
利 用 ガ イ ド

平 塚 商 工 会 議 所

活用術

平塚商工会議所

検索平塚商工会議所

入会 平塚商工会議所入会のご案内
平塚市内で6ヶ月以上事業を営んでいる商工業者の方であれば、規模・業種を問わず加入でき
ます。

平塚商工会議所
〒254－0812 平塚市松風町２－10
TEL 0463－22－2510
FAX 0463－24－0079
https://hiratuka-cci.or.jp/

施設紹介
人数・用途にあわせたお部屋をご用意しています 総務課 TEL 0463－22－2510

当会館は商工業者の殿堂にふさわしい、大ホール、中小会議室を備えており、講演会、研修会、会議、商談、面接、
展示会（ただし即売は禁ず）等広く廉価でご利用できます。
※当商工会議所会員は、通常料金の３割引でご利用いただけます。
　詳しくは当所ホームページ（https://hiratuka-cci.or.jp/kaigishitsu./）をご確認ください。

入会手続き  ご連絡をいただければご説明に伺い、手続きをさせていただきます。

年　会　費  １口　5,000円（２口以上での加入をお願いしております）
※入会日が７月以降の場合は初年度会費が月割となります。

事　業　年　度  ４月１日から翌年３月31日

■詳細はホームページでご覧いただけます

平塚商工会議所の会員になりませんか？
商工会議所は、地域を代表する唯一の総合経済団体として地域商工業者の意見を部会・委員会を通じ、国や県・市に
意見活動を行い、また地域を支える企業のビジネスをサポートし商工業の振興及び地域社会活動に積極的に取り組ん
でいます。
平塚商工会議所の活動は、平塚市内の商工業者である会員によって支えられています。
ぜひご入会下さい。

発行：平塚商工会議所組織活性化委員会発行：平塚商工会議所組織活性化委員会
2021.03

大ホール ３Ｆ（98坪） 第一会議室 ２Ｆ（13坪）
※第一・二会議室仕切りを外し両方使用可
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８つの業種別部会と女性会・青年部で
ビジネスネットワークが広がります
ネットワークの構築やビジネスチャンスの機会を創出します。

01部会
業界の情報収集や会員同士の交流ができます
対象  すべての会員が参加できます

事業  講演会、セミナー、視察研修会などを行っています

02女性会
会員同士の交流と女性経営者としての資質・能力
の向上がはかれます
対象  会員事業所の企業経営に携わる女性

事業  経営に役立つ講習会、視察会の実施と懇談会や交流
会を開催しています

03青年部
会員同士の交流と経営者としての人格・教養・経
営能力の向上がはかれます
対象  会員事業所の若手経営者、後継者、幹部役員で満年齢

45歳まで

事業  ニューリーダーの育成を目指して、交流、研修活動を
行います

経営改善
詳しくは４・５ページへ

●専門相談

●創業支援

●補助金申請

ビジネスマッチング
情報発信

詳しくは６・７ページへ

●ビジネスマッチング事業

●各種設備改善・取引支援

●情報発信サービス

部会・団体
詳しくは３ページへ

貸会議室・
入会案内

詳しくは12ページへ

販売促進
詳しくは８・９ページへ

　

●販売促進事業

●商業まつり・七夕まつり

人材育成
詳しくは10ページへ

●研修・セミナー

●福利厚生

●資格検定

保険制度
詳しくは11ページへ

●各種保険制度

●各種共済制度

●労働保険事務組合

平塚商工会議所
企業支援策

工業部会 日産へリテージコレクション視察

食料品部会 ㈱鈴廣蒲鉾本店視察

部会
団体

部会　いずれかの部会に所属します

商業部会

食料品部会

飲食業部会

運輸観光部会

金融保険業部会

建設業部会

工業部会

文化情報サービス部会
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◀補助金制度の
　ご案内

◀各種相談の
　ご案内

◀創業に関する
　サポート

経営改善関連の
平塚商工会議所
ホ ー ム ペ ー ジ

商工会議所なら
経営の問題が解決します

経営
改善

経営のことなら何でも
相談してみよう

補助金申請の
体験談

株式会社 日本機能性食品開発 COO

楠 　  徹 さん

平塚商工会議所の経営支援サービス
企業経営に関するさまざまな課題の解決に向け、平塚商工会議所では相談窓口を設置し、
さまざまな相談を無料でお受けしております。

当社は桑の葉茶をメインにした健康食品のOEM商品や企画開発を行っている
会社です。新たな製品開発を通して販売先の新規開拓を計画しており、開発
や販売ツールとして、パンフレットや商品ラベルデザイン等の一連の制作に
迫られていました。そんな時、商工会議所に掲示されていたパンフレットを
通して、小規模事業者持続化補助金の制度を知りました。このような補助金
の制度を使うのは初めてで、商工会議所の担当の方に相談したところ、申請
概要から申請の手続きに至るまでとても丁寧に説明をしていただきました。
申請までの細やかなご指導いただき無事に申請までこぎつけて、補助金の認
可をいただき、その資金を下に製品開発が一気に進み、新規営業のツールと
して使うことができ大変助かりました。その事を通して新しい取引先が数件
開拓され、着実に売り上げが安定してきたこと、とても感謝しております。

課題解決のサポートが
充実しています

株式会社リンクプロデュース 代表取締役
原 　 悦 久 さん

創業相談窓口を利用させていただき、平塚市特定創業支援認
定を受け2020年２月会社を設立しました。創業間もなくコ
ロナ感染症が拡大、先行きが不透明になり設備投資に迷い再
び商工会議所に相談しました。小規模事業者持続化補助金の
紹介ならびに申請のサポートをいただいたおかげで、無事採
択を受け設備投資に踏み切る事が出来ました。適切かつ親身
なご対応に感謝しています。起業を志す皆様、応援団はすぐ
近くにいます！

01補助金申請支援
新しい知恵と工夫で、経営に対する新たな取組みをサポートします。
■ 各種補助金申請書の作成補助 ■ 新商品やサービスの開発又は生産等をサポート
経営計画書、各種申請書等の作成をサポートしています

02経営専門相談（法律、特許、労務（働き方改革）、税務 他）
弁護士・弁理士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士・技術士などの専門家の相談を受
けられます。
ご相談者の相談内容に合う専門家による無料相談が受けられます。（予約制）

03金融相談
国・県・市等の融資制度をご利用者のニーズに合わせてご紹介します。
■ 無担保・無保証人の小規模事業者向け「マル経融資」
■ 各種制度資金 ■ 会員企業向けメンバーズビジネスローン
ご相談者のご希望にあわせて事業資金の提案をします

04創業支援
創業相談（専門相談）をはじめ幅広く支援いたします。
■ 創業者向けセミナーの開催 ■ 「資金計画」「事業計画書」作成の支援
■ 開業資金計画の相談 ■ ひらつか創業サポーターズによる創業者の事業活動支援
■ ひらつか中心街店舗賃借料（出店）補助金・改装費補助金
各種支援策等の活用などを案内します

05事業承継・後継者、次世代リーダー育成
親族への承継・従業員や社外の人への承継など、円滑な事業承継を進めるために支援いたします。
事前に十分な検討と方向性の確定が大切です、経営者の方と一緒に考え最善策に取り組みます

06専門家の派遣
専門家を直接現場に派遣し、専門かつ実践的なアドバイスを行います。
経営課題の改善に合った専門家派遣申請を行います

07確定申告指導
会員個人事業主の方を対象に記帳の仕方から年末調整、確定申告の相談に応じます。
■ 申告書の作成指導 ■ その他相談
ご自身で申告できるように、経営指導員が丁寧にご説明いたします

平塚商工会議所／中小企業相談所
TEL 0463－22－2510　 TEL 22－2511・22－2512

お問合せ先

なんだかうまくいかない?!

相 談

課題抽出

解決策

01
補助金申請

02
専門相談

03
金融相談

04
創業支援

05
事業承継

06
専門家派遣

07
記帳相談

　
人材育成
P.10

　
共済制度
P.11

平塚商工会議所

TOOL BOX ソリューション

解決！
■補助金が申請できた
■社員の意識が変わった
■事業資金の手当てができた
■経営革新計画が行政に認定された

平塚商工会議所では相談窓口を設置し、
さまざまな相談を無料でお受けしております

経営
改善
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◀平塚商工会議所　
　LINE

◀会報誌 
　平塚商工だより ◀WEB会員紹介

ビジネスマッチンング
と情報発信関連の
平塚商工会議所
ホ ー ム ペ ー ジ

賀詞交歓会会員大会

ビジネス
マッチング
情報発信

❻

01技術力向上・新製品の開発支援
■ 専門家派遣による開発の支援
■ 技術的課題・新技術開発及びその販路開拓に取組むための融資の支援

02国内の販路開拓・受発注の支援
■ 全国の商工会議所・商工会が共同運営する企業情報サイト「ザ・ビジネスモール」への登録・参加
■ 全国規模の受発注商談会「ザ・商談！しごと発掘市」への参加
■ 展示会・商談会の情報提供、取引斡旋相談

03湘南ひらつかテクノフェア
■ 自社PR・ビジネスマッチングの場の創出
■ 出展者・来場者との異業種間の交流

04異業種交流・工業会の活動支援
■ 異業種交流、産業間連携・経営基盤強化への取組み及び政策要望活動支援

05 WEB会員紹介「会員検索サービス」
■ 当所ホームページには、会員事業所紹介コーナーがあり、会員事業所のホームページをリンクすることもで
きます。自社のPR・販路拡大にご活用いただけます。

06４社連携 ひらBIZ
■ 平塚市、平塚信用金庫、神奈川県信用保証協会と連携し「平塚ビジネス応援窓口」を設置。事業者様の様々
な経営課題の解決に向けた取り組みを支援します。

07海外取引の支援
■ 日本国原産地証明書の発給ほか貿易証明書の発給手続き
■ 海外展開の相談・情報提供窓口、日本貿易振興機構（ジェトロ）相談窓口の斡旋

08新鋭設備の導入支援
■ 設備導入する際の割賦販売・リース制度の活用支援
■ 固定の低金利で長期貸付の制度融資窓口

09生産現場の改善・品質向上・コストダウンへの取組み支援
■ ５Ｓ・改善活動支援のための専門家派遣
■ 生産現場を改善する情報提供

10各制度の相談・受付窓口サービス
■ 容器包装リサイクル法における特定事業者の再商品化委託契約申込の受付
■ 汚染負荷量賦課金申告納付受付

平塚商工会議所／中小企業相談所
TEL 0463－22－2510　 TEL 22－2511・22－2512

商工会議所なら
活動範囲が広がります

１つでもご関心があれば、
お伺いして説明します！

平塚商工会議所のビジネスマッチング支援メニュー
支援策をフル活用し、全力でサポートします。

お問合せ先

情報発信・サービス
バラエティに富んだ平塚商工会議所の最新情報を発信します。

販路開拓のご支援を
頂いております

株式会社タシロ 代表取締役社長
田 城 裕 司 さん

当社は、レーザー加工、マシニングセンタ及びワイヤーカット
加工などの精密板金加工を中心とした製造業をおこなっており
ます。
平塚商工会議所には、「ザ・商談！し・ご・と発掘市」や「かな
がわビジネス創造市場」、「テクニカルショウヨコハマ2021」へ
の出展等により、新規顧客開拓のためのご支援を頂いています。
「ザ・商談！し・ご・と発掘市」では新規案件を獲得し、今後の
開拓への足掛かりとなりました。平塚商工会議所を活用し新規
顧客開拓へ邁進していこうと考えています。

01会報誌「平塚商工だより」の発行
■ 会報誌「平塚商工だより」を年10回発行し、企業経営に役立つ情報を発信しています。

02平塚商工会議所LINE
■ お友だち登録していただくと、LINEで最新情報が取得できます。

03景気動向調査・日商LOBO調査
■ 市内および当所会員事業所に対して定期的に景況調査を行い、専門家の分析・アドバイスを加えたものを報
告書として取りまとめています。

04会員大会の開催
■ 会員同士の交流を深める名刺交換会や基調講演・各種表彰式を行います。

05新年賀詞交歓会の開催
■ 会員企業や諸官庁・関係機関参加による賀詞交歓会を行います。

情報発信
サービス

ビジネス
マッチング

❻ ❼
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お店のファンづくり

❾

商工会議所なら
お客さんと仲間が増えます

01平塚商業まつりへの出店
■ 中心商店街の各通りに市内商店が自店の一押し商品・サービスを中心に品揃えを行う、全市を挙げての商業
まつりです。参加店舗は「一店一強運動」を目標に店舗の個性化と魅力化を目指します。

02平塚まちゼミ
■ 駅前中心商店街のお店の方が講師となり、お客様にプロな

らではの技術や情報を講義する、平塚まちゼミを支援して
います。お店のファンづくり、参加者同士の交流が図れま
す。

03湘南ひらつか名産品・特産品
「湘南ひらつか名産品・特産品」を認定しています
■ 平塚市と平塚商工会議所では、昭和60年から「湘南ひら
つか名産品・特産品」を認定することで、市産業の振興に
取り組んでいます。名産品は、郷土を代表する商品で、特
産品は郷土を代表する農水産物です。

04平塚逸品研究会
平塚逸品研究会を支援しています
■ 商店経営者が、メンバーと自店の強みの再確認や顧客の明
確化、ニーズの把握など意見交換し、お勧めの商品やサー
ビスとなる「逸品」の発掘・開発を行っている研究会です。

05湘南ひらつか七夕まつり
絢爛豪華な日本一の七夕飾り
■ 毎年、主催の一員として運営に携わると共に市内事業所の
ご協賛をいただきメインエリアに七夕飾りを共同掲出し、
にぎやかな七夕まつりを演出しています。

06会報誌「平塚商工だより」チラシ同封サービスの利用
貴社の商品・製品やサービスのＰＲチラシを平塚商工会議所会報誌「平塚商工だより」に同封
し、会員・特定商工業者の事業所他、約3,500件にお届けするサービスです。
■ Ａ４・Ｂ５サイズ　30,000円（税別）
■ Ａ３・Ｂ４サイズ　50,000円（税別）

平塚商工会議所の販売促進
会員同士のビジネス交流や各種イベントへの参加でビジネスチャンスをつかむ！

イベントを活用して
お店をアピールします。

平塚商工会議所が販売促進やお店のPRを支援します。

平塚商工会議所／中小企業相談所
TEL 0463－22－2510　 TEL 22－2511・22－2512

何でも気軽に相談できて
とても助かっています。

お茶・のり コバヤシ 平塚店 店長
小 林 　 彰 さん

弊社はお茶、のりをメイン商品とした小売業を営んでいます。
中心街で実施しているまちゼミ事業に参加し、お店の認知度
向上や新規顧客の獲得からお店のファンをつくることができ
ました。また近隣の商店主ともつながることができ、経営者
ならではの悩みや目標を持った仲間ができました。補助金の
申請についてもサポートしていただき、無事採択されました。
販路開拓について幅広く支援を受けることができて大変助
かっています。他にも労働保険の事務でもお世話になってお
り、何でも気軽に相談できる存在です。

お問合せ先

販売
促進

❽ ❾
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人材
育成

採用から後継者育成まで
おまかせください！

商工会議所なら
社員の意識が上がります

人材の育成を
サポートします。

01研修・セミナー
合同入社式・新入社員教育セミナー
■ 市内事業所の新入社員を一同に集め、社会人として必修のビジネスマナーや心構え・意識改革など、新入社
員の即戦力に必要な研修会を実施しています（４月実施）。

各種研修事業のご案内
■ 新入社員、中堅社員、管理職にいたる階層別、また営業、労務、経理などの分野別研修など、多彩なプログ
ラムによるセミナーを年間通じて多数開講しています。
【過去の開催セミナー一例】
新入社員教育講座、新入社員フォローアップセミ
ナー、中堅社員育成セミナー、管理職セミナー、後
継者塾、労務管理セミナー、営業力強化セミナー、
接客セミナー、

02福利厚生
定期健康診断・生活習慣病（成人病）健診
■ 健康管理に役立てて頂けるように、事業主・従業員の方を対象に、定期健康診断・生活習慣病（成人病）予
防健診を実施しています。

永年勤続・優良従業員表彰
■ 会員企業の従業員等で、業績向上に特に貢献のあった方や永年勤続の方で、事業者から推薦のあった方々を
対象に表彰式を行っています。

03資格検定
検定試験
■ 商工会議所の検定試験は、従業員の人材の育成にも適しています。従業員のスキルアップや能力評価等にご
活用ください。

【日本商工会議所検定試験】
簿記検定試験・珠算検定試験・リテールマーケティング（販売士）検定試験・日商ＰＣ検定試験・日商プログラミン
グ検定
【東京商工会議所検定試験】
福祉住環境コーディネーター検定試験・ビジネス実務法務検定試験・環境社会（eco）検定試験・ビジネスマネジャー
検定試験

平塚商工会議所パソコン教室
■ エクセル、ワード、パワーポイント、アクセス、日商PC検定対策講座、日商簿記検定試験対策講座など、実
務に役立つ講座がそろっています。

04人材採用
企業合同就職面接会
■ 企業と中途・新規就職希望者とのマッチングとして、平塚市・ハローワークとともに企業合同就職面接会を
実施しています。就職希望者と求人企業との交流の場を設けることで、新戦力の人材確保や自社のＰＲ活動
を支援しています。

平塚商工会議所の人材の育成
企業の成長を図る上で重要となる人材の育成をサポート

01ビジネス総合保険
■ 賠償責任リスク、事業休業、財産・工事に関わる補償を一本
　 化してカバー、保険料は約30％の割引

02業務災害補償プラン
■ すべての業種の労働災害時の企業の損害賠償責任をカバー、
　 保険料は約50％の割引

03休業補償プラン
■ 事業主、従業員の働けない期間の所得補償。保険料は30～50％程度の割引

04個人情報漏えい賠償責任保険
■ 多額の損害賠償金が必要となる情報漏えい事故に備える。保険料は20％程度の割引

05小規模企業共済
■ 小規模企業の個人事業主・会社役員の方の退職金制度です。

06経営セーフティ共済
■ 取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になったときに貸付が受けられる制度です。

07特定退職金共済
■ 事業所が従業員のために積立てる制度、掛金は１人月額1,000円（１口）～30,000円（30口）まで。

08火災共済
■ 不測の火災や落雷・雪害等に備えます。

09その他の共済
海外への事業展開のリスクに備える
■ 中小企業海外PL保険制度　　■ 輸出取引信用保険制度　　■ 海外知財訴訟費用保険制度

事業活動でのリスクに
備えています

有限会社 添田勝工務店 取締役
加 藤 か お り さん

当社は住宅・店舗の新築、リフォームの設計・施工の工務店です。
日々安全を心掛け、お客様のご要望にお応えし、ご満足いただ
けるよう努めておりますが、建築事業を行っていくうえで起こ
りうる、製造物責任、リコール、情報漏えい等の賠償責任や、
火災・水災等での休業損失等、財産・工事にかかわるリスクを
総合的に補償してもらえるビジネス総合保険に加入し、万が一
の際に備えています。一本化して加入できるため加入漏れ・重
複の心配がなく、また、商工会議所のスケールメリットにより
団体割引が大きく経費削減にも役立っています。

平塚商工会議所／中小企業相談所
TEL 0463－22－2510　 TEL 22－2511・22－2512

お問合せ先

01労働保険事務組合
■ 労働保険事務の代行　　■ 事務委託で事務処理コストを削減

平塚商工会議所の事務代行
国の保険（労働保険）の事務代行

平塚商工会議所の
安心・充実の共済・保険制度
会員限定の各種保険など 保険

制度

事業主・従業員の方へ
安心をバックアップ

人材
育成

保険
制度

事務
代行
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人材
育成
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利 用 ガ イ ド

平 塚 商 工 会 議 所

活用術

平塚商工会議所

検索平塚商工会議所

入会 平塚商工会議所入会のご案内
平塚市内で6ヶ月以上事業を営んでいる商工業者の方であれば、規模・業種を問わず加入でき
ます。

平塚商工会議所
〒254－0812 平塚市松風町２－10
TEL 0463－22－2510
FAX 0463－24－0079
https://hiratuka-cci.or.jp/

施設紹介
人数・用途にあわせたお部屋をご用意しています 総務課 TEL 0463－22－2510

当会館は商工業者の殿堂にふさわしい、大ホール、中小会議室を備えており、講演会、研修会、会議、商談、面接、
展示会（ただし即売は禁ず）等広く廉価でご利用できます。
※当商工会議所会員は、通常料金の３割引でご利用いただけます。
　詳しくは当所ホームページ（https://hiratuka-cci.or.jp/kaigishitsu./）をご確認ください。

入会手続き  ご連絡をいただければご説明に伺い、手続きをさせていただきます。

年　会　費  １口　5,000円（２口以上での加入をお願いしております）
※入会日が７月以降の場合は初年度会費が月割となります。

事　業　年　度  ４月１日から翌年３月31日

■詳細はホームページでご覧いただけます

平塚商工会議所の会員になりませんか？
商工会議所は、地域を代表する唯一の総合経済団体として地域商工業者の意見を部会・委員会を通じ、国や県・市に
意見活動を行い、また地域を支える企業のビジネスをサポートし商工業の振興及び地域社会活動に積極的に取り組ん
でいます。
平塚商工会議所の活動は、平塚市内の商工業者である会員によって支えられています。
ぜひご入会下さい。

発行：平塚商工会議所組織活性化委員会発行：平塚商工会議所組織活性化委員会
2021.03

大ホール ３Ｆ（98坪） 第一会議室 ２Ｆ（13坪）
※第一・二会議室仕切りを外し両方使用可

第二会議室 ２Ｆ（27坪） 第三会議室 ２Ｆ（12坪）
※円形固定式

特別会議室 ２Ｆ（27坪） 第四会議室 １Ｆ

平塚商工会議所 貸会議室HP

和　室 ２Ｆ（6坪）
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