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第70回 湘南ひらつか七夕まつり

７月８日㈮から７月10日㈰までの日程で開催します。
３年ぶりとなる今年は「七夕飾りを楽しむおまつり」として開
催し、飲食・物販ともに露店の出店はありません。
また、開催時間は、10時から19時まで（最終日は17時まで）と
なります。

■来場者の皆様へ
「食べ飲み歩きなし」のおまつりにご協力をお願いします。
来場時のお食事は、ぜひ地元飲食店のイートインをご利用ください。
平塚の飲食店を紹介する特設ウェブサイトを開設します。
ひらつかローカルグルメガイド 〜七夕まつり後は平塚グルメへGO 〜

https://hiratuka-cci.or.jp/insyokubukai/local̲gourmand̲guide.html

■主なイベント
織り姫披露・七夕おどりパレード（８日／湘南スターモール）
湘南ひらつかバーチャル七夕ストリート（８日〜10日／ひらしん平塚文化芸術ホール）※VR体験イベント
灯そう！世界でひとつの七夕バンブーアート！！（８日〜10日／ひらしん平塚文化芸術ホール）
七夕ステージ（８日〜10日／ひらしん平塚文化芸術ホール）
BeActive平塚2022（８日〜10日／見附台公園）※ファミリー向けイベント
TANABATA LOVE&PEACE（８日〜10日／第２古木ビル１F）※プロジェクションマッピング
※詳細なイベント情報は「湘南ひらつか七夕まつり公式ウェブサイト」をご覧ください。

湘南ひらつか七夕まつり公式ウェブサイト

http://www.tanabata-hiratsuka.com/
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第70回 湘南ひらつか花火大会

湘南の夏を彩る風物詩として親しまれております「湘南ひらつ
か花火大会」はコロナ禍で2年間中止となっていましたが、今年で
第70回を迎え、８月26日㈮19時から湘南潮来で３年ぶりに開催し
ます。
本年は、新型コロナウイルス感染症対策を万全にし、市民の皆
様をはじめ、ご来場いただくお客様のご協力を得て、安心・安全
な花火大会の実施に向け、準備を進めています。
この「湘南ひらつか花火大会」は例年皆様のお力添えを賜り、
毎年好評の豪華スターマインや尺玉の他に、フィナーレにはミュ
ージックスターマインなど約3,000発の花火の打ち上げが予定さ
れており、真夏の夜空を鮮やかに彩る花火大会をぜひお楽しみく
ださい。

■来場者の皆様へ
会場付近には駐車場のご用意はございません。ご利用の場合は競輪場東側河川敷臨時駐車場（無料、会場ま
では徒歩20分）をご利用ください。なお、期間中の会場周辺は大変混みあいます。お車でのご来場はご遠慮く
ださい。
今年は会場での来場者を事前に把握・管理するため、会場内（新港駐車場）の観覧席を有料観覧席とします。
また、願かけ花火、願かけ協賛席、一般観覧席
（無料）は中止します。
※詳細なイベント情報は「湘南ひらつか花火大会公式ウェブサイト」をご覧ください。

湘南ひらつか花火大会公式ウェブサイト

https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kanko/page-c̲01068.html
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景気動向調査報告書 概要版

（令和４年４月調査）

■景気動向調査 ――――――――――――――――――――――――――――――――
この調査は、平塚市内の企業の景気動向を把握することを目的として、年に１度、当所会員企業のご協力を得
て、会員企業を対象として実施している。

⑴ 調査期間：令和４年４月８日㈮〜４月28日㈭
⑵ 調査方法：郵便・ＦＡＸ・インターネットによる調査票（アンケート）回収方式
⑶ 回収状況：全業種38.2％（工業38.0％、商業38.4％）と昨年（35.6％）に比べて回収率が高い

業種全体の売上DIは、昨年より13.8ポ
イントと大幅に上昇して▲30.4％となっ
た。今後の予測でも全体として▲25.5％
と更に上昇するとの見通しである。

⑵ 採算の状況
業種全体の採算DIは、昨年より3.1ポイ
ント上昇して▲41.6％となった。製造業、
建設業は上昇しているが商業は3.0ポイン
ト下降している。

■業種別の景況 ―――――――――
◎ 製造業

売上DI（平塚市の業種別）

今後
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年に比べ大きく上昇している。売上DI、採
算DI好転の要因は、建設業の課題にみられ
る「売上高の確保」
「原価の低減」の二つ
に注力している結果と思われる。
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働 きな が ら 、 高 卒 資 格 を 取ろう！
〜変えられるのは、未来と自分〜

広域通信制（単位制）高等学校

鹿島学園高等学校・鹿島山北高等学校
連携サポート校

◎ 卸売業
売上DIは昨年より32.1ポイントと大きく上昇して▲27.9％となった。採算DIも13.3ポイント上昇して▲
44.2％となった。また、
「客数」のDIも3.7ポイント、
「客単価」のDIも22.2ポイント上昇しているものの「資
金繰り」のDIは9.5ポイント下降している。

◎ 飲食業
売上DIは昨年より5.1ポイント上昇して▲51.7％、採算DIも5.0ポイント上昇して▲58.6％となった。
「客
数」
「客単価」のDIが、それぞれ、13.1ポイント、12.3ポイントと上昇したことが要因と思われる。

◎ サービス業・観光業

■新型コロナウイルスによる経営への影響 ―――――――――――――――――――
今回の調査では、いずれの業種の売上DIも採算DIもリーマンショック後の平成21年よりも上回っている。さ
らに、前回調査時と比較しても、売上DIは全業種で改善されている。また、採算DIにおいては、商業以外は前回
よりも改善されている。商業の採算DI悪化の原因は小売業が10.7ポイント、サービス業・観光業が2.8ポイン
ト下降したことにある。直接顧客と接する小売業においては客数のDIが昨年より5.6ポイント下降しており、
「顧
客の新規獲得」が経営課題となっている。また、サービス業・観光業においても小売業と同様に「顧客の新規獲
得」が経営課題となっている。
「新型コロナウイルス感染症の拡大」を問題点としている企業は全体的にすべての業種で前回よりも減少して
いる。しかし、実際に顧客と接する「小売業」は43.5％、
「飲食業」は62.7％、
「サービス・観光業」は42.9
％といずれも前回よりも減少しているものの40％を超える高い数値になっている。

■考察 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

製造業
飲食業

売上DIは昨年より23.6ポイントと上昇
して▲22.0％となった。採算DIは昨年よ
り14.4ポイント上昇して▲28.8％となっ
た。売上DIが上昇した要因は最近の原材料
や原油などのエネルギコスト上昇分が価格
に転嫁されたことが大きな要因と思われ
る。一方で、製造業の経営課題に見られる
ように原価低減が大きな項目になってお
り、売上拡大に合わせたコスト削減に向け
た行動にあると思われる。

売上DIは昨年より7.1ポイント上昇して▲45.0％となった。採算DIは10.7ポイント下降して▲63.6％と
なった。また、
「客数」のDIは▲63.1％と下降しているが、
｢客単価｣のDIは▲29.5％と昨年より上昇してい
る。資金繰りのDIは▲36.7％と昨年より1.2ポイント若干悪化している。

売上DIは昨年より4.9ポイント上昇して▲25.6％となったものの、採算DIは2.8ポイント下降して▲38.1
％となった。
「客数」DIは12.3ポイント、
「客単価」のDIは2.9ポイントとそれぞれ上昇している。

■調査結果の概要 ―――――――――――――――――――――――――――――――
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◎ 小売業

平塚市における業種全体の売上DIおよび採算DIは、本年は▲30.4％、▲41.6％とそれぞれ昨年
より上昇している。特に、業種別にみると売上DIは全てが上昇しており、採算DIは商業関連が少し
悪化しているものの全体では上昇しており特に昨年は下落していた建設業の回復が顕著である。今
後の売上DIの予測としては、建設業、小売業、卸売業の悪化が予測されるが、業種全体としては▲
*DIとは、
「良い」と答えた企業の割合から、
「悪い」と答えた企業の割合を引いた数値
25.5％と改善される見通しである。

⑴ 売上高の状況
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コロナ禍もあって厳しい事業環境の中にある今こそ、新たなビジネス・モデルをつくりだすチャンスである。
世界の市場が低迷する中、大きな環境の変化を捉えて新たな市場開拓を促進し事業展開を図り、自社の業績拡大
を実現する絶好のチャンスでもある。新市場を開拓する時、基本的には以下の二つの方法がある。

❶自社の技術・能力・ノウハウを活用して新たな市場を探し出し、その市場のニーズに合わせた
商品・サービスを提供する手法
❷自社が持つ現在の技術・能力・ノウハウに関連した新たな技術・能力・ノウハウを開発して新
たな市場を探し出して提供する手法
❶については「ハード」と「ソフト」をキーワードとして考えてみる。今、コロナ下で業績が落ち込んでいる
飲食業を例にとると、
「ハード」に相当するものは「自社のメニューに基づく料理」であり、
「ソフト」は「その
料理の作り方」である。即ち、❶を事業として実施する場合には「その料理の作り方を教える事業」になる。
「作
り方」を教えるためにはZOOMなどを活用し「オンライン」で客を集めて実施するのが現代の環境にあった手
法になる。また、オンライン以外でも「料理教室」などを開催し、得意料理を教えるのも一方法である。
❷については、小売業が自社のホームページを充実させ、SNSを活用して自社の商品を売る方法、つまり販
売の場所を自店以外に広げることである。近隣を対象にしたビジネスであれば、配達も重要な手段になる。
上記❶、❷を飲食業と小売業だけでなく、どのような事業にも当てはめて実施することが可能である。是非、
自社の事業に当てはめて、上記❶及び❷を活用した新たな事業法を考えることで、このコロナ禍のこの時期に自
社を発展させて頂きたい。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

*調査結果の詳細につきましては、平塚商工会議所のホームページよりダウンロードできる「報告書」をご覧ください。
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土曜日も無料相談（要予約）実施中！！

相続、創業、経営改善、融資相談、補助金申請、税金の事
一人で悩まずに税理士へ相談してみませんか？

【問合せ】総務課 TEL 22−2510

平塚市八重咲町７－２５ 八重咲大木ビル２０１号
TEL：0463-79-5271
FAX:0463-79-5261
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平塚商工会議所会員さんクローズアップ！
わが街の素敵なお店・会社の紹介

関西風

GOLD STEAK HOUSE
代表

瀬間

将さん

須賀で人気のステーキ屋がありました。私は当時、横浜
で仕事をしていましたが、３年前、地元須賀に帰ると「ス
テーキ屋」がなくなっていることに気づきショックを受け
ました。小学生の頃から行っていたステーキ屋だったので
寂しい気持ちと同時に私は、もう一度同じ場所でステーキ
屋をやろうと決意しました。そうして2019年７月にオープ
ンしたのが、
「ゴールドステーキハウス」です。
前のステーキ屋で人気メニューだった同じ部位である、
リブロースステーキ・ハラミステーキがゴールドステーキ
ハウスでも人気の２枚看板となっております。
現在では、コロナ禍で家での時間が増えていることもあ
り、ゴールドステーキハウスの商品を家でもお召し上がり
いただけるように、商工会議所と青年部にも加入して情報
提供を受けながら、小売店のお肉のセレクトショップ「ゴ
ールドエイジングストア」を2022年７月に平塚市老松町で
オープンいたしました。
ゴールドエイジングストアでは、ゴールドステーキハウ
スのリブロースステーキ、サーロインステーキやヒレステ
ーキの他に、ハンバーグ、ソーセージ、サラミ、和牛の商品、
さらにはお肉に合う酒類も販売しております。
BBQやおうちでのパーティ、夕飯の一品、様々なシーン
で楽しんでいただけるお肉をご用意しております。
お肉が外食で食べたくなったら【ゴールドステーキハウ
ス】
、お肉をおうちで食べたくなったら【ゴールドエイジン
グストア】を、ぜひご利用ください。

広島風

お好み焼き・鉄板焼き・もんじゃ焼き みくに
店主

若 林 悦 子さん

〜七夕まつり後はぜひ「みくに」へ〜
〈店舗紹介〉
当店は2020年11月に宮の前から移転し、新たに紅谷町
にオープンしました。店内は鉄板を目の前にお好み焼きの
調理パフォーマンスを見ながら食事ができるカウンター席
とゆっくりくつろげるテーブル席がございます。
お好み焼きは広島風、関西風と選ぶことができ、店主が
すべて焼き上げ提供します。その他、お酒のお供にピッタ
リなもんじゃ焼きや、鉄板で焼き上げた一品料理もござい
ます。
お得なランチメニューは短時間でサクッと食べたいお客
様に好評をいただいています。
お一人でもご友人とでもご家族でもお越しいただける空
間づくりを心がけています。
〈困ったときは商工会議所に相談しています〉
平塚商工会議所には宮の前の店舗から移転する際に補助
金の活用等について相談にのっていただきました。また、
国や県や市の様々な施策の情報提供や申請のサポートをし
ていただいています。
〈七夕まつりの後はお好み焼きと生ビールで乾杯！〉
今年の七夕期間中は完全予約制となっております。鮮や
かな七夕飾りを鑑賞した後はぜひ「みくに」で自慢のお好
み焼きを堪能ください！お電話お待ちしております。

サイコロステーキ

■GOLD STEAK HOUSE

〒254−0803 平塚市千石河岸30−15 リバーサイド202
TEL：0463−26−7213
営業時間：11:30〜14:00 17:00〜22:00
（火曜・水曜定休）
URL：http://gold-steak-house.com/

■み く に

〒254−0043 平塚市紅谷町12−2
TEL：0463−22−1852
営業時間：11：30〜14：00 17：00〜22：00
定休日：月曜日

●地域総合経済団体である商工会議所の組織力を高め、地域の未来を創造しましょう！

会員増強キャンペーン実施中！

平塚市内のお知り合いの事業者さま・お取引先さまをご紹介下さい。

平塚商工会議所は皆様の経営を寄り添ってサポート致します。

５

お問合せ：総務課 業務担当 22-2510
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令和４年７月１日㈮

第70回 湘南ひらつか七夕まつり

平 塚 市 認 定 湘南ひらつか名産品を
湘 南ひらつか 名 産 品を！
七夕みやげは平塚市認定
！
七夕みやげは

『湘南ひらつか七夕まつり』開催期間中、
湘南ひらつか名産品他関連商品を販売いたします。
お土産用にご家庭用に是非ご利用ください。
七夕期間中の開催は３年ぶりとなります。
多くの方のご来場をお待ちしております。
期

間

販売所

■案内図
スルガ銀行
湘南スターモール

NTT

花長
平塚MNビル
紅谷パールロード

クリエイトSD

７/８㈮・９㈯・10㈰

ラスカ平塚店

北口

JR平塚駅

至大磯

ラスカ平塚店 １F 星の広場

平塚プレジール

至茅ヶ崎

※写真はイメージです。
お取り扱いしていない商品もあります
ことをご了承ください。

湘南ひらつか名産品選定委員会・湘南ひらつか名産品協議会

名産品HPはコチラ▶

■事務局 平塚商工会議所 経営支援課 TEL 0463−22−2511 URL https://hiratuka-cci.or.jp/

市制施行90周年記念

第70回 湘南ひらつか花火大会ご協賛のお願い

平塚商工会議所 飲食業部会 主催

「湘南ひらつか花火大会」は例年皆様のお力添えにより、約
3,000発の花火を打ち上げております。本年も素晴らしい花
火大会が開催できますよう、絶大なるご協賛をよろしくお願
い申し上げます。

令和４年８月26日㈮ 午後７時打ち上げ
※荒天の場合は８月28日(日)

会場 相模川河口(湘南潮来)
特典

１.大会プログラム(約11万部をポスティング)へ貴社名を掲載させ
ていただきます。
２.平塚駅構内南口通路の大型看板に貴社名を掲載させていただき
ます。
３.スポンサー特別招待券(１口１万円で２名様分)を贈呈いたします。

申し込み締切日 令和４年７月15日㈮

詳細につきましては平塚市役所ＨＰをご参照ください。
■問い合わせ先

平塚市役所 商業観光課 電話 0463−35−8107
平塚商工会議所 総務課業務担当 電話 0463−22−2510
■申し込み先

湘南ひらつか花火大会実行委員会事務局
平塚市浅間町9−1 平塚市商業観光課内 電話0463−35−8107

第70回湘南ひらつか七夕まつりは飲食の出店が自粛ですが、
こんな時だからこそ地元の・近所の・お気に入りの飲食店に
足を運びませんか？

平塚グルメをWEBで紹介▶▶▶
お問合せ
〒254−0812 神奈川県平塚市松風町2−10
TEL/0463−22−2511（担当：平塚商工会議所飲食業部会 事務局）

６
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令和４年７月１日㈮

皆さま熱中症への対策は充分ですか？
コロナ禍での職場環境の変化や地球温暖化などにより、業務中
の熱中症リスクが高まっています。
例年、７月・８月は熱中症の死傷者数が最も多く報告されてい
ますので、注意が必要です。

■屋内作業での熱中症

炎天下の作業に限らず、屋内作業でも熱中症が発生することが
報告されています。
熱源に近いところでの作業や高温多湿の室内環境での発症が多
く、冷房設備の故障を原因とした事例も複数見られます。

■熱中症を原因とする二次災害

熱中症により意識を失って転倒した事例、高所から墜落した事
例、車両の運転中に熱中症を発症し交通事故につながった事例
などが見られます。
万が一、業務中に熱中症を発症してしまったときは、労災認定
を受けられることがあります。
神奈川県福祉共済
（協）
のケガ共済５つ星なら、
業務中の熱中症を保証します。
同封のチラシをご覧ください。興味のある方
は商工会議所へご連絡ください。
お問い合わせ先 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

平塚商工会議所 総務課 業務担当 ☎ 0463−22−2510

神奈川県立西部総合職業技術校
（かなテクカレッジ西部）

旧市営岡崎住宅跡地の利活用に係る
御意見を募集します（民間事業者向け）
平塚市では、旧市営岡崎住宅の土地（敷地約16,700㎡）
について、民間事業者への売却等を検討するに当たり、
サウンディング型市場調査（個別対話）を実施します。
民間事業者の皆様の経験や発想から「こんな方法で跡地
を活用したい！」
「こんな条件であれば利活用出来そう…」
といった意見がありましたら、是非お聞かせください。
申込期間

令和４年５月25日㈬から8月10日㈬
※申込後、個別対話の日時を６/１から８/31の間で
個別に調整します。

市ウェブサイトにある「参加申込書」
「対話シート」を電子メールで提出
問合せ先 平塚市 資産経営課
TEL 0463−21−8763
申込方法

※詳細は、市ウェブサイトにある「実施
要領」をご覧ください。

スキルアップセミナーのご案内
〈問い合わせ先〉

■ものづくり継承分野
No.

セミナー名

002 ものづくり継承塾
「普通旋盤」

定員
５

005 ものづくり継承塾
「機械組立仕上げ」

５

「構造物鉄工」
007 ものづくり継承塾
008 ものづくり継承塾
「工場電気設備」
「造園」
010 ものづくり継承塾

５
５
５

実施日
応募締切日
9/28㈬、10/5㈬、19㈬、26㈬
8/24㈬
11/2㈬、9㈬、16㈬、30㈬
9/28㈬、10/5㈬、19㈬、26㈬
8/24㈬
11/2㈬、9㈬、16㈬、30㈬
8/24㈬
9/28㈬、10/5㈬、19㈬、26㈬、11/2㈬、9㈬
9/28㈬、10/5㈬、19㈬、26㈬、11/2㈬、9㈬
8/24㈬
9/28㈬、10/5㈬、19㈬、26㈬、11/2㈬、9㈬
8/24㈬

No.
セミナー名
132 はじめての３次元CAD
（リレー、
PLC）
302 シーケンス制御の基礎

定員
10
10

実施日
9/4㈰、11㈰ 【日曜開催】
9/4㈰、10㈯、11㈰、17㈯ 【土・日曜開催】
9/4㈰、10㈯、11㈰、17㈯、10/2㈰、8㈯
310 第二種電気工事士下記筆記試験対策講習
（※） 20
【土・日曜開催】
11 9/15㈭、16㈮
223 ４サイクルエンジンの仕組み

応募締切日
8/1㈪
8/1㈪
8/1㈪
8/8㈪

■建築・情報分野
No.
セミナー名
定員
実施日
619 建築３次元CAD
（BIM）
活用技術
（詳細図編）
10 9/4㈰、11㈰ 【日曜開催】
646 電気設備メンテナンスの基礎
15 9/4㈰、11㈰ 【日曜開催】
626 床材の張り方
（シート編）
10 9/5㈪、6㈫
15 9/6㈫、13㈫
509 フリーソフトによる動画編集入門
セミナー名に
（※）
印のあるセミナーは事前に各自でテキストの購入が必要です。
また、
応募締切日を過ぎた場合でも追加募集をすることがありますので、
当校までお問い合わせください。

応募締切日
8/1㈪
8/1㈪
8/1㈪
8/2㈫

TEL 0463−80−３００４
かなテク 西部

検索

URL
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/
vx6/kanatech̲west/kigyo/seminer.html
西部総合職業技術校

（かなテクカレッジ西部）

本町
中学校

桜橋

水無川
小田急小田原線
◀至小田原

246

本町市役所
本町小学校
秦野橋北側

秦野橋南側

秦野駅
至新宿▶

■小田急線秦野駅下車 徒歩15分
または同駅北口
（３番のりば）
のバスで桜
橋下車 徒歩１分
※３番のりばのバスは全ての系統をご利用
できます。

相続手続
成年後見

７

至国道 号

■機械・溶接・電気・自動車分野

西部総合職業技術校

〒257−0045 秦野市桜町2−1−3

遺言作成
終活支援

平塚商工だより

事業再起よろず相談窓口

平塚商工会議所女性会視察研修会

湘南ベルマーレ VS 名古屋グランパス
（レモンガススタジアム平塚）

平塚逸品研究会
事業再起よろず相談窓口
平塚駅北口エスカレーター オープニングセレモニー
湘南ベルマーレ VS ガンバ大阪
（レモンガススタジアム平塚）

事業再起よろず相談窓口
第70回湘南ひらつか七夕まつり
（７月10日まで）
事業再起よろず相談窓口
湘南ひらつか名産品協議会 ラスカ出店
（７月10日まで）

事業再起よろず相談窓口

●発行：平塚商工会議所
［平塚市松風町 2−10 TEL22−2510 ㈹］ ●毎月 1 回月末発行

平塚商工会議所女性会役員会
事業再起よろず相談窓口
事業再起よろず相談窓口

17 日
18 月
19 火
20 水
21 木
22 金
23 土
24 日
25 月
26 火
27 水
28 木
29 金
30 土
31 日

海の日

商工懇話会
事業再起よろず相談窓口
第６回平塚まちゼミグループワーク

平塚逸品研究会（勉強会）
事業再起よろず相談窓口
事業再起よろず相談窓口

第7回ひらつか七夕コンサート
（ひらしん平塚文化芸術ホール）
湘南ひらつかふれあいマーケット
（平果地方卸売市場）

平塚商工会議所青年部第5回三役会
事業再起よろず相談窓口
神奈川県商工会議所連合会 定例専務理事会議

平塚商工会議所女性会第2回かいいんゼミ
事業再起よろず相談窓口
事業再起よろず相談窓口
平塚創業塾2022 フォローアップ個別相談会

湘南ベルマーレ VS アビスパ福岡
（レモンガススタジアム平塚）

専門家による定期相談のお知らせ

７月
相談事項

法

令和４年７月１日㈮

平塚商工会議所カレンダー

７月
１金
２土
３日
４月
５火
６水
７木
８金
９土
10 日
11 月
12 火
13 水
14 木
15 金
16 土

第704号

律

相

相談日

談

★ 4日㈪・19日㈫

※相談時間30分

創

業

相

談

★ 上記カレンダーの「事業再起よろず相談窓口」にて対応

税

務

相

談

★ 8日㈮

※相談時間30分

特

許

相

談

★ 6日㈬

※相談時間30分

金

融

相

談

★ 1日㈮・8日㈮・15日㈮・22日㈮・29日㈮ ※相談時間30分

いたします。

※平塚商工会議所を会場とし、オンライン会議システムを用いて日本政策金融
公庫職員とリモートによる面談を行います。

●定価：一部 100 円
（会員の購読料は会費に含まれています。
） ●印刷：神奈川印刷株式会社
［平塚市明石町 3−6 TEL22−3344 ㈹］

働き方改革相談

★ 15日㈮

経 営・労 務 相 談

★ 随時開催

※相談時間30分程度

事業承継相談

★ 随時開催

※相談時間90分程度

製 造・技 術 相 談

★ 随時開催

※相談時間30分程度

◆ご利用方法◆

※相談時間60分

相 談 内 容（ 例 ）
契約上の留意点・取引上のトラブル
事業に係る法的な相談 等
事業計画書の作成方法について
開業資金の借入方法について
各種創業支援策について 等
帳簿のつけ方や申告の方法
事業に係る相続の問題
株式会社等を設立するには ? 等
新製品やアイデアの特許をとるには？ 等
事業資金に関する相談 等
残業時間の上限規制
年次有給休暇の時季指定義務
働き方改革関連助成金 等
事業プランを見てもらいたい
資金の運用面や企業の体質を改善するには？
人事・労務管理等のアドバイスが欲しい 等
事業承継の進め方
自社株式等資産の承継
事業承継計画策定 等
生産管理や製造・技術等について

ご相談（★）は予約制となっておりますので、事前に下記までお申込み下さい。なお、相談料については無料です！
平塚商工会議所 地域振興課 TEL.0463−22−2512 ／ FAX.0463−24−0079
※相談時間枠を超える相談及び業務を直接依頼される場合は別途費用が掛かります。

環境に配慮したENEOS製
品を製油所からの大型ロー
リー直送また弊社の平塚オ
イルヤードより小型ロー
リーにて工場・施設の皆様
へお届けしております。

http://www.sagami-oil.co.jp

ホームページ https://www.hira-kyosai.org/

話す力・聞く力・伝える力

人間関係、対人関係で

ストレスを抱えている方
心とことばの研究所

電気料金の見直しで 経費削減しませんか？

東京電力のお客様 月々の電気代の削減が見込めます。
店 舗

事務所

工 場

湘南話し方センター
0463−58−8740

TEL 0463−22−0201

FAX 0463−23−2590
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