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　景気は、最悪期を脱しつつあるというものの、未だ、
世界同時不況の影響による景気の下振れ懸念など、景
気を下押しするリスクが存在しております。このようなな
か、地方の実体経済は、不透明感やデフレ傾向等、さ
らに厳しい状況にあるといえます。
　地域経済の根幹を支える中小企業の活性化なくして
日本経済の本格的な再生はありえません。まず地域の
活力と賑わいを取り戻すことが重要であります。
　平成２２年度の当所事業基本方針は「頼れる商工
会議所」として、会員事業所の健全な事業運営をサ
ポートすることが第一の使命であるとの考えのもと事
業展開を積極的に図って参ります。
　その為には、経営改善普及事業を中心とした各種支
援策の充実、及び関係機関との連携を密にし、各種相
談事業、研修事業、施策活用指導をはじめ、当所独自
の経営支援策等、効果的な支援を実施いたします。
　さらに、特に悪化した雇用状況の改善、ＢＣＰ（事業
継続計画）の策定支援等、充分、力を注いで参りたい
と思います。
　また、中心市街地活性化対策は、喫緊の課題となっ
ております。周辺への大型商業施設の進出は、雇用面
と大型店出店による街のイメージアップ等には寄与し
ていますが、中心市街地商店街においては、大きな影
響を受けていることも事実であります。官民一体による
「まちづくり三法」の主旨にあった事業推進を行うとと
もに、市や地元商店街と連携し、「まちの駅」「まちな
か元気市」等をはじめとした誘客促進事業も引き続き
実施いたします。

　空き店舗対策については、チャレンジショップや（仮
称）交流ステーション事業、さらには、新たに空き店舗
情報のデータベース化に取り組み、それを効率的に運
用する体制づくりの整備に入って参ります。
　本市活性化のためには、市外からの観光誘客対策
は極めて重要であります。水郷筑波国定公園（霞ヶ
浦・筑波山）の自然環境や、イベントとして日本一の土
浦全国花火競技大会をはじめとする、恵まれた観光資
源等があります。これらを有効に活かしながら、市観光
基本計画と連動した「観光交流のまち土浦」の実現に
向け、各種活動を実践していきたいと思います。
　地域活性化のソフト事業として、主として、これま
で『まちづくりＡ・Ｂ・Ｃ』と称して、飛行船のまち エ
アシップタウン（Ａir ship）、活性化バス キララちゃ
ん（Ｂus）、カレーのまち・土浦（Curry）を、まち
づくり三本柱と位置づけ、進めて参りました。今年度
は、さらに次の段階を見据えて、より充実した活動を
展開して参ります。
　プレミアム付商品券事業については、市民にも広く
浸透されてきましたが、今後とも、加盟店、利用者の増
加と、さらなる制度の充実を図って参ります。
　なお、本年は、本市施行７０周記念の年であるとと
もに当所議員改選の年でもあります。低迷しているこ
の時期こそチャンスとして捉え、地域経済と社会を支え
る商工会議所の果たす役割と責任は重要であるとの
認識に立ち、市等関係機関の指導を得ながら会員並
びに地域中小企業者の頼れるパートナーとして、鋭意
事業促進に努めて参ります。

頼れる
　商工会議所として

土浦商工会議所
会頭　山口雄三



平成22年4月発行　No.496

平成
22年度
平成
22年度 土浦商工会議所事業計画土浦商工会議所事業計画 （概要）

　当所は、３月２６日、会頭、副会頭、専務理事、常議員、監事、議員の計６８名出席（委任状含）のもと
第７７回通常議員総会を開催し、平成２２年度の事業計画並びに収支予算を決定した。
また、欠員常議員の選任において、㈱常陽銀行土浦支店執行役員支店長の若林正博氏を選任した。

適宜適切な政策提言、意見要望活動の積極
的展開
○景気対策、中小企業支援対策
○雇用対策
○中心市街地活性化対策
○駅前開発、地域振興対策
○観光振興対策　他

中心市街地 及び 各地区活性化事業への取組み
○中心市街地空き店舗情報のデータベース化と運
用に向けた取組み

○商店街施策と連動した事業誘致活動の推進
○まちづくり三法の整合性の確保と運用体制づくり
○大型ＳＣ等と連携した商業活動の推進
○プレミアム付商品券事業の継続による消費喚起
と流出防止

○まちづくりＡＢＣの更なる推進（Air ship town／
Bus／curry）
○チャレンジＳＨＯＰ事業の見直しと強化
○カレーのまち土浦の取組み強化
○まちづくり機関設立に向けた取組み、支援　他

活力ある産業・観光のまちづくり促進
○霞ヶ浦、筑波山、予科練平和記念館等を結ぶ観
光ルートの開発

○市観光基本計画（観光交流のまち土浦）の実施
に向けた取組み

○観光資源と産業を組合せた産業観光の推進
○土浦らしさとおもてなしの創出による観光誘客対
策の推進

○全国花火競技大会、キララまつりなど観光事業の
充実
○産業祭、まちなか元気市など地域産業活性化イベ
ントの充実
○食のまちづくり事業と連動した｢商｣｢工｣｢農｣連携
の促進
○商標権を活用したツェッペリンブランドの普及促進
○工業団地への企業誘致の促進　他

会員事業所の
　経営支援と相談事業の強化
　　　　　（頼れる商工会議所づくり）
○金融支援の拡充強化
○創業、経営革新支援事業の推進
○経営に役立つ講演会、セミナー等の効果的実施
○会員サービスの充実と利用の促進
○異業種間交流事業の充実
○雇用対策の支援強化
○会員事業所の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定支援他

人が集う魅力ある商工会議所への取組み
○任期満了に伴う議員改選の実施
○議員総会、常議員会、部会、委員会の活発化
○ホームページ、会報など情報提供事業の充実強化
○青年部、女性会との連携強化
○会員事業所、各種団体、機関、近隣地区との連携
による事業展開

○効果的かつ効率的な事業運営の徹底
○財政基盤の強化および組織率の向上
○事務局機能の強化　他

心市街地空き店舗情報のデデ タベタベ スス化と化と
用に用に用に用に用に用にに向け向け向け向け向け向け向けた取た取た取た取た取た取た取組み組み組み組み組み組み組み
商店店店店店店店街施街施街施街施街施街施街施策と策と策と策策と策と策と連動連動連動連動連動連動連動したしたしたしたしたしたした事業事業事業事業事業事業事 誘致誘致誘致誘致誘致誘致致誘 活動活動活動活動活動活動の推の推の推の推の推の推進進進進進進
まちまちまちまちちづくづくづくづくくり三りり三り三り三法の法の法の法の法の法の整合整合整合整合整整 性の性の性の性の性の性の確保確保確保確保確保確保保と運と運と運と運と運と運と運用体用体用体用体用体用体制づ制づづ制づ制づくりくりくりくりくり
大型ＳＣ等とととと連携連携連携連携連携携連携したしたたしたた商業商業商商業商業商業商業活動活動活動活動活動動活動の推の推の推の推推の推の 進進進進進進進
プレプププ ミアム付ム付ム付ム付ム付付ム 商品商品商商品商商 券事券事券事券事券事券事業の業の業業業業の継続継続継続継続継続継 ににによによによによよる消る消る消消消消費喚費喚費喚費喚費喚費喚起
と流と流と流流流流出防防防防防防止止止止止止
まちまちまちまちまちづくづくづくづくづくづくくりＡりＡＢＢＣＢＣＢＢＢＢ の更の更の更の更の更の更なるな 推進推進推進推進推進推進推進（A（A（AAAiriririrrir s sshihihip p p tototoootowwwnn／／／／／／
uuuuus／ss／s／s／s／／cccuccccurrrry）y）
チャチャチャチ レンレンレンンジＳジＳジＳＨＯＨＯＨＯＰ事事事事業業の業 見直見直見直直しとしししとしししし 強化強化強化強化強化化強
カレレーのーのーーののののまちまちままちまちちちち土浦土浦土浦土浦の取の取の取のの 組み組み組みみみ強化強強化強化強強化化
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一般会計・相談所会計22年度 予算

収入 支出

会費
19.6％

事業費
39.3％

事業収入
27.3％

補助金・委託料
33.7％

補助金・委託料
33.7％ 人件費

33.2％

管理費
12.6％

繰入金・繰越金
14.8％繰入金・繰越金

19.5％

単位：千円 単位：千円

一般 割合相談所 計 一般 割合相談所 計
会 費

事 業 収 入

補助金・委託料

繰入金・繰越金

合 計

事 業 費

人 件 費

管 理 費

繰入金・繰越金

合 計

事務局日誌事務局日誌
２日 関東商工会議所連合会　運営研究会（～３日）
３日 販売士資格更新講習会
４日 公害被害補償業務担当者研修会
 青年部全国大会（～５日）
７日 まちかど茶話会　屋形船霞ヶ浦湖上散歩の夕べ
 霞ヶ浦検定認定証交付式
８日 筑波銀行設立記念式典
 正副会頭会議
 関東商工会議所女性会連合会会長会議
１５日 キララまつり　新郷土民謡おどり委員会
 経営安定セミナー
１６日 キララまつり　七夕おどり委員会
 労働保険事務担当者会議
 茨城県地域ジョブカードセンター運営会議
 青年部役員会
１７日 CCI＆AXAトップマネジメントカンファレンス
 電信電話ユーザ協会事務局長会議
１８日 役員議員・観光部会・交通運輸部会合同視察研修会
 日商常議員会・議員総会
１８日 第111回日商通常会員総会
１９日 茨城産業会議拡大総会 
 常議員会
２０日 桜くらべ展覧会開場式
２４日 土浦協同病院臨床研修管理委員会
 県商工会議所青年部連合会役員会
 振興委員会議
２５日 県連役員会
 茨城青少年会議
２６日 第77回 通常議員総会
２７日 プロボクサー黒木健孝選手　世界王座挑戦　応援
２９日 キララまつり第２回主催団体並びに正副委員長会議
 小町の里整備基本構想検討委員会
３０日 (社)土浦市観光協会理事会・総会

2010.3.1～3.31

議事案件（議件）

常議員会
開催日時 平成22年3月19日（金）
午後1時30分～午後3時
開催場所 土浦商工会議所

報告･連絡事項

議件第１号　第77回 通常議員総会 提出議案について
　１）平成21年度 補正予算(案)について
　２）平成22年度 事業計画(案)について
　３）平成22年度 収支予算(案)について
　４）平成22年度 借入金最高限度額 並びに
　　  借入先金融機関の決定について
　５）欠員常議員(１人)の選任について
　６）会費及び負担金に関する規約の改正について

１　大型商業施設の状況及びカレー物語店舗について
２　土浦協同病院立替に関する署名簿について
３　新入社員セミナーについて
４　平成２２年度 商工会議所各種検定について
５　土浦桜まつりについて
６　土浦まちなか元気市（ランナーズ・ヴィレッジ）について
７　平成２２年度諸会議等について
８　青年部より　　　　　　　　　　　　　　　
９　女性会より                                                  
10  その他

 56,500 0 56,500 19.6%

 76,820 1,830 78,650 27.3%

 44,280 52,820 97,100 33.7%

 27,240 29,010 56,250 19.5%

 204,840 83,660 288,500 

 100,630 12,810 113,440 39.3%

 29,990 65,790 95,780 33.2%

 34,610 1,860 36,470 12.6%

 39,610 3,200 42,810 14.8%

 204,840 83,660 288,500 
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主幹

係長・補助員

主幹・記帳指導職員

嘱託職員

堀　内　公二朗

松　宮　正　幸

係長・経営指導員

主幹・経営指導員

嘱託職員

寺　田　英　明

大　山　泰　明

石　川　真樹子

課長補佐・経営指導員

係長・経営指導員

主幹・経営指導員

主幹・記帳専任職員

飯　野　　　晃

木　串　由美子

天　野　雅　祐

菅　原　伸　司

課長・補助員
加賀美　吉　彦

専務理事
菅　澤　秀　男

室長・経営指導員
松　井　修　一

課長・経営指導員
稲　葉　豊　実

総務課 会員サービス推進室 商工振興課

事務局体制事務局体制
平成22年4月より土浦商工会議所では、下
記の体制にて関係機関・団体との連携協調
のもと、地域中小企業の経営基盤の強化・
地域活性化に努めて参ります。

事務局長
 総務部長
 兼中小企業相談所長

石　井　政　男

岡　田　智　行

塚　原　充　也

牧　野　丈　美

新採  嘱託職員

森　内　靖　雄

嘱託職員

平成22年度

総務部 中小企業相談所

総務課　森内　靖雄
４月１日より入所いたしました森内靖雄です。
今までは商売をしていたので、畑違いの転職になりますが、これが第二の人生の始まりと思って
おります。
来所の際はお気軽に声をかけて下さい。どうぞよろしくお願いします。

事務局長　石井　政男
4 月１日をもって事務局長に就任いたしました。商工会議所を取り巻く環境は、大きな変動期を
迎えております。
役員議員、会員の皆様方のご支援をいただき、業務に精励いたしますので、何卒宜しくお願いい
たします。

介介新事務局長紹介務局長紹介新事務局長紹介新事務局長紹介新事務局長紹介新事務局長紹介

新入職員入入入入入職員新入職員新入職員員員 介介紹介紹介紹介紹介新入職員紹介新入職員紹介

（　　　　　　 ）
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珠　算
　初　段 岡咲　也子 KUWABARA パッソロスクール
　初　段 篠木　　歩 昌浦珠算研究会
　初　段 廣瀬　貴大 稲葉珠算塾
　準初段 平野　　旭 KUWABARA パッソロスクール
　準初段 須賀　結奈 北原珠算塾

　準初段 鈴木麻友香 柏崎珠算スクール
　準初段 門倉　篤志 栗山珠算塾
 暗　算
　８　段 浜田　順平 けいさんスクールnissin
　初　段 小林　詩織 北原珠算塾
　準初段 平野　　旭 KUWABARAパッソロスクール

主　催：日本珠算連盟　協　賛：日本商工会議所　試験場：土浦商工会議所　　　平成22年2月14日（日）

第98回 珠算暗算段位認定試験昇段者

26名受験

MEMBER’S NOW! 掲載事業所募集

あなたの企業、店舗・技術の情報を掲載してみませんか！
あなたの企業・店舗のPRを
「会報 TCCI NEWS～MEMBER’S NOW!」
に掲載してみませんか？
事業案内、人物紹介、新製品や商品紹介etc・・・会員企業
の情報を当所職員が取材の上、掲載させていただきます。
お気軽にお電話ください（総務課　８２２－０３９１迄）。

※掲載資格は、当所会員事業所。掲載情報から取引が生じ
た場合、取引者間で直接連絡・交渉願います。また、実際
の取引においてトラブルが生じても、当所はその責任を負
いかねますのでご了承ください。

高評価の「陶器の象さん」

（順不同　敬称略）

　㈲若山金物店（若山光司社長）は、先代が戦後
開業し昭和２４年に法人格を取得された金物店で
す。現在、事業所は、若山社長いわく「生田町銀
座通り」に居を構える。
　建築現場関係への販売など、市内のみならず県
南・県西地区での受注も多い。４年前からは、朝６
時３０分には店を開け、工事関係者等のニーズにも
応えている。顧客のニーズも時代とともに変化して
おり、常に新しい情報には耳を傾けるとともに、「即
納」をモットーとして業務に取り組んでいる。もちろ
ん社長自身のスキルアップにも余念がない。
　若山社長は、信条は「人との付き合いが大事」
であるとし２代目として奥さんと二人三脚で３５年

間、先代が立ち上
げた同店を盛り上
げてきた。現在は、
３代目となる息子の
昇栄さんも中心と
なって店を切り盛り
している。
　なお、若山社長
は、平成１８年に当
所創立６０周年記
念事業の一環として
行われた西洋アン
ティーク評論家・

岩崎紘昌氏による「私の逸品鑑定会」に参加。
　若山金物店創立の際、表紙の写真でご紹介の
埼玉の本家からいただいた「陶器の象さん」を
鑑定依頼。自己評価額「５千円」のところ、見事「５
万円」のアップ評価となった。

土浦市生田町８－１３
℡ 821－0272

「人との触れ合い・付き合い」を
　大事にする若山社長
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　土浦小学校６年生より土浦の街に対する思いとともに鉢植えのチューリップ
が贈られました。
　このチューリップは授業の一環として「未来の土浦をわたしたちの手で」をテーマに掲げ、自分たちの
手でバザーに出す品物を作り、その利益で花を育て、街を自分達の花でいっぱいにしたいという試み。
　バザーの売行きも盛況で、植えた球根も順調に育ち、各公共施設等に配れる程に成長した。
　みんなの気持ちをいっぱいに詰めたその小さなつぼみは、いつの日か大輪の花を咲かせることを期待
され商工会館前でその時を待っています。

土浦小学校６年生より土浦に対する熱い
思いのこもったラブレターを受け取る
菅澤専務理事（写真・左）

土浦小学校６年生より土浦に対する熱い
思いのこもったラブレターを受け取る
菅澤専務理事（写真・左）

　「土浦まちなか活き活き鯉のぼり事業」が４月９日より始まり、亀城公園を中心に
２００匹の鯉のぼりが姿を現しました。
　春風の吹く中、桜の花びらの舞とともに元気に泳いでいる姿が、東櫓と共にお堀
に映ります。（５月１６日まで）
（お問合せ：土浦市・電話 826-1111 中心市街地対策室）

　土浦の春のイベントである「土浦桜まつり２０１０」が今年は、３月２０日～４月１１日の期
間で開催された。
　市内の桜の名所がぼんぼりや提灯で装飾される他、４月４日（日）には市内各所で様々
なイベントが行われた。

　メインとなる亀城公園では、ステージにて
踊りやミニコンサート、大道芸が行われるとと
もに、７０周年にかけて７００人の無料カレー
スープ鍋が来場者にふるまわれた。
　また、午後３時から同会場にて行われたウォークラリー大抽選会では、１２０品を
超える賞品が供された。
　メイン会場以外でも、日枝神社での流鏑馬まつり、モール５０５、うらら広場、新川、
乙戸沼公園等、市内各地で、趣向を凝らしたイベントが催され、各会場とも満開の
桜のもと、たくさんの方が来場され、大盛況であった。

亀城公園に200匹の鯉のぼり

土浦桜まつり２０１０　盛大に開催土浦桜まつり２０１０　盛大に開催土浦桜まつり２０１０　盛大に開催

日枝神社での流鏑馬

有志で構成される「刻の太鼓の会」による
「刻の太鼓」の披露

土
浦
小
６
年
生
の
皆
さ
ん
、

土
浦
小
６
年
生
の
皆
さ
ん
、
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※「先行き見通し」は当月に比べた向こう3カ月の先行き見通しDI
　（　）内は昨年1月の先行き見通しDI＜以下同じ＞

《業況DI（全産業・前年同月比）の推移》業況DI（前年同月比）の推移
先行き見通し
4～6月

全 産 業

建　設

製　造

卸　売

小　売

サービス

▲60.6

▲64.1

▲62.4

▲65.4

▲62.9

▲51.8

▲60.0

▲55.5

▲60.2

▲67.7

▲64.3

▲54.8

▲63.8

▲62.4

▲59.4

▲67.1

▲71.7

▲58.6

▲62.3

▲63.9

▲58.0

▲58.3

▲69.5

▲59.1

▲56.2

▲61.4

▲47.4

▲57.1

▲62.7

▲54.5

▲49.3

▲52.6

▲35.6

▲50.0

▲57.7

▲52.1

▲42.5

▲57.2

▲35.1

▲39.1

▲47.2

▲36.8

（▲64.0）

（▲68.3）

（▲63.4）

（▲60.7）

（▲65.5）

（▲61.4）

21年
10月

22年
1 月11月 12月 2 月 3 月

DI＝（増加・好転などの回答割合）ー（減少・悪化などの回答割合）
※　DI値（景況判断指数）について 
　DI値は、売上・採算・業況などの各項目についての、判断の状況を表す。 
ゼロを基準として、プラスの値で景気の上向き傾向を表す回答の割合が多いことを
示し、マイナスの値で景気の下向き傾向を表す回答の割合が多いことを示す。従っ
て、売上高などの実数値の上昇率を示すものではなく、強気・弱気な 
どの景気感の相対的な広がりを意味する。
DI＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの回答割合） 
　　業況・採算：（好転）－（悪化）　売上：（増加）－（減少） 

ロボ調査ロボ調査

　３月の景況をみると、全産業合計の業況ＤＩ（前年同月比ベース、以下同じ）は、▲４９．３となり、前月に比べると＋６．９ポイントと、
３カ月連続でマイナス幅が縮小した。前月比＋５ポイント以上の大幅なマイナス幅縮小は２カ月連続となった。比較対象となる昨年
３月の業況ＤＩが▲７２．８と、極めて低い水準であったという要因はあるものの、製造業を中心に、着実に持ち直しの動きが続いてい
るとみられる。しかし、大幅な需要不足によるデフレの深刻化などの影響により、水準は依然厳しい状況が続いている。各地から
は、「地方に波及するまでには時間がかかる」との声が寄せられている。 
　先行きについては、▲４２．５（前月比＋４．６ポイント）と、３カ月連続でマイナス幅が縮小した。新興国向け輸出の増加等の影響
により製造業を中心に業況感の持ち直しが続くとみられる。建設業を中心に住宅版エコポイント制度への期待感も出ている。た
だ、大手自動車メーカーのリコール問題やデフレによる販売価格の低下、雇用・所得不安に伴う個人消費・住宅建設の減退、公
共工事量の減少、燃料価格の上昇懸念などから、先行き見通しには慎重な声が依然として根強い。 

業況ＤＩのマイナス幅は３カ月連続で縮小、
大幅縮小は２カ月連続

業況ＤＩのマイナス幅は３カ月連続で縮小、
大幅縮小は２カ月連続

業況ＤＩの推移（全産業・同年同月比）

3月の業況と先行き見通し

　このコーナーでは、労働保険、社会保険や、その他労務管理上の問題等について、社会保険労務士が解説をします。
ご質問等がございましたら、お気軽にお寄せください。（担当：特定社会保険労務士　齊藤弘明）
　　　　　　　　　　　　〒300-0835　土浦市大岩田1426-1　磯労務管理事務所　TEL.029-823-2522

Q今度、時間外労働に関する労使協定を結ぶ際の扱いが少
し変わるそうですが、どのようなものなのでしょうか。
A平成22年4月1日以降、特別条項付き労使協定を締結また
は更新する場合には、
１．限度時間を超える一定の時間を定めるに当たっては、その
時間をできるだけ短くするように努めること。

２．限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を定め
ること。

３．限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率は、法定
割増賃金率を超える率とするよう努めること。

ということが要件となります。
※法定割増賃金率を超えなければならないということではあり
ませんが、割増率を明記することは必要です。

Q高年齢者の継続雇用について、当社では高年齢者の継続
雇用が増えていますが、就業規則では63歳まで継続雇用す

る旨定められていたので、これからすぐに改正しようと思って
います。その他、高年齢者の雇用の取り決めについて、注意す
ることはありませんか。
Aおっしゃるとおり、定年年齢等に関する特例として、平成22
年3月31日までは「63歳」までとなっていましたが、これからは、
「64歳」、そして最終的に、平成25年4月1日からは「65歳まで」
の継続雇用措置を取らなければなりません。
　また、現在は、継続雇用制度に関する中小企業の特例とし
て、労使協定が調わない場合、就業規則等で基準を定め、継続
雇用制度を導入することが認められていますが、平成23年4月
１日以降は、労使協定を締結しなければならなくなります。継続
雇用の基準等、トラブルを未然に防ぐためにも、今から準備をし
ておくとよいでしょう。
　高年齢者の経験を生かし、労働時間等を柔軟に設定して戦
力化している事例は増えています。若い方、中高年の方、男性、
女性等、多様な立場の人が生き生きと仕事をしていることが、よ
い企業、強い企業の条件となってきています。職場のコミュニケ
ーションを見直し、活気のある職場作りを進めていただきたい
と思います。
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Macintosh & Windows  DTP

菊池印刷株式会社
チラシ・パンフレット・小冊子・はがき・名刺

マミー代行マミー代行
0120-341-722

マミー代行チケット法人会員募集
月締めなので、その都度の清算が不要。接待等に大変便利です。

土浦市粕毛83-1
有限会社エムディサービス

http://www.mamd.jp

マミー代行マミー代行お酒を
飲んだら

土浦商工会議所では当所会員事業所を対象に、市内金
融機関と提携し、『土浦商工会議所提携ローン』の取
り扱いを行っています。制度の詳細は各金融機関の定
めるところによりますので、詳しくは土浦商工会議所
又は各金融機関の窓口までお問い合せください。

土浦商工会議所会員事業所で、
中小企業者に限ります。

会員限定特別融資

土浦商工会議所土浦商工会議所土浦商工会議所
提携ローン提携ローン提携ローン
土浦商工会議所
提携ローン
金融機関からの事業資金の調達に!!

※この制度は、融資実現をお約束するものではありません。
　各金融機関が行う審査の結果、ご希望に添えない場合がありますので予め
ご了承ください。

①会員事業所は、希望する金融機関の融資商品を選び「融資認定申請書」に
必要事項を記入し、各金融機関へ提出する。

②土浦商工会議所は、会費が未納でないことを確認し認定印を押す。
　（融資認定申請書と必要書類を揃えて本申込となる）
③金融機関において審査を行い融資実行する。

お申込みいただける方

お申込方法

そ　の　他

①融資商品選定
　認定申請 ②交付③審査・実行

会員事業所 金融機関 土浦商工会議所

ご融資までの流れ

常陽銀行（土浦市内全支店）、筑波銀行（土浦市内全支店）
茨城県信用組合（土浦市内全支店）、東日本銀行（土浦支店）、
水戸信用金庫（土浦市内全支店）、三菱東京UFJ銀行（土浦支店）

取扱金融機関

〈ご利用できる事業所〉
常時使用する従業員の数が、商業・サービス業にあっては、5人以下、製造業その他にあっては従業員20人以下の事業者
※詳細については、当所までお気軽にご相談ください。

会員会会員のの皆様へお得な金融情報皆様へお得な金融情報皆様へお得な金融情報ののののの 内案内案案ごごご案内ご案内内ご案内会員の皆様へお得な金融情報のご案内会員の皆様へお得な金融情報のご案内
設備資金貸付について当初２年間の貸付利率が0.5％低減されます。（適用期間は、平成23年3月31日まで）

無担保・無保証人・低金利無担保・無保証人・低金利無担保・無保証人・低金利マル経融資制度
この融資制度は、小規模事業者が経営改善を行うために商工会議所の推薦に基づき
日本政策金融公庫より融資するものです。

＊融 資 額 1500万円
＊貸付利率 1.85％（3月10日現在）

設

無無無

＊資金使途 運転・設備資金
＊返済期間 運転７年以内、設備10年以内

会 員 情 報
事業所名　 代表者名 業　　　　種 所　　在　　地

代表取締役

代表

代表

代表取締役

支店長

青谷　洋治

門井　万吉

薬師寺　淳

金井　信明

臼井　治彦

ばんどう太郎土浦店

尾長屋土浦店

ヤクシジ

（株）栄光

（株）帝国データバンク土浦支店

飲食業

たいやきの製造・販売・その他

自動車販売、中古外車（主にベンツ）販売、中古自動車部品販売

配管工

土浦市東真鍋町１－７

土浦市神立町３７３９－７

土浦市城北町８－９

土浦市西根南１丁目７－２７

土浦市港町１丁目８－４ホープビル２号館７階企業信用調査、信用リスク管理サービス、
データベースサービス、マーケティングサービス



発行／土浦商工会議所　〒300-0043　茨城県土浦市中央2-2-16　電話／029-822-0391　FAX／029-822-8844
ホームページ／http://www.tcci.jp　メールアドレス／info@tcci.jp
発行人／菅澤秀男　発行日／毎月15日　　　　　　　　　　　　　　　　　■定価…１部50円（昭和51年7月10日第三種郵便物認可）4

平成22年4月発行　No.496

日本政策金融公庫　国民生活事業からのご案内
政府の平成21年度第2次補正予算成立により、設備資金の利率
および雇用維持・拡大を図る方の運転資金の利率を引き下げます！

〈設備資金貸付利率特例制度〉 〈セーフティネット貸付〉
■ 設備資金の利率を2年間低減 ■ 雇用維持・拡大に関する利率低減を拡充

（低減利率）0.5％ （現行）0.1⇒（改正後）0.2％【制度概要】 【制度概要】

次の融資制度で設備資金をご利用される方
１　普通貸付
２　特別貸付
３　経営改善貸付
４　生活衛生貸付（生活衛生改善貸付を含みます。）
各融資制度に定めるご融資額以内
各制度融資に定めるご返済期間内
２年間
（当初２年間）各融資制度に定める利率 - 0.5％
（２年経過後）各融資制度に定める利率

ご利用いただける方

ご融資額
ご返済期間
低減期間

利　　率

セーフティネット貸付（注）または生活衛生セーフティ
ネット貸付の運転資金をご利用される方で雇用の
維持・拡大に取り組む方
（注）取引企業倒産対応資金を除きます。
各融資制度に定めるご融資額以内
各融資制度に定めるご返済期間内
基準利率 - 0.2％
業況が悪化している方の運転資金の利率低減0.3％
との併用も可能です（合計0.5％の低減）。

ご利用いただける方

ご融資額
ご返済期間
利　　率

その他

お問合せ先：日本政策金融公庫　国民生活事業土浦支店
〒300-0043　土浦市中央1-1-26　日本生命ビル内　ＴＥＬ 029-822-4141

○珠算検定は、窓口受付（土日祝除く9:00～17:00）。
○簿記検定は、窓口受付（土日祝除く9:00～17:00）と郵送受付（※）
（※）簿記検定の郵送受付期間は4月19日（日）～5月6日（木）で受付期間最終日消印有効。
　　　郵送申込みは封筒に住所・氏名・電話番号・受験希望級を書いたメモと８０円切手を2枚同封し、土浦商工会議所へご郵送下さい。
　　　住所：土浦市中央２‐２‐１６　　電話０２９‐８２２‐０３９１

○東京商工会議所企画検定はインターネット又は電話にて直接、東京商工会議所へ申込み下さい。
インターネット　http//www.kentei.org/ 電話０３‐３９８９‐０７７７（土日祝除く）
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