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大沼義明 社長

C O N T E NT S

経営安定特別相談室

一般事業主行動計画策定・

届出相談会のご案内 他

いばらき公共交通利用促進キャンペーン 他

土浦まち歩き学第１回学士認定試験の実施 他
茨城県商工会議所連合会新春懇談会 他

今 月 の 標 語 「還付金

ＡＴＭは 使いません」

故郷の新しい風会議ＩＮつちうら 他

ハウツー土浦商工会議所

ＬＯＢＯ調査 他

ものづくり産業活性化人材確保
保
事業のご案内と募集 他

MEMBER'S NOW

（振り込め詐欺撲滅標語）

土浦ツェッペリンカレー
デラックス好評発売中‼
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相談は無料 !

経営安定特別相談室

こんな悩みありません？ 秘密は厳守します
売り上げが減ってきた。

経費がだんだん増えてきた。

従業員の賃金等の支払が
遅れてきた。

借入れ金がだんだん増えて
返済がきつくなった。

過大な設備投資による
借入れがある。

経営安定特別相談室の目的

倒産の恐れのある中小企業から事前に相談を受けて、経営的に見込みのある企業については関係機関の協力
を得て再建の方途を講じ、また、倒産防止が困難とみられる企業については円滑な整理を図ることにより、企
業倒産に伴う地域の社会的混乱を未然に防止することを主な目的としたのが、この事業です。

窓口は・・・

相談室の構成

中小企業の倒産を防止するための
ご相談については、「経営安定特
別相談室」で受け付けています。

お申し込みにあたって

相談室では、お申込みにあたって
は、危機に陥った経緯など簡単な相
談内容を聞かせていただくと共に、
今後の相談・指導の参考にさせてい
ただくため、必要な資料の提出をお
願いします。また、ただちにご都合
の良い相談日を定め、この相談につ
いて商工調停士を中心とした相談室
の対応・体制を整えます。

ご相談は、できるだけお早めに
まだなんとかなる…もう少しガンバレ
ば…と、事業を続けているうちに、事
態はより深刻になり、傷口を大きく広
げてることが少なくありません。不幸
にして経営が不振に陥った時は、
「早
期に適切な手を打つ」ことが倒産を防
ぐ重要なポイントです。受注・販売不
振、手形の決済など経営の先行きに不
安が生じたら、できるだけお早めにご
相談ください。

相談室では、商工調停士を中心に弁
護士・税理士等各分野の専門家より
構成され、万全の体制で皆様のご相
談に応じています。

商工調停士とは・・・

商工調停士とは、「経営安定特別相
談室」において、中小企業の倒産に
係る諸問題の円滑な解決のための相
談・指導を総括するのがその職務で
す。商工調停士は、商工会議所会頭
よりその職務を委嘱されています。

対応策の検討

ご相談を受けますと、相談室では、商工調停士を中心に弁護士、税理士等の専門スタッフが、相談者の経営・財務内容
の把握と分析を行い、倒産防止の対応策を検討します。
◆債権者など関係者への協力要請
◆手形処理、事業転換などの指導・助言
◆倒産防止が困難と見られる場合の円滑な整理方法、法的手続きなどの指導・助言

ご相談の申し込み・問い合わせは…土浦商工会議所中小企業相談所

TEL 029-822-0391
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一般事業主行動計画策定・届出相談会のご案内
༢ࡑ।ϟञƤࠕؑࡤƤӖƋƴЁಱࠕؑࡤܷپҹୗƥƀޒƵƝƏƁ
ൠণశ֬ڕฐҎƴƝŸƞǅƐƁƝƏ¯¯
平成２３年４月１日から、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知の
義務が、
労働者３０１人以上企業から１０１人以上企業へ拡大されます
（１００人以上企業については、努力義務）。
茨城労働局では、下記の日程で相談会を開催し、専門の職員が具体的なアドバイスをいたします。
平成２３年４月１日までに一般事業主行動計画の届出ができるよう、
是非、
ご参加ください。

開催日：２月１６日（水）、２月２２日（火）、３月２日（水）
①10:00〜11:00 ②11:00〜12:00 ③13:30〜14:30
④14:30〜15:30 ⑤15:30〜16:30
会 場：茨城労働局２階会議室
水戸市宮町１−８−３１
＊一般事業主行動計画の策定について、詳しくは茨城労働局ＨＰをご覧ください。
茨城労働局ホームページ：http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/index.html
＜お問い合せ・申し込み先＞

茨城労働局雇用均等室
（〒310-8511

水戸市宮町1-8-31

TEL029-224-6288

自分らしい就職への就活応援セミナー
ト
３ つのポイン

開催日時
場
所
対 象 者

平成23年3月16日（水） 午後1時〜午後5時
ワークヒル土浦
土浦市木田余東台４−１−１
来春新卒者・新卒者・第二新卒者
（参加無料）

＊企業の人事担当者が教えてくれる、
採用時のポイント！
協力事業所：㈱日立建機土浦工場、
関東鉄道㈱ 午後1時00分〜午後2時20分
＊就活に向けた実践的アドバイス！
㈱リクルートＨＲマーケティング

午後2時30分〜午後3時20分

＊会場内でのキャリアカウンセリング、お悩み相談室！
（事前予約制）
午後3時30分〜午後5時00分

主
催
土浦地区雇用対策協議会事業所部会
共
催
土浦市 土浦市中小企業労働者共済会
〔お問い合せ〕
土浦地区雇用対策協議会事務局（土浦商工会議所内）
土浦市中央2-2-16 TEL 029-822-0391 e-mail：info@tcci.jp
土浦市中小企業労働者共済会事務局
（土浦市商工観光課内）
土浦市下高津1-20-35 TEL 029-826-1111
e-mail：shoukou@city.tsuchiura.lg.jp
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常議員会

事務局日誌 2011.1.1〜1.31
４日
５日
７日
７日
７日
８日
９日
10日
11日
11日
11日
12日
12日
13日
13日
14日
14日
15日
17日
17日
18日
18日
18日
18日
19日
19日
20日
20日
21日
21日
21日
22日
23日
24日
25日
25日
25日
25日
26日
27日
28日
28日
29日
30日
30日
31日

仕事始め
常陽新聞新社賀詞交歓会
土浦の写真コンテスト表彰式
年末調整指導会
新年賀詞交歓会
土浦市消防出初式
新春そろばんフェスティバル
土浦市医師会新年会
中心市街地活性化基本計画策定協議会
本町通り商店会新年会
青年部役員会
土浦桜まつり2011主催団体会議
土浦市新治商工会新春の集い
市観光戦略推進会議専門部会
（歴史部会）
神立商工振興会新年会
県連専務理事会議
（〜15日）
消防団新年祝賀会
茨城県商店街マネジメント研修会
八坂神社奉賛会新年会
国交省キララバスヒアリング
中心市街地活性化基本計画策定・
食のまちづくり視察研修
（〜20日）
イオンガイドライン懇談会
地域貢献活動に関する地域懇談会
振興委員会議
エンゼルプラン土浦ＣＬＯＶＥ
青年部正副会長並びに委員長会議
日商常議員会 議員総会
自治金融審査会
常議員会
土浦桜まつり2011主催団体会議
青年部会員研修・対外交流委員会合同会議
土浦の花火コンテスト表彰式
中城通りおかみさん会天神市
古河商工会議所創立60周年式典
税務署研修会
県連新春懇談会 県連専務理事会議
土浦都市計画審議会
公設市場新年祝賀会
女性会新年会
土浦桜まつり2011ポスターコンペ
東商検定担当者会議
観光部会新年懇談会
青年部 故郷の新しいin土浦新春交流会
礎會新年会
プロボクサー井上庸選手タイトル獲得記念祝賀会
関商連プロジェクト会議

開催日時 平成23年1月21日
（金）
午後1時30分〜3時
開催場所 土浦商工会議所

議事案件（議件）

議件第１号
議件第２号

平成23年度 事業計画基本目標について
新入会員の承認について

報告･連絡事項

１
２
３
４
５
６

プレミアム付商品券事業の状況について
大畠経済産業大臣（当時）による本市商店街
視察について
決算・確定申告指導会について
青年部より
女性会より
その他

いばらき公共交通
いばらき公共交通
利用促進
利用促進キャンペーン
キャンペーン
キャ
キャンペ
ンペーン
ン
実施期間：平成23年２月１日〜３月31日
参加対象：ノーマイカーデー実施の趣旨に
賛同し、取組宣言した県内事業所
（企業、団体、官公庁等）
参加方法：参加事業所は、取組日を決定し、事務
局に取組宣言書を提出するとともに、
取組日における従業員のマイカー通勤
の自粛・公共交通利用等環境負荷の軽
減に配慮した通勤の促進に取り組む。
登録・お問い合せ先
茨城県公共交通活性化会議事務局
（茨城県企画部企画課交通対策室内）
TEL 029-301-2536
FAX 029-301-2539
専用ホームページURL
http://www.koutsu-ibaraki.jp/
ञऽपमॡঝঐभਹ৷॑
ඓइथؚளृং५प
ଭढथउলऊऐखथ
ाऽच॒ऊ؛

お酒を
飲んだら

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

平成23年1月発行

間
集まれ！土浦大好き人

No.505

ۺࡼޏஒޏၡā6

「土浦まち歩き学」第１回学士認定試験の実施
「土浦のことをもっと知りたい」
「われこそは土浦通」
「土浦
を多くの人に自慢したい」
という方お待ちしております。

と
き／３月１９日
（土）
午前１０時〜１１時
と こ ろ／土浦商工会議所、
土浦市亀城プラザ
募集人数／１４０名
（先着順）
※土浦商工会議所…８０名、
土浦市亀城プラザ…６０名
※土浦市亀城プラザ…お体の不自由な方を優先とします
出題内容／土浦に関する文化、歴史、
自然、産業、観光など
多分野の三者択一式
設問数…５０問
１００点満点として、
７０点以上で合格
受 験 料／１,０００円
申込方法／所定申込用紙で直接
申込用紙／土浦まちかど蔵「大徳」、きらら館、小町の館、
市立博物館、
上高津貝塚 ふるさと歴史の広場、国民 宿 舎
「水郷」、市内各地区公民館などに設置
申込締切日／２月２８日
（月）
申込・問合先／土浦市観光協会 ８２４−２８１０

土浦まち歩き学ガイドブック発売
土浦の魅力を再発見していただく
く
ため、市内に関する文化や歴史、自
然などを一冊の本にまとめました。
。
この一冊で、あなたも「土浦通」
！
本を片手に土浦の「まち歩き学」を
始めませんか？

内

容／「まち歩き学編」
と
「もの
の
成
しり知識編」
の２部構成
際に現地に行かないと解
「まち歩き学編」…実際に現地に行かないと解
ス）
を掲載
５６問
答できない設問
（７コース）
を掲載。
「ものしり知識編」…文化、歴史、
自然、産業、観
光の５つの章に分かれ三者択一式で遊びなが
ら学べる設問と解答解説が掲載。
３７１問
価
格／８００円
発行部数／２,０００部
取 扱 店／土浦まちかど蔵「大徳」
、
きらら館、
小町の館、
市立博物館、上高津貝塚ふるさと歴史の広場、
国民宿舎
「水郷」
問 合 先／土浦市観光協会 ８２４−２８１０

茨城県女性団体連盟のつどい

ŷơƔ£໑Ⴌ¢ٮױžƼơȈǩǡ½Ǟı♬
水戸市出身の作曲家、池辺晋一郎さんは交響曲、合唱組曲、映画音楽など数多くの作曲や演奏を通して、平和への願い、
人権・平等への熱い思いを込めてメッセージを伝え続けます。
ご自身の曲をはじめ、旋律に込められた平和への願い、祈り、
人権、平等への思いや、池辺さんの曲に込めた広島・長崎へのメッセージ、曲づくり、音楽と平和の問題などを、
ピアノ演奏
を交えてお話しいただき、
一人の人間としていま、
私たちに何ができるのか、
次世代に何を伝えたいかを考えます。
と き
ところ
Program

2011年2月23日（水）am10時30分〜pm3時10分
茨城県女性プラザ（レイクエコー） 行方市宇崎1389 Tel 0299-73-3877
◇開催行事 10:30〜10:50
◇茨城県女性団体連盟海外派遣「フィンランド研修会」報告 10:50〜11:50
◇講演 「いのち、平和〜音楽からのメッセージ」
13:30〜15:00
いけべ しんいちろう
講師／作曲家 池辺晋一郎 さん
※参加ご希望の方は、住所、氏名、連絡先を明記の上、はがきかfax（029-224-7780）で
茨城県女性団体連盟までお申し込み下さい。 参加費／700円（資料代、弁当代）

土浦市民 春のオープンコンペのご案内
【大会実施要領】
開 催 日：2011年3月9日（水）
会
場：ホワイトバーチカントリークラブ
（TEL 029-828-0911）
プレー費：7,000円（セルフプレー食事込み）
参 加 費：3,000円
締め切り：2011年2月25日（金）
募集人数：120名予定
申込方法：実行委員役員・土浦商工会議所及び市内指
定ゴルフ練習所で、参加費を添えて申込み
願います。

※4名さま同時申込みに限り同組にて、組み
合わせします。又、スタート時間は後日改
めてハガキにて案内お知らせ致します。
競技方法：18ホールストロークプレー（大会特設ティ
ーマークより）
新ペリア方式（ダブルパーカット）
表 彰 式：競技終了後クラブハウスにて行います
主
催：土浦研修会アマチュアゴルフ連盟
(090-5444-6107) 飯村
後
援：土浦商工会議所 TEL 029-822-0391
ホワイトバーチカントリークラブ
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―常磐線東京駅乗り入れへ向けて

ＪＲ東日本水戸支社長

進捗状況説明―

ۓ௱ॻࡼޏஒᇦਗޏఛඨޏ

1月25日水戸プラザホテルにおいて、平成23年茨
城県商工会議所連合会新春懇談会が開催され、当所
からは山口会頭、菅澤専務理事、青年部、女性会など
8名が出席した。
懇談会では記念講演として、ＪＲ東日本水戸支社
長 熊本義寛氏による「ＪＲ東北縦貫計画について」
と題した講演が行われた。
講演は、東北縦貫計画（東北線・高崎線・常磐線の東
京駅乗り入れ）の概要、そしてこれによって期待され
る効果として「混雑緩和」
「速達性の向上」
「鉄道ネッ
トワークの強化」等、また、工事の進捗状況・様子など
平成25年開業へ向けての状況説明がなされた。
また、質疑応答では山口会頭が、
「乗り入れ本数を
心配している。東京駅まで直結となるとまちのイメ
ージが上がり、土浦駅周辺や中心部に住む人も増え

てゆくであろ
う。本 市 ま ち
づくりのため
にも全線乗り
入れを期待し
たい」
と質問。
熊本支社長
は、
「開業後の
東京駅乗り入
れのことはま 東北縦貫計画により期待される効果を説明
だ決まっていないが、３線のバランスも考えなけれ
ばならない。水戸支社としても常磐線主要各駅から
の利用者が減少している状況から有効人口を増やす
よう沿線の更なる利用増を期待し活性化に協力して
ゆきたい」
とした。

第２回
土浦全国花火競技大会実行委員会では、昨年の第79回大会
における花火及び大会の風景をテーマにした第2回土浦の花
火フォトコンテストを実施したところ、県内外より114名、
280点の作品の応募があった。
昨年11月に審査会が行われ入賞者が決定し、本年1月22日
国民宿舎「水郷」において表彰式が行われた。
市内から9名、市外からは105名でそのうち県外応募者が
70％の79名と多く出品されているところからまさに名実と
も日本一の花火競技大会であると自負する。
最優秀賞には、土浦市在住のサルマニアン シャーラム氏の
「土浦・至高の花火」が選ばれた。入賞作品については、土浦全
国花火競技大会ホームページでご覧ください。
http://tsuchiura-hanabi.jp/

最優秀賞
「土浦・至高の花火」
土浦市 サルマニアン シャーラム氏

木工組合活動報告

県産間伐材でリサイクル! !

県産間伐材を使用した机の再利用

1月7日土浦地区木工業組合（貝塚会長）は市内小中学
校の児童の机をリサイクルして納品した。
これは県の
「木づかい整備事業」の一環で森林整備のた
め伐採された県産スギの合板を、学校机の天板として再
利用しているもの。
子供達に資源の有効活用と、木の良さや大切さを学ん
でもらう目的で約170台を修理した。
前回、夏にも荒川沖小一年生を対象に実施し、児童達
から「いいにおいがする」
「手触りがいい」など好評を得
ている。
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去る１月29日
（土）
午後５時よりHOTEL CANKOH

において、
土浦商工会議所青年部１月例会を開催し、
第１部に
「故郷の新しい風会議INつちうら」
を、
第２部

に
「新春合同懇親会」
を実施しました。

当日は、
中川市長や山口会頭、
中川・横山副会頭に

臨席いただいたほか、
（社）
土浦青年会議所、
土浦市新

治商工会青年部、
かすみがうら市商工会青年部、
水戸
商工会議所青年部、
ひたちなか商工会議所青年部、
石

参加者からは、
「実りある意見交換ができた」
「今後

も開催してほしい」
など関係者にとっては、
喜ばしい意
見をいただきました。

文部科学省文化庁
長官官房著作権課 著作物流通推進室
企画調査係長 大 冨 友 加 氏
テーマ
「中小企業支援のこれまでと今後」

岡商工会議所青年部、
古河商工会議所青年部の各団
体より総勢50名の参加者がありました。

経済産業省
産業技術環境局環境政策課
地球環境対策室係長 内 山 弘 行 氏
テーマ
「最近の温暖化対策の動向と
中小企業低炭素促進支援について」

第１部では、
文部科学省文化庁と経済産業省より若

手国家公務員の方々３名をお迎えし、
各自自己紹介を

していただいた後、
グループディスカッション形式
（１
ブース当たり10 〜 20名で３ブース）
でテーマごとの政
策説明と意見交換を45分 ２部構成で行いました。

第２部は、
会場を移し立食形式で行い、
参加団体ご

とのＰＲや、
参加者同志の交 流、
第１部のディスカッ
ションの続きの話しに花を咲かせたりと盛会のうちに
終了しました。

主催者挨拶をする大浦会長

ઓ

டЧ

グループディスカッションの風景

経済産業省
経済産業政策局 産業構造課
調整係長 市ノ渡 佳明 氏
テーマ
「少子高齢化時代における
活力と安心の両立」

※風会議は平成18年度に「故郷の新しい風会議」
としてはじまり
ました。
変革期にある今の日本に必要なことは、
中央でも地方でもない、
官でも民でもない・
・
・新しい人と人との繋がりです。
風会議は、
この国の新しいネットワーク創りを目指し、
今後の日本
経済を担う青年経済人であるＹＥＧメンバーと今後の日本を担う
若手公務員が、
お互いの肩書きにとらわれる事無く、
本音で交流
する
「場」であり、
今後の日本経済について意見を交換する
「場」
を提供するものです。

ƮƑƚŻڴ։߭

ĮŶƹƹ܊टĮ டЧхভۼ

ՌŴǜǇ»
ǧƘ
య¸Ȍ»Ȅ
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©

平成23 年２月26日
（土）

スイーツちうら・ラーメン祭り
#/〜2/Ķ¦ĳĳ
ڴ։ƍƞĴ
C-1グランプリ
「ひつじの小屋」のカレー
創作部門チャンピオン
「福来軒」の
カレーコロッケも出品しますよ！

ڴ։ƍƞĵ
ڴ։ƍƞĶ

来場者プレゼントはAM11時とPM1時
キララちゃんどら焼き先着で各70人
アルストロメリア
（花）
を各30人に!!

寒さにまけないHOTなステージイベントと地元の元気野菜販売と
まちの駅スタンプラリーもあるよ！キララちゃんバスで来てね♪

டЧ߭ࣙ܆۶Ҩ૯ॅ߭Ӣ࠳ޱ
̿ĻĵĹ−ĴĴĴĴÉఅĺĹĳĵÊ
主催：土浦市・土浦商工会議所・(社)土浦市観光協会
・土浦商店街連合会・NPO法人まちづくり活性化土浦
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土浦商工会議所は、今月より確定申告指導会
を開催いたしております。
確定申告についてお困りの際には、お気軽に
ご相談ください。

対象は個人事業所
の方で個別に
税理士に関与されて
いない方です。

2月
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3月

申告指導会開催日
9時から16時

申告指導会開催日
13時から16時

休館日

確定申告
締切期日

【ご持参いただくもの】
締切間近は大変
混み合いますので、
お早目にお越し
ください。

・決算書又は収支内訳書（および前年度の控え）
・確定申告書（および前年度の控え）
・納付書
・印鑑（認印）
・関係帳簿類（元帳、現金出納帳、仕入元帳など）
・保険料控除証明書（生命保険、個人年金、地震保険など）
・医療費控除を受ける場合、医療機関の領収書
・その他関係書類
ご不明な点は商工振興課まで…。

ȭɈʋĜʢĜɈʅʻˁʇʗĜɉۺࡼޏஒఊۙɈૣࡃޤɁȳăૣɀɥȥૣɀɄȞȥĂȶɌۺࡼޏஒɬȮᆀᅙȞȹȺȞɀߊȱɀəɀȩȺȯȞă
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業況ＤＩは、一部で好転の
兆しがあるも、低水準で推移

ロボ調査
1月の業況と先行き見通し

１月の全産業合計の業況ＤＩは▲３８．
７
（前月比▲０．
６ポイント）
と、前月からほぼ横ばい。景気回復につながる明るい材料は依然乏しく、
業況は、昨年６月以降、低水準で推移している。受注の減少に伴う価格競争の激化や消費者の節約志向、円高の長期化に加え、
ここにき
て多くの原材料価格が高騰していることが、企業経営に悪影響を及ぼしている。
先行きについては、先行き見通しＤＩは▲３８．
６
（前月比＋２．
１ポイント）
とほぼ横ばい。原材料の一部では、一段の価格上昇が見込まれる
など、厳しい見通しを訴える声が多いものの、売上の増加など先行きに期待する声もみられる。

業況ＤＩの推移（全産業・同年同月比）
《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
8月

9月

10 月

11 月

12 月

全 産 業 ▲ 37.7 ▲ 40.8 ▲ 40.5 ▲ 40.6 ▲38.1
建

設 ▲ 56.1 ▲ 54.4 ▲ 54.4 ▲ 51.5 ▲50.7

製

造 ▲ 20.0 ▲ 26.0 ▲ 23.3 ▲ 27.7 ▲27.1

卸

売 ▲ 35.4 ▲ 36.4 ▲ 34.6 ▲ 41.3 ▲26.3

小

売 ▲ 43.9 ▲ 46.1 ▲ 45.6 ▲ 41.8 ▲39.1

サービス ▲ 38.8 ▲ 42.9 ▲ 46.7 ▲ 45.3 ▲45.0

先行き見通し
2〜4月
▲38.6
▲38.7
（▲40.7 ／▲51.8）
▲50.9
▲48.7
（▲48.4 ／▲61.6）
▲34.2
▲26.8
（▲40.9 ／▲41.5）
▲37.8
▲36.4
（▲29.3 ／▲50.0）
▲35.9
▲37.4
（▲36.5 ／▲56.2）
▲ 38.1
▲46.8
（▲44.5 ／▲51.8）
1月

※「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
（ ）
内の左側は前月
（１１月）
、右側は昨年１２月の先行き見通しＤＩ＜以下同じ＞

※

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）

ࡉҼ൸ڰ༜ชߧǖ»ǭ»
従業員を解雇する場合、
解雇予告を行うか、
解雇予告手当の支給を
しなければならないそうですが、
懲戒解雇の場合、
解雇予告手当を支
払わなくてもよいのでしょうか。
事業所側としては、
懲戒解雇の従業員
にまで手当を支払うのはどうかと思うのですが。
従業員を解雇する場合は、
原則として解雇の３０日前までに予告をす
るか、
予告をしない場合は３０日分の平均賃金を支払うことが義務付け
られています。
例外としては
①天災事変等やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった時
②労働者の責めに帰すべき事由により解雇する場合
がありますが、
これらについては、
所轄労働基準監督署長の解雇予告除
外認定を受けなければなりません。
その他では、
日雇い労働者、
季節労働者等、
試用期間の者についても特
例として解雇予告の適用除外となりますが、
これらについても一定の期
間を超えて継続雇用された場合や、
試用期間であっても１４日を超えて
継続雇用された者の場合は解雇予告が必要となります。
つまり、
ご質問
については、
労基署の認定を受けない限り、
懲戒解雇の場合でも解雇予
告制度は適用されるので、
解雇予告をするか解雇予告手当を支払う必
要があるということになります。

上記②の労働者の責めに帰すべき事由により解雇する場合には労基署
の認定を受けることで解雇予告除外となりますが、
これは懲戒解雇の事
由があれば認められるということではなく、
労働者の故意、
過失等、
その
者の地位や職責等を考慮して、
労働者を保護する必要のない程度に悪
質であるものに限り認定されるとされています。
認定すべき事由について
細かく触れることはここではしませんが、
事業場における盗取、
横領、
傷
害等、
また、
賭博等により職場規律を乱し、
他の労働者に悪影響を及ぼ
す場合、
雇い入れ時の経歴詐称
（採用条件の要素となるようなもの）
、
出
勤不良、
などがあります。
例えば、
出勤を督促したにも関わらず、
無断欠勤
が連続して２週間以上に及んだような場合、
これを理由として解雇予告
除外認定をすることができるでしょう。
ただし、
使用者として注意、
指導等
を行っていることは必要です。
解雇予告除外認定を受ける際の労基署の審査に当たっては、
解雇事由
を証明できる書類等はできるだけ多く提出するようにします。
また、
除外
認定が決定される前に即時解雇の通知を出してしまうと、
解雇予告手当
の支払義務が発生してしまうので、
事前に解雇予告除外の申請手続を
行うよう注意しましょう。
問い合わせは 当所商工振興課まで

TEL 822−0391
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〜これからの事業継承対策について〜

経営者
経営者・後継者のための平成23年度税制改革と事業継承
・後継者のための平成23年度税制改革と事業継承
・後継者のため
後継者のための平成23年度税制改革と事業継承
開催日時：平成23年3月22日
（火）
受付開始9:30 〜 12:00
開催場所：土浦亀城プラザ
4階 第4会議室

ものづくり系中小企業者の皆様へ

定

員：30名

参加費無料

主

催：アクサ生命保険㈱
土浦営業所 TEL 029-822-3972

後

援：土浦商工会議所

人件費の補填を受け、優秀な人材を確保する事業・・・

ۓ௱ॻ
ĶɜɈȿȩɤદࣞߤ౯ݛఱ੮ߊ။ૢࣞķɈȮڨ໘ɂၕୠ
この事業は県の委託を受け、茨城県職業能力開発協会が製造業を中心としたものづくり系企業（技術系のベ
ンチャー 企業を含む）を対象に実施するものです。新しく雇い入れ計画のある企業は、この事業に基づく雇用を
検討されてはいかがでしょうか。雇用計画のある企業からのご連絡をお待ちしています。

○ 雇用従業員分の人件費を補填します。

ワーク等を通じ失業している人を雇用します。

○ 人件費補填の概算請求

雇用者１人当り月額１０万５千円を最長１年間、また、通
信費、事務消耗品などプログラム策定に掛かる事務経
費として、
１人当たり年額５万円をそれぞれ上限として
補填します。
なおこの事業による雇用者は、
１企業２名までを原則と
します。

企業は雇用した従業員に企画書に基づく企業内訓練
(OJT)を実施し、そのOJTの実施状況、評価を四半期
毎に報告します。
協会は報告に基づいて人件費の補填をします。

○ 事業終了時、OJTの過程を人材養成プログラ
ムとして取りまとめ、職能協会へ提出します。

(プログラム策定再委託とその後の手続き)
○ 雇用に関する企画書作成･提出

これにより企業は自社の人材養成能力を向上させ、併せ
て技能の継承を図ることにより企業ニーズに適した人材
の確保につなげます。

この事業による雇用を計画する企業は、担当職種、OJT
計画などを企画書(様式)にまとめ職能協会に提出しま
す。企画内容を協会で承認を受けた後、企業はハロー

（注：すでに雇用関係各種助成金を受けている場合、
本事業と併用が出来ない場合があります）

事業についての詳しいご相談は下記へどうぞ。

・茨城県職業能力開発協会 担当 大森・笠井

TEL 029-221-8647 FAX 029-226-4705
E-mail:kunren@ib-syokkyo.com
・茨城県商工労働部職業能力開発課 指導・振興グループ
TEL 029-301-3656 FAX 029-301-3669

会員情報
事業所名

代表者名

㈱フレンズ企画

稲葉

東関運輸㈲

昌子

業

種

所

在

地

美容院

土浦市有明町１−３０ペルチ土浦内

古澤 良男

運送

かすみがうら市宍倉５６８４−７

㈱チクセイ二十一

岡島

聖三

上下水道検針業務

桜川市真壁町塙世１９

ＪＯＩＥ㈱

北原

悠

輸入雑貨販売・絵画販売

土浦市板谷４丁目６６８−１３

渡辺新聞店

髙橋

賢行

新聞の販売

土浦市神立中央２丁目１２−５

㈲愛宕総合保険企画

廣瀬

勝俊

生命保険・損害保険代理店

土浦市小松２丁目２−４

㈲アレバメントカントウ

宮本

秀源

採卵

常総市豊岡町乙１３３３−２

㈲正木商事

鈴木

正夫

運送

結城郡八千代町仁江戸１４１９−１

㈲須崎物流

須崎

健一

運送

かすみがうら市中佐谷１１５３−１８

㈱スマイルサポート

五十嵐

リフォーム、賃貸保証、宅建

つくば市竹園２丁目３−１７

㈱扶桑

塙

伸一

貸衣裳

つくば市二の宮３丁目２４−１９

マリン・ノア

澤邊

好文

中古車販売・整備、
ジェットスキー中古販売、 土浦市中高津２丁目４−１３−１０２号
リエス土浦中高津
中古トレーラー、
整備修理、軽貨物運送

常陽開発工業㈱

小野口整慶

翼

土木工事

行方市玉造甲３６８−１
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一足一足責任をもって
フィッティングします

当店は、明治40年（1907）創業。全国的にも珍し
い、今年104年目の靴屋です。
靴選びで失敗した経験は誰でもあるもの。
「ザッ
クスオオヌマ」は責任を持って御客様の足にフィッ
トした靴を選んで差し上げる靴屋です。どこかに
「みんなの足に良い靴」があるわけではなくて、
「あ
なたの足に良くフィットした靴」があるだけなので
す。良くフィットした靴は、材料や値段やブランド
の違い以上に、蒸れにくく、冷えにくく、むくみにく
く、疲れにくく、靴底が減りにくく長持ちするもの
です。
店主は、ドイツ人のオートペディーシュー（整形
外科的靴）マイスターに師事。外反母趾、ウオノメ、
リウマチ、など、足と靴のトラブ
ルの専門家でもあります。オー
ダーメイドのインソール、靴も
お作りできます。医療機関から
のご紹介も数多くあります。
学校、医療機関、子育てサーク
ル等で、正しい靴の選び方の講
マインラーゲン
（インソール）
の例
演も承っています。

2

土浦駅

R354（

東京三菱
UFJ銀行●

●亀城公園

筑波銀行本店●

常陽銀行
土浦支店●

T!O
N F N C FS ħ

ザックス オオヌマ
㈲オオヌマ

店主：大沼義明
バチェラー
（上級）
シューフィッター、
幼児子供専門シューフィッター、
シューフィッター養成講座実技指導員、
IVO日本整形靴技術協会会員

至荒川沖駅

「靴屋」としてのこだわりは「靴を、皆さんのお
役に立つよう生かして差し上げる事」です。お手
持ちの靴でも、合わない、痛いなど、履いていない
靴を調整、改造、修理などいたします。何でもご相
談ください。料金は500円〜 5,000円位です。
相談料は無料ですが、美容室のように、お電話
でご予約をお願いいたします。
地域の皆さまのお役に立てる靴屋である様に
頑張りたいと思います。

発行／土浦商工会議所 〒300-0043 茨城県土浦市中央2-2-16
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

対応症状：外反母趾、扁平足、靴ずれ、開張足、
ウオノメ、タコ、巻き爪、関節リウマチ、糖尿病
足、麻痺足、足底筋膜炎、踵骨棘、脚長差、など、
足と靴のトラブル全般
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。

電話／029-822-0391

FAX／029-822-8844

■定価…１部50円（昭和51年7月10日第三種郵便物承認）

