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会員ゴルフ大会参加者募集会員ゴルフ大会参加者募集
開 　 催 　 日：10月17日（土）
会　　　　場：日立ゴルフクラブ
参 　 加 　 費：3,000円
ビジタープレー代：8,500円
　　　　　　　　 （食事付き・税込）
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日立市内の芸術作品㉗
西沢 笛畝《高麗 雉子》
1935年
絹本着色・一面
（日立市郷土博物館蔵）

日立出身の五島耕畝とともに荒木
寛畝一門の俊英として活躍した西
沢笛畝（1889─1965）の大作で
す。笛畝は卓抜な写実による、繊細
な情趣を帯びた作品を数多く残し
ました。人形収集家としても知ら
れています。

No.1657

2020

鈴木昇

密閉  密集  密接 を避けるよう、
ご協力をお願いいたします！

第44回日立市産業祭は中止となりました。
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日立商工会議所の動き8月8月
８月 2 日 あきんど探検少年団　活動
   　　　　（他2回）
８月 4 日 正副会頭会議
 金融財務業部会
８月 6 日 運営委員会
 会員サービス委員会
８月17日 簿記3級取得講座（他4回）

８月18日 商業部会議員協議会
 経営力向上セミナー（他1回）
８月25日 経営安定セミナー
８月26日 ひたち未来座会議
８月27日 建設業部会会議
 地域ブランド認定委員会
８月31日 ひたちものづくり協議会Ｗｅｂ会議

市内商店街を会場にしたイベント等により市内商業と
商店街の振興につながる事業を支援します。

　商業部会では、商店街を会場にその賑わいや活性化を図るために実施するイベント等の事業を
支援します。

申請書、事業計画書、事業予算書等関係書類により商工会議所（商業観光課）までお申し込みください。
商業観光課　ＴＥＬ２２－０１２８

《申込・問合せ》

 《補助対象者》
日立市内の商店街振興組合、日立市内の事業組合、日立市内の任意の商店街組織（商店会）、複数の
商工会議所会員事業所で構成された組織、実行委員会等の組織。

 《補助対象経費》
事務経費（広告宣伝費、報償費、会場費、会議費（飲食除く）、
催事費、事務費等）
※資産の保全向上に該当するものは対象外
※事業終了後のものも可

 《補助率／補助限度額》
補助対象経費の総額の２/３以内（限度額３０万円）
※同一事業を複数回行う場合は１年度内２回まで。
※同一団体が複数の事業を実施する場合でも１年度内２回まで。
※商業部会議員協議会で内容、補助金額等を審査します。

商業振興活動支援事業

建設業部会　副部会長を選任 監事  小野　武 氏  逝去

副部会長 久保 哲弥氏

　8月27日、当所で建設業部会の部会

会議を開催し、副部会長に久保哲弥

氏（株式会社日立リアルエステート

パートナーズ茨城支社人財統括担当

部長）を選任しました。この選任は事

業所の人事異動に伴うもので、任期

は令和4年10月31日までとなってい

ます。

　当所監事、小野  武氏（株式会社
小野金属工業所代表取締役会長）
には8月7日ご逝去されました。
　氏は、平成13年11月に当所議
員に就任、平成16年11月に常議
員、平成19年6月に会員サービス

委員長を歴任し、平成28年より監事に就任され長
きにわたり、商工会議所運営と地域経済の発展に
ご尽力されました。
　ここに謹んでご冥福をお祈り申しあげます。

株式会社日立リアル
エステートパートナーズ
茨城支社人財統括担当部長
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超大型天井ファン
大風量・低速回転

違いは風にあり。
大風量・低速回転ファンは敷地内の風をより効率よく循環する事を
目的としてデザインされています。
最適化された低速回転によりBladeTecファンは最も安いコストで
最も大きなエリアの空気をより多く動かすようデザインされています。
最大で３０％の空調コスト削減に繋がります。

【設置例】・流通センター ・製造工場・体育館・倉　庫・イベント会場・球　場 など

リースをご希望の際は、
ご相談ください。

〒317-0063 茨城県日立市若葉町1-17-5 前野ビル
TEL（0294）23-0233  FAX（0294）23-0234
E-mail：shoene-plaza@maenoshoji.co.jp前野商事株式会社

BladeTecファン販売・取付・メンテナンス

超大型天井ファン

あきんど探検少年団・ものづくり探検少年団

　日立市職業探検少年団では、様々な専門家か

ら仕事の基本を学んだり、実際に作業を探検（見

る・聞く・体験）することで、勤労観や職業観を身

につけ、働くことの大切さや楽しさを知っても

らうため、現在11の少年団が活動しています。

　当所が担当する「あきんど探検少年団」と「も

のづくり探検少年団」では、合わせて10名の団員

がコロナ禍による感染対策を万全に、短い夏休

みのなか元気に活動が始まりました。

　各団員からは、「お花をきれいに咲かせるため

に色々なお手入れをしていることが分かった」

「季節のお花のアレンジを体験出来て楽しかっ

た」（お花屋さん体験）、「お

札を数えるのが難しかっ

た」「金庫の扉が分厚くて重く、大切なお金を守

るために、色々なきまりがあることが分かった」

（銀行探検）、「象が乗っても大丈夫な、段ボール

の強度にビックリ」「段ボールに表と裏があるな

んて知らなかった」（段ボール工場探検）との声

が聞かれ、楽しく取り組んでいる様子がうかが

えました。

　今後、各少年団は様々な体験活動を行い、来年

２月に修了式を迎える予定となっています。

『今年も元気に活動が始まりました！』『今年も元気に活動が始まりました！』『今年も元気に活動が始まりました！』

日立市職業探検少年団ホームページ　http://www.cnet-hitachi.com/tanken/

銀行体験銀行体験

花屋さん体験花屋さん体験
段ボールのイス
製作体験

段ボールのイス
製作体験

ものづくり探検少年団
7月4日 入団式

 段ボールのイス製作体験

　今後の予定
 銅皿製作体験
 陶芸体験 など

7月26日 入団式

8月 2 日 お店の仕組みを学習

　　　　 花屋さん体験

8月 6 日 銀行体験

8月30日 パン屋さん体験

あきんど探検少年団
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　事業経営が不振に陥った時は、「早期に適切な手を打つ」ことが重要なポイントです。
受注・販売不振、手形の決済などで事業経営の先行きに不安が生じたらできるだけお早
めに『経営安定特別相談室』にご相談ください。

○経営安定特別相談室とは…
　経営不振に陥った事業所から相談を受け、再

建の見込みがある企業については関係機関との

協力により再建の方策を講じるなど倒産を未然

に防止することを目的に設置されているのが

「経営安定特別相談室」です。相談室では商工調

停士等の専門家が相談に応じます。

○商工調停士とは…
　中小企業の倒産に関わる諸問題について解決

に向けての相談・アドバイスを行ないます。商

工調停士は、当所会頭から委嘱されています。

○お申込みにあたって…
　経営不振に陥った経緯などをお聞かせいただ

くとともに相談アドバイスに必要な資料の提出

をお願いしています。

困った時には早めの相談！

相 談 の 手 順

相 談 申 込

相談内容の検討

・経営、財務内容の把握と分析

・倒産防止の方策の検討

調 停
債権者等関係者
への協力要請

・金融斡旋

・手形処理指導

・事業転換指導

・円滑な整理方法の検討

・法的手続き等の指導、助言

経 営 安 定特別相談室

相談無料・秘密厳守　お申込およびお問合せは経営支援課まで。相談無料・秘密厳守　お申込およびお問合せは経営支援課まで。

◆相談内容
専 門 相 談（随時受付）

法 律 相 談（事前予約）

◉ 会員限定・相談無料・秘密厳守 ◉

・債権回収に関するトラブル　・事業承継に関するトラブル　・契約に関するトラブル

・金銭貸借に関するトラブル　・労使関係に関するトラブル　・クレームに関するトラブル

10月12日（月） ／ 11月10日（火）／12月11日（金）／2月10日（水）／3月10日（水）

茨城県弁護士会日立地区弁護士

◆ 問合せ　経営支援課　お気軽にご相談ください。 ◆

◆相談内容

◆日　　程

◆相 談 員

（いずれの日も13：00～ 16：00）

経　　営（相談員：中小企業相談士） … 経営改善、経営力向上計画、補助金・助成金など
労　　務（相談員：社会保険労務士） … 就業規則作成、雇用調整助成金申請など
税　　務（相談員：税理士） …………… 所得税、消費税、確定申告、税務一般など
許 認 可（相談員：行政書士） ………… 会社設立等許可申請、建築・建設業許可など
事業承継（相談員：社会保険労務士） … 事業承継の進め方、後継者の選定と育成、M＆A、
  事業承継に伴う人事労務の課題など

－ 問合せ　経営支援課 －

　茨城県では、新型コロナウイルス感染症の経済的影響が長期化する中、3年間の利子補給・信用
保証料補助の対象となる融資限度額を4,000万円に拡充しました。

新型コロナウイルス感染症対策融資のご案内

融資限度額　8,000万円
融 資 期 間　設備・運転・併用：10年（据置5年）
融 資 利 率　年1.3％～1.6％（当初3年間融資額4,000万円を上限に利子補給により実質ゼロ（要件あり））
信用保証料　年0.70％～0.85％（融資額4,000万円を上限に補助により実質ゼロ（要件あり））

　売上が急減した中小企業・個人事業主に対し、県と市町村が協調して事業継続のための貸付
を行います！

中小企業事業継続応援貸付金のご案内

貸付限度額　200万円（貸付額の算定方法によって決まります）
貸付対象者　1か月の売上が50%以上減少している月があること
　　　　　　公的融資制度や民間金融機関の融資を受けられなかったこと等
貸 付 期 間　10年以内（据置5年以内）
貸付利率等　無利子・無担保
償 還 方 法　原則、半年賦又は一括
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※国・市からの利子補給により、当初3年間の利息が実質無利子になります。
詳しくは経営支援課まで、お気軽にお問合せください。

自治・振興金融融資制度自治・振興金融融資制度  小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経）小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経）
【マル経制度】
○限　度　額　2,000万円
　　　　　　　※1,500万円超は事業計画書添付

○期　　　間　運転7年　設備10年
○保証・担保　原則不要
　利率1.21％（令和2年9月1日現在）

【新型コロナウイルス対策マル経】
○限　度　額　別枠1,000万円
○期間・保証・担保はマル経制度と同じ
　利率1.21％（令和2年9月1日現在）
　※当初3年間は上記利率から0.9％マイナス

◯ご利用頂ける方
　最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期
　と比較して5％以上減少している方

入金までに時間がかかる場合がありますので、お早目にご相談ください。

【自治金融】
○限　度　額　1,000万円
○期　　　間　運転7年　設備7年
○保　証　人　個人事業主は原則不要。
　　　　　　　法人の場合は代表者。
　　　　　　　※特別な事情がある場合は、その他に
　　　　　　　　連帯保証人が必要になります。 

○担　　　保　原則不要
　利率1.11％（令和2年9月1日現在）

【振興金融】
○限　度　額　2,000万円
○期　　　間　運転7年　設備7年
○保　証　人　自治金融と同じ
○担　　　保　必要に応じて徴求
　利率1.21％（令和2年9月1日現在）

コロナウイルス対策のご相談はお早めに！コロナウイルス対策のご相談はお早めに！



－ 問合せ　経営支援課 －

　茨城県では、新型コロナウイルス感染症の経済的影響が長期化する中、3年間の利子補給・信用
保証料補助の対象となる融資限度額を4,000万円に拡充しました。

新型コロナウイルス感染症対策融資のご案内

融資限度額　8,000万円
融 資 期 間　設備・運転・併用：10年（据置5年）
融 資 利 率　年1.3％～1.6％（当初3年間融資額4,000万円を上限に利子補給により実質ゼロ（要件あり））
信用保証料　年0.70％～0.85％（融資額4,000万円を上限に補助により実質ゼロ（要件あり））

　売上が急減した中小企業・個人事業主に対し、県と市町村が協調して事業継続のための貸付
を行います！

中小企業事業継続応援貸付金のご案内

貸付限度額　200万円（貸付額の算定方法によって決まります）
貸付対象者　1か月の売上が50%以上減少している月があること
　　　　　　公的融資制度や民間金融機関の融資を受けられなかったこと等
貸 付 期 間　10年以内（据置5年以内）
貸付利率等　無利子・無担保
償 還 方 法　原則、半年賦又は一括
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※国・市からの利子補給により、当初3年間の利息が実質無利子になります。
詳しくは経営支援課まで、お気軽にお問合せください。

自治・振興金融融資制度自治・振興金融融資制度  小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経）小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経）
【マル経制度】
○限　度　額　2,000万円
　　　　　　　※1,500万円超は事業計画書添付

○期　　　間　運転7年　設備10年
○保証・担保　原則不要
　利率1.21％（令和2年9月1日現在）

【新型コロナウイルス対策マル経】
○限　度　額　別枠1,000万円
○期間・保証・担保はマル経制度と同じ
　利率1.21％（令和2年9月1日現在）
　※当初3年間は上記利率から0.9％マイナス

◯ご利用頂ける方
　最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期
　と比較して5％以上減少している方

入金までに時間がかかる場合がありますので、お早目にご相談ください。

【自治金融】
○限　度　額　1,000万円
○期　　　間　運転7年　設備7年
○保　証　人　個人事業主は原則不要。
　　　　　　　法人の場合は代表者。
　　　　　　　※特別な事情がある場合は、その他に
　　　　　　　　連帯保証人が必要になります。 

○担　　　保　原則不要
　利率1.11％（令和2年9月1日現在）

【振興金融】
○限　度　額　2,000万円
○期　　　間　運転7年　設備7年
○保　証　人　自治金融と同じ
○担　　　保　必要に応じて徴求
　利率1.21％（令和2年9月1日現在）

コロナウイルス対策のご相談はお早めに！コロナウイルス対策のご相談はお早めに！
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アクサ生命は商工会議所と協力して健康経営を推進しています。

健康経営は、アクサ生命がサポートします！

お問合せ先 ☎

～さらなる企業の発展のために～

健康経営に取り組みませんか？健康経営に取り組みませんか？

健康経営優良法人認定の
申請までサポート

AXA-A2-2004-0144/847 2020.04.17※「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

日立営業所 0294－21－5387

登録のご案内
茨城県からのお知らせ茨城県からのお知らせ

　茨城県では、新型コロナウイルス感染拡大の防止を目的と
して「いばらきアマビエちゃん」を導入しました！事業者の方も、
県民の方も登録をお願いします。

事業者の方の利用方法
１．「登録・発行フォーム（右記QRコード）」から店舗等の情報や
取組むガイドラインの項目を登録すると、二次元コードが印
字された「宣誓書」が発行されます。

２．発行された「宣誓書」を印刷し、施設内に掲示してください。
３．施設利用者に対して「宣誓書」の二次元コードの読み取り
を依頼するなどシステムの利用を呼び掛けてください。

※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
ございません。

お問合せ先

茨城県産業戦略部中小企業課
電話 029-301-5472

　最近の経済指標を一冊にまとめた「日立市の経済動向」が出来ました。
日立市の概要、商業関係の年間販売額や大型店出店状況、工業関係の業
種別統計や大手企業の概要等がＡ４版にまとめられています。
　◆価　格：１冊　1,100円（税込）
　◆問合せ：総務課

日立市の経済動向№44を刊行日立市の経済動向№44を刊行


