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土浦ツェッペリンカレー
デラックス好評発売中‼

今月の標語 「『かえします』うまい話に  気をつけて！」（振り込め詐欺撲滅標語）
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日本政策金融公庫（旧国民生活金融公庫）からのお知らせ

リーマンショック後の不況対策（利率低減措置等）のお取扱いは
平成23年3月31日までとなっております。

①運転資金の利率を最大0.5％（年
利）引き下げます。
※雇用維持又は拡大を図る方は▲0.2％
※最近における売上高などが、前期に比し3％
以上減少している方は▲0.3％

※いずれの要件も満たす方は▲0.5％

②設備資金の当初2年間の利率を
0.5％（年利）引き下げます。
※事業用の設備資金に限ります。
※機械の取替や更新のための設備でも取扱可
能です。

・行き違いによりすでにご相談されている方など支店にご連絡いただいているお客様はご容赦
ください。
・お客様のお名前、ご住所等に誤りがございましたら、お客様の情報を訂正いたします。

・詳しいお問い合せは

窓口の混雑が予想されますので、お早めにご相談ください。

融資相談に関するお問い合せ先

　　0120-154-505国民生活事業
http://www.jfc.go.jp/

（行こうよ！公庫）

日本公庫 検索

中小企業庁 検索

融資について
　株式会社 日本政策金融公庫
　　　平日  0120-154-505
　　　土日祝日 （中小企業事業） 0120-327-790
　　　土日祝日 （国民生活事業） 0120-220-353

　
株式会社 商工組合中央金庫
　　　平日 　　0120-079-366
　　　土日祝日 　　0120-542-711

中小企業ワンストップ電話相談月間中小企業ワンストップ電話相談月間中小企業ワンストップ電話相談月間
年度末に向けて、中小企業の皆さんへの支援を強化します

ワンストップナビダイヤル
平成23年3月1日㈫～31日㈭

9：30～18：15
このナビダイヤルは、お近くの経済産業局中小企業課につながります。
　　・どこに相談していいのか分からない
　　・相談先が分からない
　　・相談内容が多岐に渡る　など
　　（注）一部エリアにつきましては、別の番号にお掛け直しいただく場合があります。ご了承ください。

相談内容が具体的な融資や保証に関する場合は、以下の公的金融機関でも受け付けます
実施期間　（3月中）平日　9：00～19：00　土日祝日　9：00～17：00

詳しい情報はこちらをご覧ください

保証について
　最寄りの信用保証協会にご相談ください
　http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

中小企業庁ホームページ
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－

http://www.tcci.jpTEL 029-822-0391　FAX 029-822-8844

（珠算検定は必要ありません）

平成23年度商工会議所主催各種検定試験実施日程商工会議所主催各種検定試験実施日程商工会議所主催各種検定試験実施日程

　　　　　　　　　　　　最寄の教室をご紹介いたしますので、
商工会議所までご一報ください。

当所　会員サービス推進室

東京商工会議所検定試験のお申込は

　商工会議所の各種検定は、年間約100万人の方々が挑む大規模なもの。
　全国的に実施されており、企業の人材育成に貢献しています。受験者は、小学生から高齢者まで実に幅広い方々。専門的な
知識や技能を身につけて社会人として活躍するために、また、自分自身のスキルアップに役立てるために活用されています。

TEL 03-3989-0777　http://www.kentei.org/
（申込締切日は18：00まで）（土日祝日・年末年始は除く）

カラー
コーディネーター

ビジネス実務法務

福祉住環境
コーディネーター

環境社会ECO

第192回
第193回
第194回
第128回
第129回
第130回
第68回
第39回
第39回
第69回

  6月26日㈰
10月23日㈰
  2月12日㈰
  6月12日㈰
11月20日㈰
  2月26日㈰
  7月  9日㈯
10月  5日㈬
 
 2月15日㈬

  6月19日㈰
12月  4日㈰
  7月  3日㈰
12月11日㈰
  7月10日㈰
11月27日㈰
  7月24日㈰
12月18日㈰

  4月18日㈪～  5月  9日㈪
  8月22日㈪～  9月  9日㈮
12月  5日㈪～12月22日㈭
  4月20日㈬～  5月10日㈫
10月  3日㈪～10月18日㈫
  1月10日㈫～  1月24日㈫
  5月23日㈪～  6月  8日㈬
  8月22日㈪～  9月  7日㈬

12月19日㈪～  1月13日㈮

  4月  5日㈫～  5月  6日㈮
  9月20日㈫～10月21日㈮
  4月19日㈫～  5月20日㈮
  9月27日㈫～10月28日㈮
  4月26日㈫～  5月27日㈮
  9月13日㈫～10月12日㈬
  5月10日㈫～  6月10日㈮
10月  4日㈫～ 11月 4日㈮

日本商工会議所主催各種検定試験

東京商工会議所主催各種検定試験



議事案件（議件）

常議員会
開催日時 平成23年2月18日（金）
午後1時30分～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79回通常議員総会の開催について
議件第２号　新入会員の承認について

１　イオンSC地域貢献活動に係るガイドライン制定について
２　特定退職金共済制度の状況について
３　年度末金融特別相談会並びに経営相談会について
４　第7回 土浦の雛まつりについて
５　第12弾 土浦まちなか元気市について
６　NPO法人 まちづくり活性化土浦「春キララ券」について
７　「土浦まち歩き学」第1回認定試験について
８　平成23年度諸会議等日程について
９　青年部より
10  女性会より
11  その他
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事務局日誌事務局日誌
  １日 正副会頭会議
 １日 県経営者協会懇談会
 ２日 高卒就職面接会
 ２日 県連事務局長会議
 ２日 女性会役員会
 ３日 飛躍会役員会
 ４日 青年部レクチャー茨城
 ４日 キララまつり2011主催団体事務局会議
 ４日 土浦観光土産品協会新年会
 ５日 木工組合新年会
 ６日 商店の出店希望者と商店街の合同面談会
 ８日 青年部関東ブロックＹＥＧアカデミー
 ８日 土浦市観光戦略推進会議専門部会おもてなし部会
 ８日 土浦桜まつり出店者会議
 ８日 青年部役員会
 10日 刻の太鼓返納祝賀会
 11日 土浦の雛まつり（～３月３日）
 13日 珠算検定試験
 13日 鳶職組合新年会
 14日 各種施策制度の視察（会津若松）（～15日）
 15日 県連専務理事会議
 15日 商連・市議会環境経済委員会懇談会
 15日 火災予防運動会議
 15日 青年部次年度役員予定者会議
 16日 販売士検定試験
 16日 雇用保険説明会
 16日 自立支援協議会
 16日 エンゼルプラン土浦ＣＬＯＶＥ
 17日 土浦桜まつり2011主催団体会議
 17日 土浦市自主文化事業運営委員会
 17日 確定申告指導会
 17日 農工商連携マッチングセミナー
 17日 土浦駅周辺集客連絡協議会
 18日 常議員会
 18日 青年部全国大会みやぎ・仙台大会（～19日）
 18日 自治金融審査会
 18日 街元気シンポジウム
 19日 飛躍会講演会・新年会
 21日 桜まつり2011実行委員会
 21日 マル経審査会
 22日 NTTユーザー協会研修
 22日 確定申告指導会（～26日）
 22日 NPOまちづくり活性化視察研修
 22日 観光戦略連絡調整会議
 22日 労働保険事務組合担当会議
 22日 土浦まち歩き学試験出題委員会
 23日 女性団体連盟の集い
 24日 ペルチ土浦地域貢献ガイドラインに関する地域懇談会
 24日 常磐線東京駅・横浜駅乗り入れ推進協議会役員会
 26日 女性会 雛まつり おもてなし企画
 26日 まちなか元気市
 27日 簿記検定試験
 28日 まちなか元気市全体会議

2011.2.1～2.28

エンゼルプラン土浦
ＣＬＯＶＥ

　　・日　時　毎月第3水曜日
　　　　　　　午後6時から午後8時まで
　　　　　　　（気軽にお越し下さい）
　　・場　所　土浦商工会議所　1階会議室

　このクラブは、若者の出会いをサポートすることを主
として活動しています。
　結婚を前向きにお考えの方、結婚を考えるご親族をお
持ちの方、お気軽にお越しの上、ご相談下さい。

口座振替のお知らせ
4月7日（木）

当商工会議所平成23年度会費についてご指定の
口座より振替させていただきます。
尚、平成２2年度中に新規ご入会頂いた方の未納分
につきましてもあわせて振替させていただきます。

【お問合せ】 822-0391　当所・総務課
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アクサ生命保険㈱主催 セミナーのご案内経営者・後継者のための
平成23年度税制改正と事業継承
～これからの事業継承対策について～

平成23年3月22日㈫
　　9：30～12：00
定　員：30名
（定員になり次第、締め切らせていただきます）
対象者：中小法人の経営者・
　　　　後継者および役員の方
（ご夫婦または親子でのご参加も歓迎いたします）

亀城プラザ　4階第4会議室

❖平成23年度税制改正
❖社長借入金の上手な解消法
❖在職老齢年金制度を活用した
　上手な役員給与のとり方
❖事業継承のポイント
　　～きれいなバトンをわたす～

宮田　昇 氏
宮田税理士事務所代表
税理士・日本FP協会認定講師

主催／アクサ生命保険㈱　土浦営業所　土浦市真鍋1-16-11 延増第3ビル2階　TEL 029-822-3972　FAX 029-822-5914
後援／土浦商工会議所

日時等 内　容

講　師

会　場

参加費無料！

土浦市立博物館
第32回特別展

3月19日㈯～5月8日㈰

土浦市市制施行70周年記念・復庵和尚渡元700周年記念

9：00～17：00（入館は16：30まで）

1. 記念講演会 2. 展示案内会

①「法雲寺の指定文化財」
日　時：平成23年3月27日㈰14：00～15：30
講　師：雨谷　昭（博物館市史編纂係嘱託）

②「蘭渓道隆と禅宗文化」
日　時：平成23年4月10日㈰14：00～15：30
講　師：高井正俊（臨済宗建長寺派宗務総長）

③「常陸小田氏の消長」
日　時：平成23年4月24日㈰14：00～15：30
講　師：糸賀茂男（常磐大学教授）

④「禅僧復庵の活動と北関東の地域社会」
日　時：平成23年4月29日㈮14：00～15：30
講　師：廣瀬良弘（駒澤大学教授）

⑤「復庵渡元700年後の天目山」
日　時：平成23年5月1日㈮14：00～15：30
講　師：当館学芸員

会場：博物館視聴覚ホール　先着70名（予約不要） 日　時：平成23年3月26日㈯、4月9日㈯、
　　  　4月23日㈯　14：00～（30分程度）

3. 史跡見学会
　「常南地方の中世城郭を巡る」

日　時：平成23年4月3日㈰ 9：00～16：00
見学先：法雲寺、小田城、藤沢城
　　　  真壁城、大宝城など
ご案内：当館学芸員
申込み：先着40名様まで（要予約）
　　　  3月19日㈯からお電話で。
資料代：50円（教育委員会のバスに乗ってまわります）

会　　場 土浦市立博物館　土浦市中央1-15-18
 展示室３、展示ホール
休 館 日 毎週月曜日（3月21日は開館）、3月22日㈫
臨時開館日 3月21日㈪、4月29日㈮、
 5月3日㈫～5日㈭の祝日は開館
無料開館日 4月3日㈰※土浦桜まつり協賛
入 場 料 一般105円（75円）
 小・中学生、高校生50円（30円）
 （　）内は20名様以上の団体料金
   毎週土曜日は小・中・高生無料

問 土浦市立博物館　TEL 824-2928
後援　大本山建長寺　大雄山法雲寺

　鎌倉時代から室町時代にかけて、土浦地域の支配者は小田城に本拠をおく小田氏でした。
小田氏は八田知家を祖として15代氏治まで約370年間、県南部を中心に影響力を持っていま
した。小田氏の菩提寺の一つが市内高岡にある大雄山法雲寺で、中国で修行した禅僧復庵宗
己が創建しました。南北朝時代から続く法雲寺の貴重な文化財を一同に公開するのは今回が
初めてです。この特別展では、中世小田氏の歴史と法雲寺の寺宝を皆さんにご紹介します。

お問い合せ・お申込みは　アクサ生命保険㈱ 土浦営業所　TEL 8 2 2 - 3 9 7 2 まで

復庵和尚像（重要文化財）
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会 員 情 報
事業所名　 代表者名 業　　　　種 所　　在　　地

塚本　秀子

服部　憲司

半沢　貴英

小沼美加子

小野田　翼

青木　文江

黒田　紀雄

神谷　太一

大曽根タクシー㈱

江戸崎化学工業㈱

㈱スワット

M’s  LUXURY

ベーシックライフ

たこ焼悟空

㈱ライフサポート

からだサポートビッグワン

タクシー・バス

プラスチック着色剤製造及び食品小売

住宅設備工事及び介護

衣料品、アクセサリー、小売

衛生用品、化粧品等卸販売

たこ焼き、やきとり

不動産取引・販売・管理

整体、リラクゼーション、リフレクソロジー

つくば市大曽根２６８４－１

稲敷市上君山３３７７

取手市寺田４８１４－４

土浦市桜町４丁目３－２３

土浦市富士崎１丁目１７－３ 鈴木第１ビル２０１

土浦市菅谷町１３０５－１８

土浦市下高津１丁目１１－２０

土浦市中村南４丁目１１－２８

　2月10日、土浦商工
会議所へヤマグチ土
浦ボクシングジム所
属の東洋太平洋・日本
ウェルター級チャン
ピオン　井上庸氏が
来訪され、チャンピオ
ンベルトを披露して
くれた。井上チャンピ
オンは2010年12月

6日、後楽園ホールにおいて行われた「東洋太平洋
ウェルター級王座決定戦・日本ウェルター級タイ
トルマッチ」に挑戦し、加藤壮次郎（協栄）を破り見
事Ｗタイトルを獲得した。
　井上チャンピオンはこれまでの戦績や今後の抱
負などを述べられ、菅澤専務理事らと朗らかに談
笑された。

　来たる4月11日には、再び後楽園ホールで東洋
太平洋・日本ウェルター級タイトルマッチが行わ
れ、渡辺あきのり選手（協栄）の挑戦を受ける。
　井上チャンピオンは、気力・体力とも充実し、王
座初防衛に向け益々意気軒昴であった。

岩本コーチ、井上チャンピオン、菅澤専務

Wタイトルを獲得した
井上チャンピオン

　去る2月18日（金）～ 19日（土）、宮城県仙台市の
夢メッセみやぎ他で「日本商工会議所青年部第30
回全国大会みやぎ・仙台大会」が開催された。
  当日は全国の青年部会員4,000人以上が集結し、
当青年部では、2月例会「土浦商工会議所青年部卒

業例会」も兼ねて17名
が参加。
  宮城県内各青年部の地
区の視察やビジネスプ
ランコンテスト、会員総
会、記念式典、㈶日本サ
ッカー協会キャプテン
川淵三郎氏による記念

講演、バブルガ
ムブラザーズ
出演による記
念事業（青年部
卒業者のため
の卒業式）等が
実施された。
　全国の商工
会議所青年部
会員が一同に
集結すること
は、年に１回。
　有意義な全国大会となった。全国から大勢会員が集結

記念式典会場前にて
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　平成23年2月23
日、行方市のレイク
エコーにて女性団
体連盟のつどいに
参加した。茨城県
各地から多数の団
体が訪れ、当所女
性会からは５名が
参加した。つどいで

は連盟のフィンランド研修会の報告があり、「26名に
て首都ヘルシンキを訪問。自然環境を大切にして豊か
な人間性をはぐくむ人々の暮らしに触れながら交歓を
深めてきた。」と報告があった。また、作曲家池辺晋一
郎さんによる「いのち、平和、音楽からのメッセージ」と
題した講演会が行われた。旋律に込められた平和への
願い、祈り、人権、平等への願いや広島・長崎へのメッ
セージ、音楽と平和の問題などを、ピアノ変奏を交えて
話した。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ることが
大事だと話した。

4月3日日イベント
亀城公園会場　10：30～

亀城公園、乙戸沼公園、桜川堤、新川堤
真鍋小学校、土浦まちかど蔵、竜ヶ峰、小町の館、

問 土浦桜まつり実行委員会　TEL.029-824-2810

3
26 土

4
10 日土土土土

4444444

新治会場

うらら会場

＊ステージイベント
土浦新郷土民謡おどり
海賊戦隊ゴーカイジャーショー
刻の太鼓
「かぐら」ミニコンサート
「Duデュー」ダンスショー
「間瀬しずか」ミニコンサート
お宝ゲット！ウォークラリー大抽選会

＊流鏑馬まつり
日本三大山王流鏑馬のひとつで、
猿に見立てた的を射抜きます。
12：30～15：00　日枝神社

と　き／4月2日㈯　ところ／真鍋小学校
桜の木の下で遊ぼう　14：00～16：00
フォークダンス、大正琴の演奏、など
ライトアップ 5階ホール開放…18:00～20：00
和太鼓・ピアノ演奏、桜茶・桜餅のおもてなし
※4月1日㈮、3日㈰はライトアップのみ
実施します。

と　き／3月26日㈯～4月10日㈰
ところ／商店街
桜にちなんだイラストを展示します

乙戸沼公園会場

真鍋の桜を楽しむ集い

桜Exhibition2011

と　き／3月19日㈯～4月10日㈰
ところ／土浦まちかど蔵 大徳
市の花 桜をテーマに写真展を開催します。
4月1日㈮～10日㈰
桜にちなんだ押し花展＆押し花教室

土浦の桜写真展

11：00～11：00～
＊観桜カラオケ大会
＊甘酒無料サービス

＊大道芸フェスティバル
＊野点茶会
＊土浦三曲会演奏
＊春のカレーフェア
＊夜桜灯籠のゆうべ 

＊浅草サンバ
＊海賊戦隊ゴーカイジャーショー
＊｢間瀬しずか｣ミニコンサート
＊ウララダンスフェスティバル

女性会ではメンバーを募集しています。
会員事業所で女性であればどなたでもご入会いただけます。

一緒に土浦を盛り上げましょう(^ｰﾟ)ﾉ
お問い合わせは当所事務局まで

　TEL 029－822-0391　E‐mail info@tcci.jp (担当：天野)

あなたも女性会に入りませんか！?

桜桜E

2810

　2月26日、土浦の雛まつりへ来られた方々へのお
もてなしの一環として、おしるこの無料配布とツェッ
ペリンカレーコロッケの販売を会議所前にて行っ
た。当日は風の強い日だったが駅前で元気市も行わ
れており、約200名を越える方々が訪れ、商店街に
協力いただいた竹作りの長いすで、おしるこ片手に
休憩された。また、コロッケも非常に好評であり、多
くの方々に味わって食べていただいた。
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講師は元国際線のＣＡ、
つくば博のコンパニオン教育係や

国際交流イベントの
国賓案内役を務めるなど
幅広く活躍されています

事業所名

ご連絡先
〒　　　　ーご

住
所

日　　時　　平成23年4月13日㈬、14日㈭
　　　　　　10：00～16：00（両日）
会　　場　　土浦商工会議所3階ホール

講　　師　　渡 辺 満 枝 先生
                 　エミー 代表取締役

受　講　料　　1名　5,000円（昼食代含む）
定　　員　　先着50名
申込方法　　受講料を添えて当所商工振興課まで

　本セミナーは、新入社員の皆さんに、社会人としての基本的な心構え・ビジネスマナーを習得して
いただき、一日も早く職場になじめるよう、また企業にとって期待される「即戦力社員づくり」をめざし
て開催いたします。　
　多数のご参加をお待ちしています。是非ご参加ください。

　毎年4月に各会員事業所より新入社員を募り、実社会で必要な心構え・ビジネスマナーを教授、一日
も早く職場になじみ、一人前の社会人として活躍できる事を期待し開催されます。
　自社での新入社員教育の基礎としてご活用下さい。

※カリキュラムの内容は都合により変更する場合があります。
※お車でご来場の場合、近隣の有料駐車場をご利用ください。駐車料金は各自ご負担ください。
※ご記入いただいた氏名・年齢等は、当所からの情報提供に利用する他、セミナーの調査分析等に利用することがあります。

お申込みは、当所　商工振興課 行　Fax  029-822-8844

新入社員セミナー 申込み

電話（　　　）　　　ー
Fax（　　　）　　　ー

カリキュラムカリキュラム

受講者名

商工会議所はフレッシュマンを応援します!!商工会議所はフレッシュマンを応援します!!商工会議所はフレッシュマンを応援します!!

受　　　付
オリエンテーション
開　講　式

午後
講義
・社会人としての心構え
・コミニュケーションの基本

講義
・新入社員に期待すること

受　　　付

講演・実技指導
・明確な話し方
・立ち居振る舞い

講演・実技指導
・ことばづかい、電話応対
・訪問のマナー、来客応対

閉　講　式

午前

昼　　　食

午後

昼　　　食

午前
４
月
14
日（
木
）

４
月
13
日（
水
）

2011新入社員セミナー開催のお知らせ2011新入社員セミナー開催のお知らせ
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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

※「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（1月）、右側は昨年2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
2～4月

全 産 業

建　設

製　造

卸　売

小　売

サービス

▲34.3
（▲38.6 ／▲47.1）

▲47.2
（▲50.9 ／▲63.5）

▲33.3
（▲34.2 ／▲39.7）

▲23.1
（▲37.8 ／▲39.3）

▲32.4
（▲35.9 ／▲51.5）

▲ 33.3
（▲38.1 ／▲42.5）

1 月 2 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

▲38.7

▲48.7

▲26.8

▲36.4

▲37.4

▲46.8

▲40.1

▲50.9

▲29.8

▲33.8

▲38.7

▲48.0

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

　２月の全産業合計の業況ＤＩは、▲４０．１（前月比▲１．４ポイント）と、３カ月ぶりにマイナス４０台となった。原材料価格の高騰に加え、企業
間競争の激化、消費者の低価格志向や経済対策の縮小に伴う売上の悪化、円高の長期化などが経営環境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▲３４．３（前月比＋４．３ポイント）と２カ月連続でマイナス幅が縮小した。新興国向け輸出・生産の拡
大に加え、春先需要などこれまで低迷していた消費に動きがみられることから、売上回復への期待が寄せられている。一方で、原油をはじめ
原材料価格は今後一段の上昇が見込まれており、先行きへの懸念を訴える声も多い。

業況ＤＩは、わずかに悪化。
原材料価格の高騰が響く
業況ＤＩは、わずかに悪化。
原材料価格の高騰が響く

業況ＤＩの推移（全産業・同年同月比）

2月の業況と先行き見通し

Q新しく会社を立ち上げ、従業員を雇い入れることにした
のですが、賃金の支払い方法について質問があります。月
給制の従業員について、当月分の賃金を当月１５日に支払
うこととしたのですが、時間外労働等の割増賃金について
は月が終わらなければ確定できないので、その分について
は翌月の１５日に支給することとしたいと思います。問題は
ないですか。

A労働基準法上、賃金は毎月１回以上賃金を支払うべきで
あるとされ、賃金の締切日と支払日を定めなければなりませ
ん。ご質問のケースは、基本給などの固定的な賃金について
は各月の分をその月の１５日に支払い、割増賃金については

当月末までの分を翌月１５日に支払うというものですが、賃金
は、すべてを一律の締切日、支払日で支給しなければならな
いということはないので、ご質問のように、同じ締切日であって
支払日をずらすということも可能です。締切日と支払日との間
が長すぎると問題になることもありますが、当月末締切の翌月
１５日支給であれば合理的期間内と言えるでしょう。
　なお、賃金の所定の支払日が休日に当たるような場合に
は、その前日に払うこととしても、翌日に払うこととしても差し支
えないのですが、どちらにするのかについては、あらかじめ就
業規則等に規定しておくようにしましょう。

　問い合わせは 当所商工振興課まで　TEL 822－0391



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
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人間ドック 名医紹介 健康電話相談

0120-964-215

　協会けんぽ茨城支部の平成23年度健康保険料率は、9.30％から0.14％アップの9.44％に引き上
げになります（全国平均は9.50％）
　保険料率の改定時期は、平成23年4月納付分（一般の被保険者については平成23年3月分、任意
継続被保険者については平成23年4月分）からとなります。年々増え続ける医療給付費の伸びに保
険料収入が追いついていないことなどによるもので、茨城支部では加入者や事業主に理解と協力を
呼びかけています。

問 協会けんぽ茨城支部　TEL 029-303-1580（直通）

協会けんぽの健康保険料率が３月から9.44％に

　・日　　時　　　　平成23年３月26日（土）午前10：00～午後3：00
　・場　　所　　　　土浦市勤労者総合福祉センター（ワークヒル土浦）2Ｆ
　　　　　　　　　住所：土浦市木田余西台４－１－１　　電話：826-2622
　・相談内容　　　不当解雇，賃金未払い，労働条件，労災関係等
　・実施機関　　　土浦市中小企業労働者共済会（市商工観光課内）
　・申込方法

土浦市中小企業労働者共済会（市商工観光課内）まで，相談内容をお電話で事前にお知らせ下さい。
事前に相談員の方にご連絡させていただきます。

問  市商工観光課 　℡ 826-1111  内線7604

勤労者の皆様を対象に無料相談会を実施します。
職場でいじめや嫌がらせを受けている。サービス残業をさせられている。
勤め先に突然解雇された。など
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　株式会社東栄商
事は、昭和51年に
設立、一般廃棄物・
産業廃棄物の収集
運搬、浄化槽清掃及
び保守点検等の事
業を行っておりま
す。
時代はめまぐるし
く変わろうとして

います。
　「廃棄物　分ければ資源　リサイクル」のことば
のとおり消費の時代から限りある資源を大切にし
なければいけない時代になりました。
焼却されている可燃ごみのうち約50％は食品残さ
なのです。
　当社は、回収した可燃物のすべてを焼却せず、市
内の飲食店、商業ビル、給食センター等から排出さ
れた食品残さを「みのりゴールド」（堆肥）として製
造販売するに至りました。
　すでに、近隣の農家にも使用して頂いております
が、もみ殻を主成分に納豆菌培養液を配合した堆肥
で、硝酸イオン値が低く糖度の高い、おいしい野菜
や元気な草花の収穫をお手伝いしています。もちろ
ん安全性についても定期的に数値で管理を行って
おります。
　当社のこれら一連業務の目的は生ごみを焼却し
ないことでCO₂削減と地産地消に配慮した地域循
環型社会を目指すことにあります。

土浦市白鳥町 1096-21
TEL 029-831-0450
FAX 029-832-0920

㈱東栄商事

　今後も地域
の皆様に貢献
できるよう、
また、ご理解
のいただける
ような事業活
動を進めてま
いりたいと
思っておりま
すので何卒よ
ろしくお願い申し上げます。
　なお、当社「みのりゴールド」の詳細をご希望の
方は　TEL029-831-0450（担当：大野）までご連
絡ください。

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。

高速発酵装置にかけ第一処理

「みのりゴールド」使用により栽培された元気なチンゲンサイ

土浦
湖北高

菅谷小

オリエンタル
モーター

白鳥
保育園

スバル

〒

かすみがうら市

354

197

コ
コ
ス
ト
ア
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