茅ヶ崎商工会議所
Chigasaki Chamber of Commerce and Industry

完全ガイド
表紙

商工会議所は商工会議所法によって設立・運営されている特別認可法人であり、
法律に基づいた唯一の地域総合経済団体です。

■ さあ 茅ヶ崎で商売をはじめよう！
経営相談

User’s Voice
地元の茅ヶ崎でお店を開こうと一念発起し
ました。既に店を持っている友人から商工
会議所を紹介され、諸手続きや開店準備を
教えてもらいました。おかげで絶賛営業中
です。
（飲食業）

創業支援
さあ、茅ヶ崎で商売をはじめよう！
起業を考えている方へ。
「事業を開始するための心構え」「創業
準備に際しての各種届出」「事業計画の
作成支援」「公的融資や各種補助金・助
成金の申請」など、さまざまな相談をお
受けします。

Column
創業や事業承継など、経営に関わる
様々な課題解決を強力にサポートする
セミナーを企画・開催しています。
詳しくは4ページへ！

専門相談
経営・税務・法律など、企業が
対面する様々な問題に対応する
為に、各分野の専門家に委嘱し
て、無料で相談会を実施してい
ます。
秘密厳守で行いますので、お気
軽にお申し込み下さい。

例

○ 法律相談（弁護士）
事業に関するトラブルなど法的な相談
○ 経営相談（中小企業相談士）
経営改善・資金繰り・販売促進など経営全般
○ 労務社会保険相談（社会保険労務士）
雇用問題・社会保険等 労務全般の相談
○ 税務相談（税理士）
記帳・申告・節税対策など税務全般の相談

金融相談
小規模事業者経営改善支援（マル経）
商工会議所経営指導に基づいて調査及び審査を行い、小規模企業者の皆様の悩みを解
決するための、無担保、無保証人、低金利の融資制度です。

県中小企業制度融資
県、金融機関、神奈川県信用保証協会が協調支援する融資で、セーフティネットや借
り換えでの経営改善、創業時のスタートアップなど様々なメニューがあります。金融
機関に届け出るにあたって必要な書類や手続きの流れを商工会議所でご説明します。

補助金・助成金相談
販路拡大・経営改善・人材育成や雇用の安定を目的としたものなど、様々な補助金・
助成金があります。
事業者様の状況に応じて最適なものを提案、制度内容の説明や申請の支援などを行い
ます。
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経営支援
労働保険事務組合

会員限定

手数料
5人未満

1,650円

5人以上15人以下

2,200円

16人以上30人以下

3,300円

31人以上

4,400円

建設業の労災保険

550円

煩雑な労働保険の事務を代行！
茅ヶ崎商工会議所では、事業主の委託を受けて、小規模
事業主に代わって労働保険の事務を処理することについ
て、厚生労働大臣の認可を受けています。
雇用保険の届出、保険料の申告納付など、煩雑な手続き
を代行する会員企業限定のサービスです。

会員章

ハワイとの経済交流
茅ヶ崎商工会議所はハワイ商工会議所(The Chamber of Commerce
Hawaii)と姉妹商工会議所になっているほか、
ホノルル日本人商工会議所にも入会しています。
アラモアナショッピングセンターで茅ヶ崎フェアを
行うなど、経済交流を活発に行っています。

ご入会の際に商工会議
所の会員章をお渡しし
ています。
事務所の窓口に、店舗
のレジ前に、経営者の
机上に。
あなたの事業所の信頼
感がアップします。

一日公庫
夏と秋の年2回、日本政策金融公庫横浜支店より担当者が出張し、
皆さまの相談をお受けいたします。
融資制度全体についての相談のほか、仕入資金を手当したい方
へ経営環境変化資金、設備の買い替えに合わせて企業活力強化
資金など、事業者毎の状況に合わせてご提案。
事前予約による個別面談なので、
安心してご相談頂けます。

会員限定
販路拡大 会員限定
商工会議所のネットワークを駆使して販路拡大に繋げましょう。
茅ヶ崎商工会議所のサービスは、あなたの事業に新たなビジネスチャンスを生み出します。

ザ・ビジネスモール

イベント出店支援

きぎょう情報交換会

新たな取引先との商談チャ
ンスがつかめ、企業の「買
いたい」「売りたい」をお
手伝いする全国の商工会議
所・商工会が共同運営する
信頼のサイトです。
250,000社が登録しており、
取引先の候補になります。

関連するイベントへの出店
については、商工会議所の
会員であることが条件にな
る場合があります。
イベントへの参加で新しい
販路を見つけることが可能
です。

茅ヶ崎・藤沢・寒川の商工
会議所および商工会が共催
する、既存企業と起業（予
定）者の交流促進を促すイ
ベントです。名称には「企
業」と「起業」ふたつの意
味が込められています。
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■

企業の力は従業員から

セミナー・講習会 会員割引

人材育成
福利厚生

過去に実施したセミナー例
・おもてなし力向上接客術
・「働き方改革」実務対応セミナー
・チラシ販促塾
・POPづくりセミナー
・新人・若手社員研修
など…

経営に、自己のステップアップに。
経営や実務に関するセミナーや講習会を実施
しています。
有料・無料合わせて企画・開催。
参加者からは、「自分だけでは学べないこと
が学べた」「近場で勉強する場所があって嬉
しい」などの声を頂いています。
皆様のご参加をお待ちしております。

※現在予定されているセミナーは
ホームページをご確認下さい。
http://www.chigasaki-cci.or.jp/seminar/

User’s Voice
今までは忙しくて一人ひとりのお客様に注目するこ
とが少なかったのですが、人の印象は1秒で決まり、
相手の目を見て、相手のことを思いやり話すことが
大事だという事がわかりました。
仕事で実践していこうと思います。
（「おもてなし力向上接客術」を受けて・飲食業）

健康診断 会員限定
事業主や従業員、そのご家族の健康の
ために。
春と秋の年2回、商工会議所で健康診断
を受けることができます。神奈川県福
祉共済協同組合の共済にご加入頂くと、
検診料の補助（1名2,000円）が受けら
れます。

優良産業人・店舗 会員限定
会員企業やその従業員から、業績向上
に対する貢献などをもとに表彰を行い
ます。従業員のモチベーションアップ
や福利厚生のひとつとしてもご活用頂
いています。

検定試験
働く人の能力を伸ばす様々な検定を開催してい
ます。ビジネス現場で役立つ力が身につきます。

日商簿記検定試験
日商簿記は「企業が最も求めている資格」と言われ
ています。経営がよくなる秘密は財務諸表にあり。
全ての社会人に役立つ会計知識、分析力を身につけ
ることができます。
年に2回簿記講習会も行っており、
合格に向けたサポートもばっちり。
従業員のステップアップにも最適です。

東商検定
東京商工会議所が主催する、ビジネス実務法務、環
境社会(eco)、福祉住環境コーディネーターなどの検
定をオンラインで受験することができます。
幅広い業種で活用できるスキルが身につきます。

珠算
計算力だけではなく、集中力や記憶力を養うことが
できます。
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■ 業務の円滑化サポート

証明・申請

貿易関係 会員割引
原産地証明
商品の原産国を証明する書類で、輸入国の法律・規
則に基づく要請や、信用状等での要求があった場合
に必要となります。
商工会議所会員なら通常5,500円の登録料が無料に、
また発行手数料も2,200円のところが会員割引で半額
の1,100円になります。

インボイス

サイン
申請者より書類上に自署されたサインが
商工会議所に登録されているものと同一
であることを証明するものです。

適正に作成された船積書類や各種インボ
イス等について、当該書類が発給商工会
議所に提出された事実を証明するもので
す。

その他の申請
会員
限定

会員証明
茅ヶ崎商工会議所の会員であることの証明書を無料で発行できます。
会員章と同様、企業・店舗の信頼の証になります。

廃棄物交換システム
市内事業所から廃棄物の利用・提供
の申し出を受け、「廃棄物交換情
報」に情報を掲載、登録業者間での
提供・利用の斡旋を行います。

容器包装リサイクル
茅ヶ崎商工会議所は公益財団法人日本容器包
装リサイクル協会から委託され、容器包装廃
棄物の再商品化委託申込書の受付業務や契約
代行業務を行っています。

チェンバーズカード

会員
限定

商工会議所が銀行系クレジットカード会社と
提携して発行する、会員限定のカードです。
JCB、三菱UFJニコス、三井住友、UC、DCの各
ブランドからお選び頂けます。
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■ もしものリスクに備えよう！
商工会議所団体共済制度 会員限定
日常に潜む「もしも」に備えた充実のラインナップ。
全国商工会議所のスケールメリットにより、低廉な保険料でご加入頂けます。
目に見えないリスクに備えましょう。

ビジネス総合保険制度

業務災害補償
様々な労災リスクから企業・経営者を
守るため、業務中の事故による死亡・
入院等に対して総合的に保障する制度
です。
昨今取り沙汰されることの多い過労死
やメンタル自殺のほか、パワハラやセ
クハラによる管理責任についても対応
が可能です。

事業活動を行う上で生じる様々なリス
クに対し幅広く対応するワンストップ
の保険制度です。
それぞれの実情に合った保険を任意で
組み合わせることができ、PL、リコー
ル、情報漏えい、施設、事業遂行等の
賠償責任リスクを総合的に保障します。

休業補償

情報漏えい賠償責任保険制度

個人事業主や経営者、従業員が病気や
怪我で長期間仕事ができなくなった場
合、通常の保険では給与の補填はされ
ません。
休業補償の保険に加入することで、所
得を補償し安心して療養に専念するこ
とができます。

個人情報保護法の施行後、企業には厳
しい管理体制が求められています。
人的ミスでのデータの紛失・漏洩など
が起こってしまうと、企業としての信
用を失うだけでなく多額の賠償金や謝
罪費用等が発生します。万が一事業者
のもつ個人情報・企業情報などが漏洩
した場合に対応する保険制度です。

中小企業PL保険制度

海外

PL法はメーカー等に対し、商品の欠陥
等から生じた損害について直接的な責
任を求める法律です。
高額の賠償事故が発生した場合には経
営の存続に関わる場合もあります。
製造、販売、飲食、工事業等様々な業
種に対応した保険制度です。

海外での事業では、輸出取引やPL、知
的財産権などリスクとなりうる事象が
多く存在します。
以下の保険制度があなたの事業所の海
外展開をサポートします。

・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
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保険制度
生命共済制度

会員限定

神奈川県商工会議所連合会で新たに誕生した生命共済制度です。
役員、従業員とその家族の生活を保障し、勤労意識を高め、事業の安定を図ることを目的と
した制度です。最大65歳まで加入することができ、死亡・入院・ガンや6大生活習慣病など
に対応。
剰余金が生じた場合には配当金として返金。病気・事故による通院、入院時の見舞金、成
人・結婚・出産時の祝金の支給もあります。

特定退職金制度

会員限定

従業員の退職金はご用意できていますか？
1人あたり月々1,000～30,000円の少額の掛け金で計画的に退職金の準備が可能です。
一時金、年金その他の方法で受け取ることができ企業のイメージアップにもつながるほか、
神奈川県の建設業経営事項審査の加点評価項目になります。

様々な共済制度
セーフティ共済

小規模企業共済
小規模企業の個人事業主または会社等の
役員の方が事業をやめられたり、退職さ
れたりした場合に、生活の安定や事業の
再建を図るための資金をあらかじめ準備
しておく共済制度です。
掛け金は1,000～70,000円で変更可能、無
理なく退職金の準備が可能です。

万が一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場合に共済金の
貸付けが受けられる共済制度です。
もしものときの資金調達として当面の資
金繰りをバックアップし、中小企業を連
鎖倒産から守ります。
貸付け条件は無担保・無保証人、掛金は
損金または必要経費に計上できます。

火災共済

県民共済
県民共済は非営利目的の共済として、家
計に優しい掛け金での補償を行っていま
す。組合員への優待サービスも充実して
おり、保険の主制度以外の面でも人気が
あります。

火災や爆発、台風や落雷といった天災な
どの予期せぬ損害に備える保険です。
建物のほか事業所の備品や機械設備、商
品などの動産が共済の対象となるため安
心してご利用頂けます。

User’s Voice
仕事中に交通事故で怪我をして入院した時、業務災害補償と休業補償に入っていたので
事なきを得ました。
一ヶ月ほど入院していた際の入院費も補償されましたし、その間働けなかった
ぶんの給料も一部補償を受けることができたので、家族を守ることもできました。
（製造業）
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■ 駅チカで便利な会議室！

会館利用

貸会議室 会員割引
茅ヶ崎商工会議所では、研修やミーティング、面接会などにご利用頂ける会議室の貸出を
行っています。目的に応じて4つの部屋から選択でき、幅広い用途に対応可能。
また駅から5分の好立地なため、非常に使いやすい会場です。空き状況は当所総務課まで
お問い合わせ下さい。

大会議室

第1会議室

第2会議室

第3会議室

159㎡、120名まで

77㎡、55名まで

42㎡、22名まで

20㎡、15名まで

100名以上収容可能
な大会議室です。研
修や懇親会、大規模
な会議などに最適で
す。

カーペット敷の広め
のお部屋です。勉強
会や打ち合わせ、講
演などにもお使い頂
けます。

円卓を備えた会議室
です。面接会場とし
て、また大事なお客
様との打ち合わせな
どに。

User’s Voice

会員特典
茅ヶ崎商工会議所の会員様は以下の通り利用条件が
優遇されます。

① ６ヶ月前から先行予約可能！
② セミナー・講習会利用可能！
③ 大会議室での飲食可能！
詳しくは
ホームページまで。
http://www.chigasakicci.or.jp/jigyou/floor.html

・自社には大きな会議室がないので、
広々とした部屋で打ち合わせができ
て助かりました。（大会議室）
・面接で使いました。厳粛な雰囲気
で話ができました。（第2会議室）
・会のミーティングで使わせてもら
いました。遠方からくるメンバーも
いたので、駅から近くて良かった。
（会議室利用後アンケートから）

会員料金
平日
午前

午後

一般料金
土日祝

夜間

午前

平日

午後

夜間

9時～12時 13時～17時 18時～21時 9時～12時 13時～17時 18時～21時

大会議室
第1
会議室
第2
会議室
第3
会議室

～120名 ¥11,000

気軽にお使い頂ける
小さめのお部屋です。
小規模な会議や集会
などにご利用下さい。

午前

午後

土日祝
夜間

午前

午後

夜間

9時～12時 13時～17時 18時～21時 9時～12時 13時～17時 18時～21時

¥14,800

¥15,400

¥13,900

¥18,500

¥20,100

¥15,900

¥21,200

¥22,000

¥20,000

¥26,400

¥28,600

～55名

¥4,200

¥5,700

¥5,800

¥5,300

¥7,000

¥7,600

¥6,000

¥8,000

¥8,300

¥7,500

¥9,900

¥10,800

～22名

¥2,800

¥3,800

¥3,900

¥3,600

¥4,700

¥5,100

¥4,000

¥5,300

¥5,500

¥5,000

¥6,600

¥7,200

～15名

¥2,500

¥3,300

¥3,600

¥3,200

¥4,200

¥4,700

¥3,700

¥4,900

¥5,000

¥4,400

¥6,000

¥6,400
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■ 情報収集や自社PRに！

広報

会報「ちがさき商工会議所ニュース」会員限定
茅ヶ崎商工会議所は会報「ちがさき商工会議所ニュース」
を毎月発行しております。
茅ヶ崎商工会議所の活動報告をはじめ、企業経営のための
特集記事、検定試験やセミナーの案内、国や県、市からの
お知らせなど、役立つ情報が満載です。
ぜひ日々の経営にご活用下さい。

チラシ同封サービス
会員企業に
あなたの会社をＰＲ！
チラシ同封サービスは、貴社の
商品・製品・サービスなどのチ
ラシを毎月発行される茅ヶ崎商
工会議所ニュースに同封し、会
員事業所など約1,900件にお届け
するサービスです。
商工会議所の会報と一緒に届く
ので社会的な信頼性が高く、ま
た経営者の皆様が直接受け取る
ため、ビジネスチャンスの拡大
に最適です。

毎月中旬に
お届け！

スマホ、パソコンから
Twitter

Facebook
https://www.facebook.com/chigasaki.cci

https://twitter.com/ChigasakiCCI

茅ヶ崎商工会議所では、FacebookとTwitterで最新情報を公開中！
セミナーやイベントのお知らせをはじめ、会議所での催しの速報、検定試験の申し込み
締め切りのご案内など便利な情報発信をしています。
たまに担当者のつぶやきなども。
ぜひフォローをしてご活用下さい。

ホームページ
http://www.chigasaki-cci.or.jp

茅ヶ崎商工会議所公式ホームページです。
商工会議所のサービス内容の紹介をはじめ、市内の
景気動向なども掲載しています。
セミナーのご案内やWEB申し込み、検定試験につい
ての情報もこちらをチェック！
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■ 仲間との繋がりを作ろう！

交流

工業部会

部会・委員会
交通運輸業

商業部会
茅ヶ崎商工会議所には6つの部会があり、会員全てが
部会
そのいずれかに属しています。
茅ヶ崎
業界の問題解決に向けた事業や要望の実施をはじめ
商工会議所
会員同士の意見交換の場として役立っているほか、
視察見学会や講演会、懇親会などを通じて
建設業部会
金融業部会
同業者とのつながりを深めることができます。
また、部会に対して横軸となる組織が委員会です。
サービス業
茅ヶ崎魅力向上（まちづくり）委員会、組織力強化委員会、
部会
ハワイ州との経済交流委員会、情報発信委員会など
7委員会を設置し、茅ヶ崎の経済活性化や経済交流などに向けて取り組んでいます。

賀詞交換会

会員限定

市・会議所合同で、新年に際し茅ヶ崎市長・市議会議長
をはじめ名士が集う賀詞交換会が、当所会頭を世話人と
して開催されます。
一年の商売のはじまりに、また新たな交流のスタートに。
弦楽器の調べが流れる穏やかな空気の中で新しい年の門
出を祝います。

青年部

女性会

青年部は各々の企業の発展と自己意識の高
揚に努め、併せて市内商工業の振興に寄与
するべく、昭和５９年に設立されました。
会員事業所の経営者および後継者のうち、
年齢が20歳～50歳のメンバーで構成されて
います。茅ヶ崎のお祭りにも積極的に参加。
若手経営者の地域貢献
や相互交流の機会と
なっています。

女性経営者による女性らしい感性、個性を
商工会議所活動に活かし、女性経営者の社
会的地位向上と、地域商工業の発展に寄与
するとともに、会員相互の親睦と連携を図
ることを目的に、昭和６３年に設立されま
した。セミナーの開催やイベントへの
協力など積極的な
活動を行っています。
（年会費：18,000円）

（年会費：24,000円）

User’s Voice
普段はなかなか商工会議所を訪ねることが
できず、他の会社の方と関わる機会も少な
かったのですが…思い切って部会で行われる
視察会に参加しました。
視察先で新たな見聞を広げられただけでな
く、移動中や懇親会にて同業の経営者と商
売上の話をすることができました。普段は
聞けないことを聞くいい機会になりました。
（部会の視察見学会に参加して・サービス業）
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■ 地域に根ざす会議所として

地域貢献

イベント

▲ アロハマーケット

▲ 湘南祭

茅ヶ崎商工会議所は市内の様々なイベント・催しに対して
事務局として、当日スタッフとして、様々なかたちで携わっています。
商工会議所を通じて地域・社会貢献、CSRを追求することが可能です。
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▲ 大岡越前祭

▲ 茅ヶ崎海岸浜降祭

新規会員募集中！
茅ヶ崎商工会議所では新たに会員になって頂ける事業者様を
随時募集中です。
入会手続きは下記ハガキか窓口まで。
入会検討時のお問い合わせも承ります。

ぜひご入会頂き、商工会議所の様々なサービスをご利用下さい。

年会費
法人

個人事業主

21,000円～

12,600円～

※1口4,200円、5口より

※1口4,200円、3口より

※茅ヶ崎市内で営業をされている商工業者の方であれば、個人から法人まで、規模、業種、本店・
支店・営業所を問わずご入会いただけます。
※会費は公租公課費目として損金処理することができます。
※消費税はかかりません。

茅ヶ崎商工会議所
〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町13-29

TEL: 0467-58-1111

茅ヶ崎アロハは国がクールビズを提唱す
るより早く、平成15年にはじまりました。
市長や市議会にアロハシャツ着用のお願
いをし、商工会議所会員各社に金曜日に
アロハシャツを着る「アロハフライ
デー」を提案。以降10年以上にわたって
PRを続けた結果、「茅ヶ崎といえばアロ
ハ」というイメージが定着するまでにな
りました。
現在、茅ヶ崎商工会議所では5月～10月
の6ヶ月間を
アロハシャツ
着用のアロハ
ビズ期間とし
ています。
ご理解、ご協
力のほどよろ
しくお願い申
し上げます。

FAX: 0467-86-6601

ccci@chigasaki-cci.or.jp
http://www.chigasaki-cci.or.jp
https://www.facebook.com/chigasaki.cci
https://twitter.com/ChigasakiCCI

開館時間:平日9:00-17:00
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