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商工会議所は、会員をその事業活動の
推進母体としていますが、法律により
「地域
すべての商工業のバランスの取れた発展を
図る」
という使命を課されていることから、
極めて公共性の高い団体として、営利や特
定者の利益を目的とせず、地域商工業発展
のため各種事業に取り組んでいます。
特に小 規 模 事 業 者に対しては、 次の支
援目標を掲げ、魅力的かつキラリと光る事
業者の創出に力をいれています。
▪経 営を持続的に発展させるため寄り添っ
たサポートをします

▪個 々の「強み」を活かした経営をサポート
します
▪環 境の変化に対応したビジネスモデルの
転換を重点的にサポートします
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ご存じで
した？
活用しなきゃ、
もったいない！
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商工会議所について

商工会議所とは
入会案内
商工会議所の経営サポート

経営サポートをうけたい
起業・開業
専門家相談

経営分析・事業計画策定
融資相談

補助金相談

人材育成・セミナー
証明書発行

新たな販路を開拓したい
地域経済・需要動向調査
商談会・展示会

会議所認定ブランド

デジタル販促・効率化

ポータルサイト・ＰＲ活用

福利厚生を充実させたい
労働保険

共済・保険制度
健康診断

交流の輪を広げたい
青年部
女性会

会議室を利用したい
貸会議室

商工会議所について

地域経済の健全な発展のために尽力。
渋沢栄一の精神が受け継がれています。

ご入会案内
商工会議所は、地域の大企業も中小企業もひとつになって協力しあい、地域経済の基盤づくりと仕事のしやすい環
境づくりを推進する総合経済団体です。約1,600にのぼる事業所が会員となっていますが、会員の輪が大きくなれば、
世論を代表する会議所の声も大きくなり、あなたの利益も大きくなります。あなたの信用を高めるためにも、ぜひご加

商工会議所とは
商工会議所とは、「民の繁栄が、国の繁栄につな

定者の利益を目的とせず、地域商工業発展のため、

がる」という信念のもと、日本近代経済の父とよばれた

次のような事業に取り組んでいて、直接・間接的に皆

渋沢栄一達が創立した、地域商工業者を代表する、

さまのメリットにつながるものです。

唯一の総合経済団体です
商工業の振興と地域経済の健全な発展を目的とし
て、「商工会議所法（昭和28年8月1日制定）」に基づ
いて設立された特別認可法人（営利を目的としない団
体）
で、企業の規模や業種を問わず、会員組織で運
営されています。公共性を活かして、国・県・市等へ
の要望活動等地域の経済発展に役立つ事業を行って
います。

▪行政や関係機関への要望・意見活動
▪経営に関する情報の収集と提供
▪会員相互の交流

等

原則として市を単位に設立されており、日本商工会

業の約５割である、約1,600社の会員で構成されてい

議所を上部団体として、全国各地の商工会議所ととも

る地域総合経済団体です。商工業者の意見提言や、

に連携をとっています。全ての会員は各地商工会議所

地元経済の福祉増進に努めているとともに、経営に関

を通して日本商工会議所へつながっています。

するサポートからまちづくりまで、地域経済の活性化や
発展にも尽力しています。

していますが、法律により
「地域全ての商工業のバラ

ご利用いただいている内容は会員によって様々です

ンスの取れた発達を図る」という使命を課せられている

が、会費に見合った直接的なメリットも多数ご用意して

ことから、極めて公共性の高い団体として、営利や特

おりますので、まずはお気楽にお問い合わせください。

全 国 に 広 が る 商 工 会 議 所 ネットワ ー ク
全国515商工会議所（約125万会員）

日本商工会議所が、全国商工会議所の意見を
集約し政府・関係機関への要望・提言を実施、
国の施策に関する情報の収集や発信

現在、商工会議所は全国515地域に設
置されております。各地域の特性を踏まえ
た活力ある地域経済社会の形成に取り組
むとともに、全国ネットワークを活かした
さまざまな事業を実施しています。

各地商工会議所との連携による最新の経済情勢
や景気観測調査、先進事例に関する情報の収集
スケールメリットを活かした各種共済制度、
全国一斉検定試験などを実施
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でも特別会員として入会できます。

▪会費口座振替依頼書 １部

▪法人設立届出書または履歴事項全部証明書（法人の場合）
１部

飯能商工会議所は、飯能市中心部をはじめ管内企

商工会議所は、会員をその事業活動の推進母体と

会員の資格

飯能市内で営業されている事業者なら、法人・個人・団体、規模の大小を問わず入会できます。なお、地区外の方

▪会員入会申込書 １部

▪労働・求人支援

▪事業主・従業員の福利厚生

入会申込み手続きについて

提出書類

▪人材の育成

▪経営に関する相談・支援事業

入ください。

▪開業届出書（税務署）
または直近期の確定申告書（控）
（個人事業の場合）
１部
※書類の提出については、持参・郵送どちらでも結構です。

様式は窓口、またはホームページよりダウンロードにて入手できます。

会費について

個人・法人ともに５口
（年間10,000円）以上

※原則として自動振替での会費納入をお願いします。 ※入会金は必要ありません。

会費請求について

自動振替……年１回
（５月２５日）
の引き落しとなります。

※初回の会費につきましては、現金もしくはお振込みで納入くださいますようお願い申し上げます。入会申込書をご郵
送いただいた場合は、当所より
「振込依頼書」
を送付いたします。

※大口会員様につきましては、別途ご相談に応じます。

自動振替ができる金融機関

口座振替が可能な金融機関は以下のとおりです。
1.埼玉りそな銀行 飯能支店

2.武蔵野銀行 飯能支店

3.東和銀行 飯能支店

4.飯能信用金庫 飯能中央支店・東飯能支店・飯能南支店

注：上記以外の金融機関及び郵便局では振替できません。

5.青梅信用金庫 飯能支店

6.いるま野農協 飯能支店

部会

会員は入会すると、営業内容にあわせて４部会の、いずれか１つの部会に所属していただくことになります。

（商業部会・工業部会・建設業部会・サービス業部会）

お問い合わせは
【総務課・会員管理・入会担当】
まで https://www.hanno-cci.or.jp/contact/
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商工会議所の経営サポート

ステップアップ型伴走支援

地域の経済や雇用を支える事業者は、人口減少、
要の低下、売上の減少など厳しい経営環境に直面して
います。そのような経営環境において、事業者が持続
的に事業を発展させるためには、国内外の需要の動向

当所では、事業者の技術の向上、新たな事業分野
の開拓、その他の経営の発達に資するサポートを行う

商談
展示会
PR

窓口相談

や自らの強み等を分析し、新たな需要を獲得するため
に事業を再構築することが必要となってきています。

秘密
厳守

相談
無料

経営者の高齢化等の経済社会の構造変化により、需

【受付時間】
平日9：00〜17：00

交流

ことを目標に経営サポートを実施しています。 事業者

専門
相談

人材
育成
動向
調査

支援ネットワーク

どの支援フェーズにあるかを捉え、適したサポートを提

ブランド
化

補助金

常時皆様のご相談に応じております。

の自社の経営に対する取組状況を踏まえ、事業者が

DX

融資

福利
厚生

案し寄り添ったサポートを継続しています。地域の事業
者の多くが自立かつ持続可能な経営をするために、

事業者の情報を収集し、これに対する経済政策（施

成熟期

策）の活用の推進、自社分析や環境分析、または経

営資源のインプット支援、さらには事業計画策定や

販路拡大といった、ステップアップ型伴走支援による

埼玉県

サポートを実施します。

相談

なお、当所は、中小企業支援に関する専門的知識
や実務経験が一定レベル以上にある者として、平成
29年（2017年）
に、国より中小企業等経営強化法に
基づく認定経営革新等支援機関の認定を受けていま
す。また、小規模事業者の経営発達に特に資するも
のを経営発達支援事業と位置づけ、令和3年（2021

商工会議所

他の
商工団体

飯能市

サポート

事業所

成長期
他の
支援機関

創業期

専門家

年）
に、国より小規模事業者支援法に基づく経営発達
支援計画の認定を受けています。
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承継期

本ページ以降は会員様限定になります。
ご希望の会員様は職員までお申し付けください。

飯能商工会議所 サポートガイド
発行

飯能商工会議所
The Hanno Chamber of Commerce and Industry

〒357– 0032 埼玉県飯能市本町1–7
3042– 974 –3111 5042–972–7871

https://www.hanno-cci.or.jp/

