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　平成23年の新年を皆様健やかにお迎えのこ
ととお慶び申し上げます。
　平素　当商工会議所に対しまして、ご支援
ご協力を賜り、心から厚くお礼申し上げます。
　さて、昨年をふりかえりますと、盛大に開催
されサッカーワールドカップ南アフリカ大会や
中国・広州で行われたアジア競技大会では、日
本選手の活躍に深い感動を味わい、スポーツの
すばらしさを改めて実感し、勇気づけられまし
た。
　一方、円高影響等による改善の兆しの見えな
い景気・雇用状況の悪化・日本領海における尖
閣諸島や朝鮮半島情勢の緊迫化等、政治・経済
面において、我が国を取り巻く環境は大変「厳
しい」状況にあるといえます。
　こうしたなか、昨年11月1日の当商工会議所
役員改選に伴う臨時議員総会において、会頭に
再任されました。これから当所の役員議員や会
員の皆様方のご支援をいただきながら一丸とな
って地域の発展の為、全力を尽くして参りたい
と存じております。
　私どもに課せられた主たる使命は、｢中小企業
の経営支援」と｢市街地の活性化」、さらに、地
域の特性や資源を活用した個性と誇りあるまち
づくりを実現することにあると考えます。

個性と誇りある
　　まちづくりを目指して

土浦商工会議所
会　頭　山口　雄三

　特に、土浦市中心市街地活性化事業にお
ける、商店街等の魅力の向上や振興、新し
い産業の創出・地域空洞化の早期克服等、
市及び関係機関と一体となって事業の促進
を図って参る所存でございます。また工業
面においては､厳しい経営環境の変化に柔軟
に対応できる態勢づくりと更に企業誘致に
ついては、国・県は基より関係する諸機関
に強い要望を引き続き進めて参りたいと存じ
ます。
　本年は、当所におきまして、創設65周年
を迎えることになりましたこと、これ偏に
会員皆様方のご支援・ご協力の賜物である
と深く感謝申し上げます。
　結びに、本年の十二支は、卯（うさぎ）
です。うさぎは、五穀豊穣をつかさどる可
愛い動物であり、また跳躍する姿から「飛
躍」を表します。政治・経済の先行きが不
透明である昨今、様々な困難・課題を克服
し、「飛躍の年」となるよう地域における
各種事業に積極的に取り組んでまいりたい
と存じます。
　本年が皆様方にとりまして平和で明るい
幸福な一年でありますことを心からご祈念
申し上げ新年のご挨拶といたします。



　新年明けましておめでとうございます。
　土浦商工会議所の皆様方には、平成23年の初春
を健やかにお迎えのことと、お慶び申し上げます。
　昨年は、市制施行70周年の年であり、記念式典を
はじめとして様々な催しが企画、開催されました。いずれ
も天候に恵まれ、市民の皆様と共に祝い、喜びを分かち
合うことができましたことは、誠に嬉しい限りであります。
　商工会議所には、その数多くの事業において共催
や後援などにより多大な御尽力をいただきまして、心か
ら感謝を申し上げます。
　一方、国内外に目を転ずれば、尖閣諸島沖での中
国漁船衝突事件、北朝鮮による韓国延坪島への砲
撃、ギリシャの財政破綻による円高、経済悪化、また、気
候変動に端を発すると思われる酷暑や自然災害が各
地で発生し大きな被害を出すなど、我々の肝を冷やす
ような事件が相次ぎました。そんな時、私は、今更ながら
我がまち土浦市は、温暖な気候に恵まれ、災害も少な
く、「日本一住みやすいまち」になる魅力を十分に有し
ているまちだと改めて感じました。
　商工会議所では、本市商工業の振興のために積極
的な事業展開を進めておられますが、「日本一住みや
すいまち」の実現のためには、豊かな市民生活を支える
地域経済の活性化、雇用の安定は欠かせないものの
一つであり、今後におきましても、市、関係機関ともども
強く協力・連携いただきますよう、よろしくお願い申し上
げます。
　さて、平成23年は卯年。うさぎの様に、優しさに加え、
大いなる飛躍を遂げる年にしたいと思います。市制施
行80年、更には100年に向けて発展を期さねばなりま
せん。地方分権の波はますます加速されておりますが、
これからの時代は、「地方主権」の心構えが無くてはな
りません。そのためには市民の皆様一人ひとりが、更な
る市政への関心と燃えるような愛郷心を持っていただく
ことが不可欠であります。
　今年は、我がまちに未来の槌音が響きわたる、そんな
年に皆様と一緒にしたいと思います。
　私は、市民の皆様と土浦への思いを一つにし、協働
を成し得れば、誰もが住みたくなる「土浦」の実現は、身
近なものになってくると確信いたします。
　結びに、土浦商工会議所の今年益々の御発展と皆
様方の御健勝、御活躍を祈念申し上げまして、新年の
御挨拶といたします。

土浦市長中川　　清 橋本　　昌

　あけましておめでとうございます。
　皆様にはすがすがしい新春をお迎えのことと
お慶び申し上げます。
　昨年は、厳しい経済・雇用情勢が続きました
が、県内では、茨城空港が開港しましたほか、
ドクターヘリの運航や少人数教育の拡大など、
「生活大県」の実現に向けた着実な一歩を踏み
出すことができました。
　本年も県行政を取り巻く環境は大変厳しいも
のがありますが、「人が輝く元気で住みよいい
ばらき」づくりに全力で取り組んでまいりま
す。
　まず、喫緊の課題として、中小企業の資金調
達の円滑化や新卒者に対する就職支援、国の補
正予算への対応など、経済・雇用対策に全力で
取り組んでまいります。
　また、本年は、2月に茨城空港と札幌、名古屋
の間に路線が開設されますほか、3月には北関東
自動車道が全線開通いたしますので、元気な県
づくりを更に進めてまいります。
　また、医科大学との連携により医師の養成・
確保に努めますとともに、少子化対策や高齢者
の健康・生きがいづくり、障害者の自立支援に
積極的に取り組んでまいります。さらに、地球
温暖化対策や霞ヶ浦の水質浄化に力を注ぐな
ど、「住みよいいばらき」づくりを推進してま
いります。
　次に、「いばらきづくり」の基本である「人
づくり」のため、緑岡高校と竜ケ崎一高に医
学・難関理工系進学コースを設置するなど、理
数教育の充実に力を入れますとともに、国際社
会で活躍できる若者の育成に努めてまいりま
す。さらに、男女共同参画社会の実現に努める
など、「人が輝くいばらき」づくりを推進して
まいります。
　一方、激しい地域間競争の中、茨城を更に発
展させていくため、広域交通ネットワークの整
備を引き続き推進しますとともに、企業誘致や
中小企業の振興、最先端科学技術の拠点づく
り、儲かる農業の実現、観光の振興などに一層
力を入れ、「元気ないばらき」づくりを推進し
てまいります。
　皆様の益々のご健勝とご活躍をお祈りいたし
まして新年のあいさつといたします。

新年のごあいさつ新年のごあいさつ

茨城県知事
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　平成23年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげ
ます。
｠｠
中小企業の活力強化で真の成長実現へ
　世界経済は先進国において回復の動きが緩慢な
ものの、多くの新興国では内需の拡大が続いてお
り、総じて緩やかな回復傾向にあると言えます。
一方、日本経済は、昨年前半に持ち直しの動きが
見られたものの、現在は足踏み状態が続いていま
す。今後、景気の持ち直しが期待されるものの、
デフレの影響に加え、依然として高い為替水準な
ど、先行きの不透明感は払しょくできておりませ
ん。
　こうした中、日本経済が自律的な景気回復を果
たし、持続的な成長を実現するには、政府が策定
した「新成長戦略」の具体化に、官民一体でス
ピード感を持って取り組むことが重要です。中で
も、地域経済と雇用を支える中小企業の活力強化
なくして、真の成長実現はあり得ないと考えてい
ます。私は、新成長戦略実現会議などの場を通じ
て、中小企業を「新成長戦略」実現の中核的な担
い手として位置付け、中小企業が参画できるより
多くのプロジェクトが具現化されるよう働き掛け
てまいる所存であります。
｠
勇気を持ってイノベーションに挑戦を
　さて、私は、昨年11月に会員各位のご推挙をい
ただき、引き続き日本商工会議所会頭の任を務め
させていただくことになりました。中小企業の活
力強化と地域経済の活性化という商工会議所の不
変的な使命の下、「企業、地域、そして社会か
ら、より多くの支持と信頼が得られる商工会議
所」を具現すべく、全国の商工会議所の皆様の先
頭に立って全力でまい進する所存です。
　特に、グローバル化の進展に伴う世界経済の構
造変革の中で、地域や企業が潮流変化に的確に対
応すべく、勇気を持ってイノベーションに挑戦す
るための取り組みに注力してまいりたいと考えて
おります。
｠
商工会議所運営の３つの基本方針
　地域経済の活性化や中小企業の活力強化に向け
ては、商工会議所自らが、これまで以上に取り組
みを強化・推進することも重要であります。この
ため、私は再任にあたり、商工会議所の運営につ
いて、3つの基本方針を示させていただきました。
　第一は、現場主義の徹底です。私は会頭就任以

日本商工会議所
会　頭　岡村　　正

『個が光るイノベーション』で
　　　　　　日本経済復活の礎を

来、「現場に立脚した活動こそが、商工会議所の
『原点』であるとともに、『強み』である」と考
え、可能な限り各地を訪れ地域の実情を直接伺
い、意見交換することに努めてまいりました。
　地域経済の活性化を実のあるものに具現するた
めには、この地域をどのような形にするのか、と
いう「ビジョン」を、企業・市民・行政が共有し
なければなりません。商工会議所が地域の核とし
て先頭に立ち、コーディネーターの役割を果たす
必要があり、そのためにも、地道な「全会員訪
問」活動を通して、「現場の生の声」を意識して
いきたいと存じます。
　第二は、潮流変化に対峙するイノベーションの
推進です。世界的な潮流変化の波が押し寄せる中、
中小企業は生き残りを懸けてイノベーションに取り
組まなければならない時代を迎えています。
　世界経済の一体化が進む中、中小企業も積極的
に海外展開を図っていくことが求められていま
す。日商では昨年を「国際化元年」と位置付け
て、APEC中小企業サミットの主催等をはじめ、
さまざまな取り組みを進めてまいりました。本年
は「中小企業国際化支援特別委員会」を中核とし
て、商工会議所のグローバルネットワーク化を進
め、会員企業や地域の国際化への取り組み支援を
強化していく所存です。
　また、市場競争力を強化するためには、生産性
向上が不可欠であります。ITを戦略的に活用し、
具体的な業務改革に結び付けるべく、「IT経営推
進専門委員会」を新設いたしました。この委員会
を中心に、本格的なIT経営導入とさらなるイノ
ベーションを促進させたいと考えております。
　基本方針の第三は、商工会議所自身の「組織イ
ノベーション」です。商工会議所自らも活動理念
や組織のあり方を見直し、潮流変化に対応する態
勢を整えていかなければなりません。日商と各地
商工会議所のネットワークをより強固なものと
し、広域連携や農商工連携など、商工会議所の連
携活動をさらに進めてまいります。
｠
　本年は第28期の実質的なスタートの年でありま
す。これら基本方針に沿った取り組みを鋭意進め
るとともに、着実な成果の積み重ねに努めてまい
る所存です。同時に、大きな潮流変化に直面して
いる時代だからこそ、商工会議所の原点に立ち返
る必要があります。「商工業者の声を集約し社会
に訴える」という渋沢栄一翁の思いを堅持し、日
本経済の礎を築くべく、「個が光るイノベーショ
ン」の推進に注力していきたいと考えます。
　結びに、皆様のご発展とご健勝をお祈り申しあ
げますとともに、商工会議所活動に対する一層の
ご理解とご協力を心からお願い申しあげまして、
年頭のごあいさつといたします。

平成23年1月発行　No.505
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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

　平成23年を迎え、謹んで新春のお慶びを申し上
げます。
　早いもので、会長職を拝命してからもうすぐ1
年が経過しようとしています。
　この間、当青年部は市内から県外へと幅広く活
発に活動を行い、非常に充実した日々を過ごすこ
とができたように思います。
　今年度は、「未来に向かってアクション！」～我
ら青年部！まちの元気の源になろう～
をスローガンに、近隣地区青年部との情報交換、地
域内関係団体との共同事業の推進、常磐線東京駅・
横浜駅乗り入れ推進協議会への支援、委員会事業
としましては、毎月の例会開催に加え、まちの賑わ
いのために新事業を企画・開催するなど多くの活
動をして参りました。
　そして、これらのさまざまな活動によって、青年
部会員同志の連携がより深まったとともに、微力
ではありますが地域貢献できているものと確信し
ております。これからも土浦の活性化に、少しでも
お役に立てるよう尽力して参りたいと存じます。
　さて、私の会長としての任期も残すところあと
3ヶ月となりました。次年度は過日開催されまし
た臨時総会において、大山直樹君が会長予定者の
承認を得ました。現在、大山次年度会長予定者を中
心に平成23年度の準備が着々と進んでおります。
私も「まだ3ヶ月ある」という気持ちで最後まで全
力を尽くしたいと存じます。
　最後になりましたが、皆様のご支援、ご協力に感
謝しますとともに、さらなるご指導、ご鞭撻をお願
い申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただ
きます。

未来に向かってアクション！
　～我ら青年部！まちの元気の源になろう～

土浦商工会議所 青年部
会 長 大浦　宏之

　明けましておめでとうございます。
　皆様におかれましては、健やかに新春をお迎え
のこととお慶び申し上げます。
　平素は当会の運営に対し、ご理解ご協力をいた
だき誠にありがとうございます。年頭に当たり心
より厚くお礼申し上げます。
　昨年を振り返りますと、リーマンショック後の
景気悪化からは抜けだしつつあるものの、まだ肌
で感じられる程ではありません。
　個人消費もエコポイント等政策要因の影響を受
け、一時的な上昇はありましたが、全体としては
まだ、低迷しているようです。
　また、政権交代後ますます混迷する政情が世相
を不安にしています。結局8ヶ月あまりで首相も交
代してしまい、改めて変わることの難しさを知っ
た１年のように思われます。
　このような時には、無駄なもの、不要なものを
見極め捨てることによって前向きに進めることも
あるかと思います。また、周りを変えるよりも自
分を変えることの方が結果も早く出て、効果も高
いといわれています。今、一人一人が自分にとっ
ての幸せをしっかり考え、きちんと行動に移すこ
とが大事なのではないでしょうか。
　こうした時代を乗り切るためにも、まず私達が
より良く変われることを世間に示すことが必要で
す。そして女性会活動を通して地域経済の発展と
心豊かな社会を築くために寄与し、ともに栄えて
いきたいと考えています。
　私達女性会は本年もさらに会員の輪を広げ、女
性ならではの優しさと感性を生かして、地元のた
め、会員一体となって尽くして参りますので、ご
支援ご協力をお願い申し上げます。
　結びに、本年も皆様にとりまして、実り多く健
やかな一年でありますことをお祈り申し上げ、新
年のご挨拶とさせていただきます。

新年のごあいさつ

土浦商工会議所 女性会
会 長　髙橋　仁美
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　土浦市観光協会では、土浦の景観や催事、街の表情などを美しい写真にとらえ、土浦のよさを広く紹介することを目的
に｢第５回土浦の写真コンテスト｣を実施いたしました。
　去る平成22年11月10日（水）に土浦商工会議所にて審査会が行われ応募総数271点の中から24点の入賞・入選作
品が選ばれました。これらの作品の展示会を平成23年1月7日（金）～1月20日（木）の期間は小町の館で、1月22日（土）～
2月3日（木）の期間は土浦まちかど蔵｢大徳｣で開催します。また、入賞・入選作品は友好都市であるフリードリッヒスハーフェ
ン市（ドイツ）、姉妹都市のパロアルト市（アメリカ）へ送り、土浦の名所を紹介します。

「雪の朝」
最優秀賞 茨城県知事賞　磯山　修也

「頑張っています」
優秀賞 ＪＡ土浦組合長賞　磯原　祐五郎

「祭り囃子」
優秀賞 土浦商工会議所会頭賞　横倉　英作

「
亀
も
花
見
を
」

優
秀
賞 

土
浦
市
長
賞　

 

髙
橋　

俊
彦

「レトロな花見」
入選 茨城県議会議長賞　丸森　勝造

「技あり」
入選 土浦市議会議長賞　森平　栄

「夏の霞ヶ浦を楽しむ」
入選（一社） 茨城県観光物産協会長賞　髙田　良昇
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「坂田の子祭っ子」
入選 土浦市教育委員会教育長賞
　　　　　大倉　節子

「熱い祭り」
入選 土浦市国際交流協会長賞
　　　　　中山　清

「暮色に咲く花」
入選 ㈱茨城フジカラー賞
　　　　　阿久津　勲

「流鏑馬」
入選 土浦市新治商工会長賞
　　　　　熊木　士郎

「桜への想い」
入選 土浦ケーブルテレビ㈱賞
　　　　　宮田　英明

「一番に咲く」
入選 ハス田の景観をまちづくり・ 観光に活かす会賞
　　　　　鈴木　正美

「盆踊花」
入選 　庄子　一男

「スタート直線」
入選 　塚本　留蔵

「CLIMAX」
入選 　小野　悟

「豪砲の一発」
入選 　岸　汎宣

「熱中」
入選 　飯野　五十吉

「寒中のハス田」
入選 ㈱茨城フジカラー賞
　　　　　齊藤　一郎

「夏の灯」
入選 ㈱茨城フジカラー賞
　　　　　宮田　裕子

「夜空に咲く大輪の花」
入選 茨城県カメラ商組合賞
　　　　　坂本　竜一

「桜のトンネル」
入選 ㈱常陽新聞新社賞
　　　　　 髙橋　俊彦

「湖上の華」
入選 ㈱茨城フジカラー賞
　　　　　飯田　隆英

「みいつけた」
入選 ㈱茨城フジカラー賞
　　　　　荒　明良



必ずチェック！

使用者も　労働者も

690円時間額
発行日：平成22年10月16日

茨城県最低賃金は

特定の産業に従事する労働者とその使用者に適用される特定最
低賃金が、下表のとおり改定されました。労使双方が合意した上で
最低賃金未満の賃金を定めた場合でもその賃金は無効とされ、特
定最低賃金が適用されます。

鉄 鋼 業 各種商品小売業
はん用機械器具、
生産用機械器具、
業務用機械器具製造業

計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学
機械器具、医療用機械器具・医療用品、
光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイ
ス・電子回路、電気機械器具、情報通信
機械器具、時計・同部分品製造業

793 778 772 744

産 業 名

発 効 日

最低賃金額
（時間額）日

Ｈ22.12.31 Ｈ22.12.31 Ｈ22.12.31 Ｈ22.12.31

茨 城 県 の 特 定（ 産 業 別 ）最 低 賃 金

・日　時　平成23年２月17日（木）　12:00～16:30
・場　所　HOTEL CANKOH（霞ヶ浦観光ホテル）
　　　　　　土浦市川口2-11-31
セミナー　基調講演
　テーマ：これからの地域発信型商品・サービスの戦略的展開方法
　　　　～消費者視点の商品販売・サービスのプロデュース手法～

マッチング会
　テーマ：地域の資源を活用した新たな取り組み・連携
　　１　分科会方式によるマッチング
　　　　『県南・県西地域の農水産物活用による連携プロジェクト』
　　２　展示ブース設営によるマッチング
　　　　『地域資源を活用した新商品の販路開拓』
　　３　茨城大学農学部のシーズ活用へのマッチング』
　　　　『茨城大学農学部のシーズ研究・交流会』

商工連携セミナー・マッチング会in農商工連携セミナー・マッチング会in農商工連携セミナー・マッチング会in土浦

〈問い合わせ〉茨城労働局労働基準部賃金室（℡029-224-6216）
　　　　　　　又は最寄りの労働基準監督署へ。
　　　茨城労働局ホームページ
　　　http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/もご覧ください。
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事務局日誌事務局日誌
  １日  プレミアム付商品券発売開始
  １日  簡単で効果的な手づくりＰＯＰ実習セミナー
  １日  相談所長・課長会議
  ２日  県連事務局長視察研修会（～３日）
  ２日  関女連事務局会議
  ２日  市観光戦略推進会議専門部会（歴史部会）
  ３日  観光部会正副部会長会議
  ３日  パソコン会計セミナー
  ５日  カラーコーディネーター検定試験
  ６日  県南地区女性経営者シンポジウム
  ６日  石岡・土浦女性会合同懇親会
  ７日  年末金融特別相談並びに経営相談会
  ７日  霞ヶ浦検定事業委員会・出題委員会合同会議
  7日  商店街連合会忘年会
  ８日  正副会頭会議
  ９日  地域ブランド振興セミナー
  ９日  企業防衛セミナー
  9日  県青連正副会長並びに役員会
10日  マル経審査会
10日  青年部12月例会
11日  まち歩き講座
12日  ビジネス実務法務検定試験
12日  中心市街地活性化基本計画策定委員会
12日  秋巡業大相撲土浦場所実行委員会
14日  青年部役員会
15日  自治金融審査会
15日  エンゼルプラン土浦ＣＬＯＶＥ
16日  県女連視察研修会
16日  ＢＣＰ説明会
17日  菊まつり菊花品評会表彰式
17日  経営革新フォーラム
18日  霞ヶ浦検定認定証授与式
19日  エコ検定試験
21日  県商工労働部に係る意見交換会
21日  バイクセブン大店法に係る説明会
22日  年末調整指導会
22日  土浦桜まつり２０１１主催団体会議
23日  観光部会 新旧正副部会長懇談会
24日  かすみがうらマラソン競技運営部会
26日  中城通りおかみさん会天神市
27日  土浦警察署協力団体連絡協議会 感謝状贈呈式
29日  年末緊急金融特別相談会（～30日）

2010.12.1～12.31

出店希望者と商店街の
出会いの場

茨城県中小企業団体中央会は、独立開業、店舗拡大、多店舗出店を
目指す出店希望者が、県内の商店街の空き店舗（貸し店舗）物件や
イベント活動などを聞ける『合同面談会』を開催します。商店街関係
者との面談ブース以外にも、金融機関や中小企業診断士による相談

ブースを設けます。ご興味のある方
　はどなたも参加できますの
で、この機会を是非ご利用
ください。

●開催日時 平成23年２月６日（日） 13:30～16:30 
●開催場所 ホテルレイクビュー水戸（水戸駅南口）
●内　　容 第１部　商店街紹介
 第２部　出店希望者と商店街の面談
●参 加 料 無料
●商 店 街 水戸市、ひたちなか市、大洗町、笠間市、石岡市、
 土浦市、つくば市、龍ヶ崎市、筑西市、結城市、
 鉾田市、鹿嶋市の商店街
●お問合せ 茨城県中小企業団体中央会空き店舗対策支援室
 Tel 029-233-0131／Fax 029-233-0245
 いばらき商店街ポータルサイト
 http://www.ibawaku.com/

合同面談会
問い合わせ先　茨城県中小企業団体中央会　連携推進課
　　　　　　　水戸市桜川２－２－３５　
　　　　　　　TEL 029-224-8030  FAX 029-224-6446
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開催日時　平成23年2月10日（木）13時～15時30分

会　　場　ホテルマロウド筑波（土浦市城北町2－24）
ハローワーク土浦では、面接会へ参加希望の事業所及び障害者の
申し込みを受け付けております。
詳しくは、ハローワーク土浦 求人・事業所部門及び専門相談部門へ
お問い合せ下さい。

　メイン会場の土浦まちかど蔵では、土浦の商家に伝わる江戸・明治時代などの雛
人形の展示。手作りつるし雛やちりめん細工の作品展。他にも「かすみ人形」や日本

一の生産量を誇る「レンコン」を活かした「霞蓮雛人形」なども展示し、江戸末期の蔵と調和した「和」の空間を醸し出し
ます。また、周辺商店街（約70店舗）でも様 な々雛人形・雛飾りが展示されます。

2
11 祝

3
3 木 （１０時～１７時　最終日は１６時）

場　所：土浦まちかど蔵「大徳」・「野村」
　　　　ほか周辺商店街など
主　催：(社)土浦市観光協会
問い合わせ先：(社)土浦市観光協会　Tel 029-824-2810
　土浦市中央1-3-16〔土浦まちかど蔵｢大徳｣内）
　HPアドレス　 http://tutiura.727.net/

00

平成23年

　問　ハローワーク土浦　TEL 029(822)5124　 FAX 029(822)5294

　平成23年3月新規高等学校卒業予定者で就職が内定していない方
を対象に就職面接会を開催します。
　高校新卒者を採用予定の事業所の方・就職を希望する高校生は、ぜひ
ご参加ください。
日　時　平成23年2月2日（水）13:00～15:30 （受付 12:30～）
場　所　ホテルグランド東雲　　つくば市小野崎448－1
※詳細につきましてはハローワークへお問い合せ下さい。

　1月7日、ホテルマロウド筑波において、当所並びに㈳土
浦市観光協会、土浦商店街連合会の三団体主催による
「新年賀詞交歓会」を開催した。
　大泉ひろこ衆議院議員・郡司彰参議院議員・藤田幸
久参議院議員・岡田広参議院議員・中川清土浦市長・
県市議会議員等を来賓に迎え、関係諸官庁、そして土浦

市出身の十両力士の高安関、ヤ
マグチ土浦ジム所属のプロボクシ
ング東洋太平洋ウエルター級チャ
ンピオン井上庸選手等、各業界の
代表２５０名の出席のもと盛大に行
われた。
　瀬古澤商連会長の開会の辞で
開会された同会は、主催三団体を

代表し山口会
頭が挨拶。その
中で「昨年は政
治、経済等、混
迷の深い年で
あり、閉塞感か
ら脱しきれない
一年であったよ
うに思うが、今

年は卯年、うさぎのように我 も々飛躍する年にしたい」と
抱負を述べた。
　来賓祝辞の後、折本明市議会議長の乾杯で祝宴
に入ると、琴さらりんの優雅な演奏が奏でられる中、出
席者は終始和やかに新年の挨拶を交わし合った。

主催者代表挨拶をする山口会頭

井上庸選手と高安関
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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

※「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
　（ ）内左側は前月（4月、 右側は昨年5月の先行き見通しＤＩ

《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
12～2月

全 産 業

建　設

製　造

卸　売

小　売

サービス

▲40.7 
(▲40.2/▲56.8) 

▲48.4
 (▲46.0/▲59.8)
 ▲40.9 

(▲40.7/▲51.7)
 ▲29.3 

(▲35.9/▲53.1)
 ▲36.5 

(▲38.1/▲61.0) 
▲44.5

 (▲39.9/▲56.6)

▲ 39.7

 ▲ 58.0

 ▲ 20.6

 ▲ 33.3

 ▲ 46.9

 ▲ 41.6

7 月

▲ 37.7

 ▲ 56.1

 ▲ 20.0

 ▲ 35.4

▲ 43.9

▲ 38.8

8 月

▲ 40.8

 ▲ 54.4

 ▲ 26.0

 ▲ 36.4

 ▲ 46.1

▲ 42.9

 

9 月

▲ 40.5

▲ 54.4

 ▲ 23.3

 ▲ 34.6

 ▲ 45.6

 ▲ 46.7

 

10 月

▲ 40.6

 ▲ 51.5

 ▲ 27.7

 ▲ 41.3

 ▲ 41.8

 ▲ 45.3

11 月

▲38.1

▲50.7

▲27.1

▲26.3

▲39.1

▲45.0

12 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

　12月の全産業合計の業況DIは▲38.1(前月比+2.5ポイント)と、 2カ月ぶりにマイナス幅が縮小した。しかし、卸売業を除くとほぼ横ばいで、 
業況の基調は、6月以降、足踏み状態が続いている。円高の長期化で、取引 先の海外移転に伴う受注の減少や、コストダウン要求が強まって
おり、経営 環境は悪化している。また、低価格での受注競争の激化や消費者の節約志向 など、収益確保の見通しは依然として厳しい。
　先行きについては、▲40.7(前月比▲0.5ポイント)と前月からほぼ 横ばい。しかし、年明け以降の仕事の確保が見込めないなどの声が目立っ
て おり、特に建設業は公共工事の減少が続くなど、厳しさが増している。また、 円高の長期化により収益悪化の懸念が一層強まっている。な
お、年度末に向 けた経営見通しを調査したところ、約4社に1社は人員削減や廃業を考えざ るを得ないと回答するなど、経営体力が限界に近
づいている企業が多い。

業況DIの基調は、
　　　足踏み状態が続く
業況DIの基調は、

　　　足踏み状態が続く

業況ＤＩの推移（全産業・同年同月比）

12月の業況と先行き見通し

Q弊社従業員が他県の事業所に転勤となりました。その従
業員には別の会社に勤務する共働きの配偶者（妻）もいて、
一緒に転居をすることになるのですが、配偶者の勤務先で
は夫の転勤先の県内にある支社への転勤を勧めてくれ、そ
こは夫の転居先からの勤務が可能だったようなのですが、
個人的事情から退職し、職探しをするようです。たまたま弊
社従業員（夫の方です）から相談を受けたのですが、夫の転
勤により妻が退職し、求職活動をする場合、妻の失業手当は
どのような扱いになるのでしょうか。すぐにもらえるのでは
ないかとその従業員が言っていたものですから……。

A雇用保険の基本手当（失業手当）の受給に際して、勤務先
の会社の倒産、人員整理や事業所の廃止等、会社都合により
勤務が困難になった場合等は特定受給資格者になり、７日間
の待期の翌日から支給対象となり受給日数等も優遇されるこ
とがありますが、自己都合による場合には、待期後さらに３カ月

間の給付制限があります。ただし、自己都合であっても、配偶者
の転勤のため通勤不可能になり退職し、やむを得ない事情に
よるものとハローワークが判断した場合は、特定理由離職者と
して、給付制限を受けずに会社都合による離職と同様の扱い
となる場合があります。期間の定めのある労働契約期間が満
了し、労働者が労働契約の更新を希望したにも関わらず更新
されなかった場合、転勤、出向命令に伴う別居の回避、配偶者
の事業主の命による転勤、出向又は配偶者の再就職に伴う別
居を回避する場合等がそれに当てはまります。
 しかし、ご質問の場合は、配偶者の方の転居先から通勤可能
な範囲にある支社への転勤も可能だったということなので、個
人的な事情から支社への転勤を断るのであれば、通常の自己
都合による離職となり、給付制限がかかることになるでしょう。

　　　　（茨城県社会保険労務士会会員　齊藤弘明）
　問い合わせは 当所商工振興課まで　TEL 822－0391
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　パートタイム労働法をご存じですか？賃金などの待遇について、パートで働く上での
疑問にお答えします。参加御希望の方は、下記あてお申し込み下さい。
（注：職業紹介、雇用保険、社会保険、年金、税金等のご相談はお受けできません。）

【日　時】　平成23年2月8日（火）　15時10分～ 16時
【場　所】　茨城障害者雇用支援センター（土浦市真鍋新町１－１４）
　　　　　※当日は、公共交通機関にてお越しいただくか、最寄りの有料駐車場をご利用ください。
【申込･問合せ】　厚生労働省　茨城労働局雇用均等室
　　　　　　　 水戸市宮町１-８-３１／ TEL：０２９ -２２４ - ６２８８

　当所では、下記日程により窓口相談会を実施いたします。指定日には、関東信越税理士会土浦支部のご
協力により税理士が同席し、ご指導いただける事となっています。また、指定日以外でも受付をいたしま
すので、お気軽にご利用下さい。

　【持ち物】
　　　決算書又は収支内訳書（含前年度決算書控）、関係諸帳簿、確定申告書（含前年度申告書控）、
　　　納付書、生命保険料・医療費等支払証明書、印鑑、その他関係書類
　【対象者】　個人事業所の方で税理士に関与されていない方
　【会　場】　当所３階ホール
　【時　間】　午前の部　9：30～ 12：00　　　午後の部　13：00～ 16：00
　　　　　　　※2月26日、3月5日の土曜日は午後の部のみ

　詳しくは土浦商工会議所商工振興課：TEL029-822-0391  FAX029-822-8844

【日　時】　　12月18日(土)～2月16日(水)
　　　　　　　午前9時～午後4時30分
　　　　　　　　(毎週月曜日、2月11日(金)は休館)
【会　場】　　土浦市立博物館展示室２
　　　　　　　（土浦市中央1-15-18）

２月１７日（木）、２２日（火）、２３日（水）、２４日（木）、２５日（金）、２６日（土）
３月４日（金）、５日（土）、７日（月）、８日（火）、９日（水）、１０日（木）

昭和初期の絵葉書や案内パンフレット、地図などを通して、
土浦とその周辺地域の名所や観光地を紹介します。

※記念事業としてスタンプラリーを開催。常磐道・
東関東エリアに属する5館のスタンプを集めた方に
記念品を贈呈します。

遊覧交通案内　『土浦商工会誌』（昭和７年）より
土浦を中心に描いた交通案内図。
鉄道、乗合自動車（バス）、汽船など多様な交通
手段が発達していました。

展覧会に関するお問い合せ　土浦市立博物館　TEL 029-824-2928

パートタイム労働個別相談会を開催します

遊覧交通案内 『土浦商工会誌』（昭和７年）より
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　コーヒーハウス アモルは、2007年にオープンし
たコーヒー専門店です。料理が好きで、人と接する
仕事がしたかったのでアモルを始めました。アモル
は水郷公園の近くにあり、のどかな景色が広がり、
日常の騒がしさから解放される空間のお店です。
　一番人気はアモルコーヒーで、煎りたてのコー
ヒー豆をご注文ごとに1杯ずつ挽き、ハンドドリッ
プで入れるので、香り高い本格的なコーヒーを楽し
んでもらえると思います。各種ストレートコーヒー
やオリジナルドリンクもあり、数量限定の手作りラ
ンチやパフェなどのスウィーツも大変好評です。
　2ヶ月ごと
にテーマを設
け、店内のディ
スプレイを替
えたり、フェア
を開催し限定
メニューを用
意しています。
　スワロフス

土浦市大岩田 1771－1
TEL ８26－7020

コーヒーハウス
　　　アモル

至荒川沖

至土浦駅

●サンクス

国
道
１
２
５
号

県
道
48
号

霞
ヶ
浦
総
合
公
園

土浦三高

土浦日大高

大
石
内
科

　

ク
リ
ニ
ッ
ク
●

石
川
小
児
科
●

土
浦
大
岩
田

　
　

配
水
場
●

マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
●

ス
ー
パ
ー

　

ハ
リ
ガ
エ
●

●
ウ
エ
ル
シ
ア

土浦消防署
　南分署●

ケーズ
デンキ●

キーを使った小物・アクセサリーの販売もしてい
て、何よりオススメなのが、サンキャッチャーで
す。オーダーメイドも受け付けているので、ご予
算やお好みに合わせてお作りしています。
　今後は、新メニュー考案など新しいことに積極
的に挑戦し、心のこもったおもてなしをし、お客
様がくつろげるお店づくりをしていきたいと思い
ます。

～

つちうら咖 物語認定メニュー
　　　コンコンカリーホットサンド

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。


