

地域経済活性化のために
プレミアム商品券

市内の消費喚起を図るため、市内全域で使用できるプレミアム付

商品券を継続的に発行しています。中小企業等や個人事業主が経

営する店舗の売上向上を支援し、市経済の活性化及び消費者への

サービス向上を図ります。取扱店を増やし、額面を 500 円券にす

るなど利便性向上に配慮し、事前申し込みによる応募方法や、子育

て世帯・高齢者・障害者の方に優先枠を設けるなどの施策を講じ

ています。
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ひたちなかまちづくり㈱と連携し、地域コミュニティにおける拠点機能の強化や賑わいのあるまちづくりを実現するとと

もに、地域ブランド力の向上を推進していきます。今後のインバウンド（訪日外国人）の増加に向けて観光による地域活性

化への取り組みの支援を行っています。

地域ブランド力
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魚食文化を活かした地域振興のために
魚食普及支援事業

ひたちなか市では四季折々、様々な魚が水揚げされています。漁業とともに水産加工業も盛んで、

なかでも、「蒸しダコ」は日本一の生産地となっています。こうした中、魚食の普及推進を通じた

観光振興や地域活性化、地域のブランド化に向け、「世界タコ焼きグランプリ」や「タコ焼きフェ

ス」等のイベントや、地域の飲食・宿泊事業者、漁業者を交えた勉強会「一魚一会サロン」を開催

しています。また、「ひたちなか市魚食の普及推進に関する条例」に定められた「タコの日（8月8日）」・

「ととの日（10月 10日）」・「魚食普及推進の日（毎月 10日）」のPR活動を行うなど、ひたちなか市

と連携し、「タコ日本一・魚のおいしいまちひたちなか」の推進に取り組んでいます。

おもてまち七夕まつり勝田全国マラソン前日祭
パスタフェス

ほしいも学校 ほしいも神社

セブンシーズマリナー
常陸那珂港初寄港

まちかど交流館ふらっと コミュニティスペース 3710 屋

地域ブランドの価値向上のために

企業が存分に力を発揮できるような、潤いのある地域コミュニティの形成に向けて、市民と商店街の交流拠点となる

コミュニティ交流サロン事業を通し、企業と自治体、住民、NPOなどが連携・協働できる場をコーディネートします。

企業が存分に力を発揮できるような、潤いのある地域コミュニティの形成に向けて、コミュニティ交流サロン事業やチャ

レンジショップ事業を通し、企業と自治体、住民、NPOなどが連携・協働できる場をコーディネートします。

コミュニティ形成

健康な地域社会づくりのために

－  みんなの会館みんなで利用  －

ひたちなか商工会議所会館
大小さまざまな会議室を用意しており、
目的や規模に応じて自由にご利用いただけます。
会議・セミナー・研修・展示会など、
お気軽にご利用ください！

タコの日（8月8日）PRキャンペーン 世界タコ焼きグランプリ
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