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柔軟に対応できる体制づくり︑

環境問題︑ 中小企業の経営基

盤強化対策︑企業誘致につい

影響を及ぼすことが考えられ

商店街・雇用対策等︑大きな

生活者・入居テナント・地元

方向性が示されておりますが︑

将来的には︑市庁舎移転の

る昨今︑様々な困難・課題を

ます︒先行きが混沌としてい

であるさまを表すとも云われ

なわ﹂である頃︑勢いが盛ん

﹁巳の時﹂とは物事が﹁たけ

本年は︑巳年であります︒

て支援してまいります︒

対する近隣諸国との情勢悪化
ます︒

土浦商工会議所会頭
山 口 雄 三

等︑政治経済面においては︑

ツのすばらしさ・感動をあら

パラリンピックでは︑スポー

ロンドンオリンピック並びに

すと︑盛大に開催されました

さて︑昨年をふりかえりま

心から厚くお礼申し上げます︒

まして︑ご支援ご協力を賜り︑

らの事項に早急に対策を検討

りますが︑新政権には︑これ

解決すべき問題は山積してお

ルギー・外交・景気対策等︑

が誕生しました︒増税・エネ

自由民主党を中心とする政権

は︑衆議院総選挙が行われ︑

このようななか︑昨年末に

援﹂と地域の特性や資源を活

た使命は﹁中小企業の経営支

さらに︑私どもに課せられ

たいと存じます︒

とならぬよう対処してまいり

事業を展開し︑駅前が空洞化

活性化協議会﹂を中心に各種

して立ち上げた﹁中心市街地

援を得て︑関係諸団体と協力

わいを取り戻すべく︑市の支

当所では︑地域の活力と賑

拶といたします︒

らご祈念申し上げ新年のご挨

躍の年﹂となりますよう心か

克服し︑皆さまにとって﹁飛

ました︒

ためて実感し︑特に日本選手

し︑国 民が夢と希望の持てる

用した個性と誇りあるまちづ

当商工会議所に対し

の活躍は︑東日本大震災の復

日本の未来像が示されること

くりを実現することにあると

平素

旧・復興に取り組んでいる被

を期待しております︒

機問題や円高︑高失業率の雇

しかしながら︑欧州債務危

ヨーカドー土浦店﹂が閉店い

ラ﹂の核店舗である﹁イトー

本年２月に︑土浦駅前﹁ウラ

も︑厳しい経営環境の変化に

組むとともに︑工業について

興︑新しい産業の創出に取り

商店街等の魅力の向上・振

本市に目を向けてみますと︑

用情勢に加え︑我が国固有の

たします︒

けてくれました︒

領土である尖閣諸島・竹島に

考えます︒

災地をはじめ日本中を勇気づ

年の新年を皆様健や

かにお迎えのこととお慶び申
大変不安定な状況の年であり
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し上げます︒

平成

地域の活力再生に向けて
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土浦市長
中 川
の大幅赤字︑雇用の悪化︑解

が︑円高・デフレ︑貿易収支

明るいニュースもありました

築く極めて重要な年でありま

継いでいくための新たな礎を

るとともに︑次の世代に引き

市全体の都市活力を増進させ

︵まちなか︶移転の決定など︑

の実現に向けた新たな飛躍の

のまち

みどり・人がきらめく

みにより︑持続可能な﹁水・

づくり﹂の推進の一層の取組

﹁市民の皆様との協働のまち

ル化時代へと︑変革の波は︑

さて︑人口減少︑グローバ

今後ともご支援・ご協力をお

年にしたいと思いますので︑

土浦﹂

安心

散・総選挙︑そして再びの政

した︒

一方︑本市におきましては︑

清
権交代と内憂外患の一年であ

新治村との合併６年目を迎え︑

願い申し上げます︒

活力のまち

りました︒
さて︑昨年を振り返ります

様々な場面でますます大きく

お礼を申し上げます︒

地域の一体感が醸成される中︑

なってまいります︒

新年︑明けましておめでと
と︑領土問題など日本を取り

合併特例債事業に位置付けた

年の初春を市民の皆

完成︑新治公民館の建替えや

お力添えをいただきながら︑

土浦商工会議所のより一層の

拶といたします︒

を御 祈念申し上げ︑年頭の挨

員の皆様の健康での御活躍と︑

小 町の館リニューアルの着工︑

私のまちづくりの基本姿勢で

平成

うございます︒
巻く東アジアの緊張の高まり

結びに︑土浦商工会議所会

や︑ヨーロッパ債務問題︑ア
メリカの財政の崖問題︑そし

消防庁舎︑市営斎場の移転・

あります﹁行財政改革﹂と

市政におきましては︑こう

様と共に迎えられる慶びをか

て国内に目を向けますと︑ロ

建替えの進捗︑そして市役所

事業の内︑朝日トンネルの

みしめております︒
山口会頭をはじめ︑土浦商
ンドンオリンピックでの若い

本庁舎の半世紀ぶりの街中

年になること

工会議所の皆様には︑本市商
アスリート達の活躍︑山中伸

民の皆様が安全︑安心︑快適

評被害の払拭などに努め︑県

力あるいばらき﹂づくりを進

などにも一層力を入れ︑﹁活

農業改革の推進や観光の振興

端の科学技術の拠点づくり︑

道徳教育を推進するとともに︑

き︑本県独自の少人数教育や

﹁人づくり﹂のため︑引き続

より良き平成

工業の振興に御尽力いただく
弥教授のノーベル賞受賞など︑

に暮らせる﹁生活大県﹂の実

めてまいります︒

した変化にも柔軟に対応し︑

とともに︑市政各般に対して

現に向け︑全力で取り組んで

昨年は︑東日本大震災や原

ための重要な年であり︑引き

なる発展の軌道に乗せていく

着実に成し遂げ︑本県をさら

本年は︑震災からの復興を

きも見られたところです︒

など︑発展に向けた明るい動

港における便数や路線の拡充

着実に進むとともに︑茨城空

備に取り組んでまいります︒

や広域交通ネットワークの整

今後とも︑さらなる 企業誘致

復の兆しを見せてきており︑

県内への工場立地の動きも回

原発事故の影響で落ち込んだ

大が重要であります︒震災や

働く場の確保や交流人口の拡

に発展させていくためには︑

まず︑これから茨城を着実

浄化などに力を注ぎ︑﹁住み

い県土づくりや霞ヶ浦の水質

いります︒さらに︑災害に強

などに積極的に取り組んでま

いづくりや障害者の自立支援

対策︑高齢者の健康・生きが

婚・子育て支援などの少子化

医師確保対策をはじめ︑結

域医療や福祉の充実のため︑

次に︑喫緊の課題である地

年 のあいさつといたします︒

躍をお祈りいたしまして︑新

ます︒

き﹂づくりを推進してまいり

取り組み︑﹁人が輝くいばら

はいじめ問題への対応などに

を入れてまいります︒さらに

理数教育や国際理解教育に力

また︑我が国の将来を担う

てまいります︒

まいります︒

発事故の影響に加え︑円高や

続き︑行財政改革を進めなが

よいいばらき﹂づくりを進め

上げます︒

をお迎えのこととお慶び申し

皆様にはすがすがしい新春

います︒

世界景気の低迷など厳しい一

また︑中小企業の振興︑最先

皆様の益々のご健勝とご活

年でありましたが︑一方で︑

ら︑社会基盤の本格復旧や風

昌

25

震災で被災した施設の復旧が

あけましておめでとうござ

茨城県知事
橋 本

御理解と御協力を賜り︑厚く
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災の記憶を風化させず︑国内需
要を拡大させるためにも復興の
スピードを上げなければなりま
せん︒被災地の復興が日本の再
生の第一歩であることを改めて
強く認識する必要があります︒
商工会議所では具体的な活動と
して遊休機械の無償提供事業や
被災地域産品の販路開拓支援事
業などを展開していますが︑今
後も復興の支援活動を継続的に
展開してまいります︒
また︑わが国の国民生活や企
業経営を左右する重要課題につ
いては︑その解決に一刻の猶予
もありません︒国家の命運を握
るエネルギー政策︑給付の重点
化・効率化策の多くが先送りさ
れた社会保障と税の一体改革︑
価格転嫁対策などの課題が残る
消費税増税︑早急な決断が求め
られるＴＰＰ︵環太平洋経済連
携協定︶への交渉参加問題︑企
業の海外進出などの加速に伴う
国内産業の空洞化や雇用の減少
など︑今後の経済社会にとって
極めて重要な課題ばかりです︒
日本経済を成長させる原動力は
中小企業のダイナミズムです︒
中小企業の﹁成長﹂を促す視点
を踏まえた起業・創業や販路開
拓︑海外進出支援︑人材供給・
育成など﹁攻め﹂の政策が必要

■よりよい経済社会を次の世代に

です︒中小企業の支援ニーズは
多様かつ成長段階に応じて異な
りますが︑我々としてもきめ細
かく︑より踏み込んだ具体的な
支援策を政府などへ強く働き掛
けてまいりたいと存じます︒
日本商工会議所でも全国の商工
会議所間のネットワークをさら
に強固にし︑これら直面する諸
問題の解決に向けて全力でまい
進してまいります︒

高度成長の象徴として１９６
４年に開催された東京オリンピ
ックから 年の時を経て︑２０
２０年オリンピック・パラリン
ピックの招致が実現するならば︑
東日本大震災という国難を乗り
越え︑日本経済再生に向かう大
きな目標となります︒この３月
にはＩＯＣ︵国際オリンピック
委員会︶評価委員会が来日︑最
終調査を実施し︑９月７日にＩ
ＯＣ総会で開催都市が決定しま
す︒まさに最終決戦となります
が︑日本中に勇気と希望を与え︑
未来を担う子供たちの健全な育
成のためにも︑全力を挙げて勝
ち取りたいと存じますので︑全
国の皆様の熱いご支持をお願い
いたします︒
今日の日本は閉塞感の中にあ
りますが︑我々には将来の世代

に対してよりよい経済社会を創
り︑襷を渡していく責務があり
ます︒長年にわたり積み残して
きた課題に勇気を持って切り込
み︑日本経済の再生を果たしな
がら︑ 年︑１００年後の社会
発展の基盤を再構築しなければ
なりません︒絶え間ない﹁イノ
ベーション﹂への挑戦により閉
塞感を打ち破り︑日本経済の再
生と持続可能な経済社会の実現
を果たすため︑本年も皆様とと
もに前進していく決意でありま
す︒皆様の一層のご支援とご協
力を心からお願い申しあげます︒
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世界を牽引する日本へ︑
﹁攻め﹂の政策を

も減少し続ける中︑長引く円高
やエネルギー供給制約など企業
経営を圧迫する要因も重なり︑
景気後退局面との見方も強まっ
ています︒
こうした中︑昨年末の選挙を
経て発足した新たな政権には︑
強いリーダーシップによる﹁決
める政治﹂のもと︑成長戦略の
着実な実行︑なかでも私どもが
求め続け︑その柱に位置づけら
れた中小企業戦略を強力に進め
ることを強く期待します︒﹁科
学技術創造立国﹂︑﹁文化立
国﹂を旗印に︑官民あげて成長
分野へ集中的投資を行い︑国内
需要を喚起しながら︑世界を牽
引する気概を持って産業のイノ
ベーションを巻き起こす政策を
断行するときです︒
■被災地復興と﹁攻め﹂の中小
企業政策を
東日本大震災から間もなく２
年が経過しようとする中︑被災
地復興と福島の再生は遅々とし
て進まない状況にあります︒震

56

日本商工会議所会頭
岡 村
正
平成 年の新春にあたり︑謹
んでご挨拶申しあげます︒本年
が日本再生へ力強く踏み出す一
年であることを心より祈念いた
します︒
■﹁決める政治﹂のもと産業の
競争力強化を
２０１２年はわが国をはじめ
米国︑中国など︑世界経済に影
響力のある国々が新たな指導体
制に移行した年でした︒本年は
各国が協調し︑日本︑欧州︑米
国︑新興国のそれぞれにおいて︑
力強い経済発展が実現されるこ
とを期待したいと思います︒
しかし︑現下の世界経済は減
速懸念が強まる状況にあります︒
欧州の財政金融問題は当面の危
機は回避しているものの︑経済
不安は依然くすぶり続け︑また︑
米国の財政問題や新興国の成長
力鈍化など不安材料も多く︑今
後も注意深く見守る必要があり
ます︒国内経済も１０年以上に
わたるデフレにより国内市場は
縮小し︑ＧＤＰ︵国内総生産︶
25
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年度の準備が着々と進

実行﹂〜青年の元気で未来を

今年度は︑﹁集結・提案・

︵土浦メッセンジャーアイド

般公募によりご当地アイドル

浦市を広くＰＲ するため︑一

参りました︒特に昨年は︑土

加するなど多くの活動をして

りイベント等への積極的に参

の新事業の企画や︑まちづく

に加え︑まちの賑わいのため

ヶ月となりましたが︑過日開

ての任期も残すところあと３

さて︑私の本年度会長とし

信しております︒

地域貢献できているものと確

ともに︑微力ではありますが

同志の連携がより深まったと

な活動によって︑青年部会員

そして︑これらのさまざま

ご鞭撻をお願い申し上げまし

すとともに︑さらなるご指導︑

のご支援︑ご協力に感謝しま

たいと存じます︒

持ちで最後まで全力を尽くし

﹁まだ３ ヶ月ある﹂という気

会長職の締めくくりとして

んでおります︒私も２年間の

平成

創ろう〜をスローガンとして

princess︶事

て︑新年のご挨拶とさせてい

た︒

掲げ︑茨城県内外の商工会議
ルT

催されました臨時総会におい

ただきます︒

しましては︑毎月の例会開催

職を拝命してからもうすぐ１
所青年部との情報交換や事業

業を立ち上げたところ︑茨城

て︑説田和彦君が会長予定者

土浦商工会議所
青年部会長
大 山 直 樹

年が経過しようとしています︒
への参加︑地域内関係団体と

県内外より出演依頼が殺到し︑

の承認を得ました︒現在︑説

年度の会長

日本大震災や原発事故の影響

昨年を振り返りますと︑東

げます︒

嬉しく心より厚くお礼申し上

を進めることができ︑本当に

行事においては︑盛況に行事

をすることで大勢の市民のみ

元のイベントに積極的に参加

する予定です︒このように地

カレーフェスティバルに参加

づくり事業の一環として土浦

トへの出場︑秋には食のまち

ラまつり七夕おどりコンテス

桜まつりへの参加︑夏のキラ

春のひな祭りのおもてなし・

女性会としましては本年も︑

うに思います︒

影響する出来事が多かったよ

えております︒

り親睦を深めていきたいと考

女性会メンバーとの交流を図

行事に参加することで各地の

浦女性会としてもこのような

などが計画されています︒土

大会︑北関東三県合同研修会

め︑県大会︑関東大会横須賀

年は全国大会仙台大会をはじ

参加できませんでしたが︑今

たため全国大会小倉大会には

昨年は土浦の花火と同日だっ

いと思っております︒ま た︑

よう︑よろしくお願いいたし

らぬご支援ご鞭撻を賜ります

ていただきます︒本年も変わ

し上げ︑新年のご挨拶とさせ

年でありますことをお祈り申

まして︑実り多く健やかな一

結びに︑本年も皆様にとり

ます︒

支援ご協力をお願い申し上げ

て尽くして参りますので︑ご

地元のため︑会員一体となっ

はの優しさと感性を生かして︑

会員の輪を広げ︑女性ならで

早いもので︑

春のお慶びを申し上げます︒

年を迎え︑謹んで新

この間︑当青年部は市内から
の共同事業の推進︑常磐線東

各方面にて土浦市の広報活動

田次年度会長予定者を中心に

平成

県内外へと幅広く活動を行い︑
京駅・横浜駅乗り入れ推進協

を活発に行うことができまし

平素は当会の運営に対し︑

が色濃く残る厳しい一年でし

なさまとふれあい︑ともに地

土浦商工会議所
女性会会長
阿 部 ふく江

ご理解ご協力をいただき誠に

た︒また︑領土問題をはじめ︑

お慶び申し上げます︒

やかに新春をお迎えのことと

皆様におかれましては︑健

います︒

明けましておめでとうござ

ありがとうございます︒

ます︒
元の発展にかかわっていきた

おかげさまで昨年の年間諸

私達女性会は本年もさらに
年末の政権交代劇など将来に

−

24

最後になりましたが︑皆様

非常に充実した日々を過ごす
議会への支援︑委員会事業と

25

ことができたように思います︒

25
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土浦商工会議所では︑空き店舗利用促進事業﹁土浦繁盛
記﹂の一環として︑空き店舗情報の発信や空き店舗を活用し
た企画運営等を実施しています︒
本 年 度 も ２月 よ り 予 定 さ れ て い る ﹁ 土 浦 の 雛 ま つ り ﹂ の 開
催にあわせて︑昨年同様土浦名店街において︑商店街や大家
さん︑不動産業者︑大学生等の協力のもと︑一般の出店希望
者を募り︑新規開業者の発掘も含めた空き店舗の活用実験に
取り組み︑にぎわい創出を試みます︒

場
容

期 間 雛まつり開催期間
平成 年２月９日︵土︶〜３月３日︵日︶の
土曜︑日曜を基本とする
会
内

問合せ

土浦名店街の空き店舗２ヶ所︵会場図Ｃ︑Ｄ︶
物販・サービス・展示・他︵その他相談ください︶
賃貸条件等詳細はお問合わせください
※
土浦商工会議所﹁土浦繁盛記﹂係り ↑亀城公園 駅前通り 土浦駅↓
ＴＥＬ０２９ー８２２ー０３９１
ＦＡＸ０２９ー８２２ー８８４４

錦明堂 マッサ
ジー

Ｂ

Ｄ

美容室 京染
はまのや

居酒屋
のぞみ

Ａ
ウインク ミハル ナカザ
化粧品 ワ靴店

Ｃ
園部青果
Ｅ
北沢歯科 焼き鳥
幸ちゃん

Ĵı Ĵı

გ
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昨年の実施風景
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水戸支社 土浦営業所
〒300-0051 土浦市真鍋 1-16-11 延増第３ビル
TEL 029-822-3972

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︒
丹羽雄哉衆議院議員・藤田
幸久参議院議員・中川清土浦
市長︑県・市議会議員を中心
にご来賓として迎え︑関係諸
官庁︑
各業界の代表者240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
で始まり︑主催三団体を代表
し山口会頭が挨拶した︒その
中で﹁土浦市も市庁舎移転を
はじめ︑これまで検討されて
きた事が現実のまちづくりと
して展開される1年になるの
ではないかと思う︒巳年は古
T-Princess はオリジナル曲「夜空にきらら」を披露

月

日︵月︶土浦市役所において︑土浦商工会議所

市庁舎建設等に伴う
中心市街地のまちづくりを要望
去る

と土浦商店街連合会︵瀬古澤拡会長︶は連名で中川市長あて
に次の５項目を要望した︒

１．新庁舎一部に周辺生活者対策として︑商業施設の導入
を図られたい︒

２．イトーヨーカ堂土浦店舗等の閉店から新庁舎オープン
までの︑工事期間短縮化に努められたい︒

３．新庁舎建設工事期間中における土浦駅周辺の賑わい対

数字で脳

トトト

レレレ

9

策を講じられたい︒

7

４．中央１丁目等を含む土地利用と空き店舗対策及び周辺

3

の道路や駐車場等の整備を図られたい︒

8

５．国・県既存施設の移転を積極的に中心市街地へ誘導促

6

進を図られたい︒

4

当日は︑山口会頭︑瀬古

数字で脳トレ解答

5

澤商連会長︑宇田川︑横山

月号

︻解き方一例︼
計 算 式︵ Ｄ×Ｉ÷Ｂ
＝ ︶から︑Ｂは1 ︑
2︑
3︑
4のいずれか︒
︵ 5 以 上は掛け算の
最 大 数 を 超 える
た め ︶不 等 号︵ Ａ
Ｂ︶より︑
Ｂは1では
ない︒Ｂ＝2の場合︑
ＤとＩは 4か9 ︒Ｂ
＝ 3の場 合 ︑Ｄと Ｉ
は6か9︵Ｅ＝ 6なので不 成 立 ︶Ｂ＝ 4の場 合 ︑Ｄ
Ｄ＝4︑
Ｉ＝
とＩは8か9︒不等号︵6 Ｄ︶より︑
9 ︑Ｂ＝ 2 ︒不 等 号︵Ａ 2 ︶より︑Ａ＝ 1 ︒残りの
数は3 ︑5 ︑7 ︑8︒計 算 式︵Ａ＋Ｈ＝Ｆ︶より︑
Ｈ＝
7 ︑Ｆ＝ 8 ︒残りの数は3 ︑5 ︒不 等 号︵ 4 Ｇ︶よ
り︑
Ｇ＝3︑
Ｃ＝5

2

両副会頭︑菅澤専務理事が

−

×

÷

＋

1

出席し︑中川市長︑五頭副
市長など市の執行部と意見
交換を行った︒

5

Ｄ×Ｉ÷Ｂ＝18 Ａ＋Ｈ＝Ｆ

17

2
0
7

72

12

5

×F＝40 G×Ｈ＝D
12 （Ａ＋Ｉ）

18

くから成長・発展する年と言
われている︒皆様と共に大き
く成長・発展するようまちづ
くりを一層進めてまいりた
い﹂と抱負を述べた︒
来賓祝辞の後︑矢口市議会
議長の乾杯で祝宴に入り︑出
席された方々は終始和やかに
新年の挨拶を交わし合ってい
た︒
また︑出席者からヤマグチ
土浦ボクシングジム︵井上︑
高橋両選手︶及び地元出身幕
内力士﹁髙安関﹂の健闘を願
うと共に︑ご当地アイドル
﹁T Princess﹂に
よるオリジナル曲﹁夜空にき
らら﹂が披露され大いに盛り
上がった︒

約 240 名の出席のもと盛大に開催された

8
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平成２４年分 決算及び確定申告指導会日程
土浦商工会議所・中小企業相談所
関東信越税理士会土浦支部

●日程（12 日間）

2月

18日 19日 21日 22日 23日
月

火

木

金

土

3月

4日

5日

6日

7日

8日

月

火

水

木

金

●時間 午前の部 ９時３０分〜１２時
午後の部
※2 月 23 日､3 月 9 日の土曜は午後の部のみ。
●会場

9日 11日
土

月

１時〜４時

土浦商工会議所 ３階ホール

●持ちもの
決算書又は収支内訳書 ( 含前年度控 )、関係諸帳簿、確定申告書 ( 含前年度控 )、納付書、印鑑、
生命保険料・医療費等支払証明書、その他関係書類
※対象者は個人事業所の方で税理士先生に個別に関与されていない方です。

茨城県の特定最低賃金改正のお知らせ

土浦商工会議所創業支援講座

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、下表のとおり改正されました。
効力発生日：平成24年12月31日

ު̵଼̯ͬͥகΦ;Χ;

特定最低賃金名

時間額

鉄鋼業

805円

はん用機械器具、生産用機械器具、
業務用機械器具製造業

789円

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・同部品製造業

782円

各種商品小売業

756円

創業準備はしているが、
いま一歩創業まで至っていない方、
または創業間もない方で経営に関する基礎的な勉強をした
い方を対象とします。
（※少人数で集中的に勉強します）

日

時：２月２日・９日・１６日、
２３日の各土曜日の
１３：３０から１６：３０まで。

場

所：土浦商工会議所

内

容：「起業のための第一歩」
「販売戦略」を含む、計４回。

受講料：２，０００円
定

＜問合せ先＞茨城労働局労賃金室
（℡029-224-6216）
又は労働基準監督署

３階

員：１０名（定員になり次第〆切）

※講座内容、
お申込み方法等は、
土浦商工会議所 商工振
興課までお問い合せ下さい。
TEL 029-822-0391 FAX 029-822-8844

సܿקෝરડ

日︵日︶︑東京都中央

年度

８代目宮内隆氏︵当所会員︶

年を迎える老舗︑宮内畳店の

土浦市城北町で創業２０６

また︑﹁畳の寸法取り﹂仕上

紋合わせ技能に卓越している︒

縁を使用する作業で︑各辺の

人としての必須技術である紋

代の名工﹂︶に選出され︑卓

の卓越した技能者︵通称﹁現

屋を三平方の定理を応用し歪

作業であり︑平面幾何学な 部

がりの良否を左右する重要な

は︑厚生労働省の平成

越技能賞を受章した︒
︵全国

指導にも貢献している︒

更に︑業界の後継者育成・

越している︒

を消す方法である技法にも卓

畳台・拝敷等の製作は︑畳職

仏閣にて使用する八重畳︑二

﹁有職畳﹂と呼ばれる神社︑

150人︑畳業界からは３人︶

24

青年部通信
Ｔ Ｐ
- ｒ ｉｎ ｃ ｅ ｓ ｓ
茨城ご当地アイドル ＠茨城マルシェ
月

て茨城県主催イベント﹁茨城
Ｐｒ ｉｎ ｃ ｅ ｓ ｓ

ご当地アイドル＠ 茨城マルシ
ェ﹂にＴ
が出演した︒
当日は︑鹿嶋市のご当地ア
イドル﹁かしま未来りーな﹂
の皆さんも出演され︑ステー
ジパフォーマンスとノベルテ
ィグッズ配布や地元産品の試
食・販売を実施した︒天候に
も恵まれ︑来場者も大勢集ま

大勢のファンや見物客が押し寄せた

宮内 隆 氏

区銀座の茨城マルシェにおい

16
−

り大盛況であった︒

Ⴛྩ

当社の就業規則では就業

時間は午前９ 時から途中

質問者

なお︑業務従事中の災害に

れています︒

ついては︑使用者等の債務不

つながることもあります︒初

１ 時間の休憩があり午後６ 時

期の対応によって大きく違っ

反︶が問われ損害賠償請求に

仕事をしていることがありま

てくることもあるので︑労災

履行責任︵安全配慮義務違

す︒その場合︑超過時間中に

までです︒仕事が多い時は就

従業員が業務上の事由でけが

が発生した時の届出等の対応

業時間後も１時間程度残って

をした場合は労災になるので

については迅速に︑誠意をも

ＴＥＬ

８２２ー０３９１

問い合せは︑商工振興課まで

って行うことが大変重要です︒

しょうか︒

ご質問の場合は労災にな
社労士

ります︒上司から時間外

労働の指示が出ている場合は

当然業務遂行性が認められ︑

労災になりますが︑そうでな

い場合︑例えば労働者が上司

の指示なしに残業している場

合でも︑業務量等から時間外

労働をせざるを得ない状況で

ある場 合は黙示の指示があっ

たとされ︑業務遂行性が認め

られます︒サービス残業であ

条

ってももちろん同様です︵サ

ービス残業は労働基準法
違反になります︶︒

判例からも明らかであるとさ

のではないというのが過去の

るかどうかによって決まるも

則で労働時間と定められてい

これは︑労働契約や就業規

37

かしま未来りーなと記念撮影
ファンの声援に笑顔で応える

12
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え︑商品の多様化や低価格化

円安・株高傾向に加え︑政府

ほぼ横ばいの見込み︒最近の

業況ＤＩは︑悪化︒先行きは慎重な見方が続く

㻙㻟㻜㻌

㻙㻢㻜㻌
㻙㻣㻜㻌
㻙㻤㻜㻌
㻝㻝

㻝㻝㻛㻝

㻟

㻡

㻣

㻥

㻝㻝

㻝㻞㻛㻝

㻟

㻡

㻣

㻥

㻝㻝

※ 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。

２

14

−

12
30

−

24

24

土浦

in

年度新規高校卒業者就職面接会

30

25

平成

−

平成 年３月新規高等学校卒業予定者で︑
就職が未内定の者

15 25

対象者

日 時 平成 年 月 日︵木︶
時〜 時 分︵受付 時 分〜︶
会 場 ホテルマロウド筑波 土浦市城北町２
主 催 ・ハローワーク︵土浦・龍ヶ崎・石岡・常総︶
・茨城労働局 ・茨城県 ・茨城県教育委員会
お問い合わせ・お申し込みは各ハローワークまで
土浦公共職業安定所︵ハローワーク土浦︶
参加費無料
ＴＥＬ ０２９ ８２２ ５１２４
参
※加には事前に申し込みが必要になります︒

企業の皆様へ まだ就職の決まらない高校生が多数お
りますので︑是非とも新規高卒者の採用にご理解とご
協力をお願いいたします︒
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第２回いばらきジョブフェスタ

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）

ドの低迷など︑楽観できない

㻙㻡㻜㻌

ことから︑先行きは慎重な見

方が続く︒

㻙㻠㻜㻌

12

︵早期景気観測︶

月の業況と先行き見通し

により新規顧客の取り込みを

12 12

月集計結果

月の全産業合計の業況ＤＩ

による経済対策や中国経済の

㻙㻞㻜㻌

回復に対する期待感がみられ

㻜㻌
㻙㻝㻜㻌

図る大手チェーン店の攻勢に

《業況ＤＩ（全産業・前年同月比）の推移》

晒されている小売業・飲食業

※「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

は︑▲３ ４ ．１ と︑前月から

サービス ▲15.6 ▲16.6 ▲22.5 ▲27.6 ▲27.9 ▲30.9 ▲35.8

▲３ ．０ ポイントの悪化︒先

売 ▲43.1 ▲34.3 ▲40.3 ▲45.9 ▲39.9 ▲41.9 ▲42.3

るものの︑電力料金の値上げ︑

小

など︑地域の中小企業を取り

売 ▲23.6 ▲27.3 ▲19.3 ▲29.1 ▲26.1 ▲38.9 ▲32.3

月中旬からの円安傾向は好材

卸

所得の減少に伴う消費マイン

造 ▲18.1 ▲21.9 ▲27.8 ▲33.8 ▲37.6 ▲35.9 ▲35.7

巻く環境はさらに厳しさを増

製

料であるものの︑中国向け輸

設 ▲25.8 ▲19.6 ▲16.6 ▲21.5 ▲17.9 ▲22.6 ▲25.4

先行きについては︑先行き

建

している︒

全 産 業 ▲25.2 ▲23.8 ▲26.6 ▲32.6 ▲31.1 ▲34.1 ▲35.1

出低迷が続く製造業は幾分回

先行き見通し
12月 1〜3月

11月

復するも低水準で推移︒また︑

10月

見通しＤＩ が▲３５ ．１ ︵今

9月

今冬の賞与減少に伴う個人消

8月

月比▲１ ．０ ポイント︶と︑

業況ＤＩ（前年同月比）の推移

費の冷え込みによる影響に加

業況ＤＩ
（前年同月比）の推移
業況ＤＩの推移
（全産業・同年同月比）

2012年
7月

ロボ調査
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二階茶室で文化教室を開催

個性を活かし楽しくコーディネイト

店内１F は和雑貨がたくさん

２F では晴れの日のお手伝い

インフォメーション

月

1/13

14 成人の日

20

城下町をイメージした外観

火

1月 2 月
▼

infomation
日

12

いております︒また︑レンタ
ルのおきものも多数ご用意い
たしております︒
着付け教室︑茶道教室︑細
工教室も主催いたしており︑
みなさまに気軽にお越しいた
だける呉服店を目指しており
ます︒
和雑貨なども展示販売し︑
和空間を楽しんでいただける
ようカフェスペースもご用意
しておりますのでどうぞ︑お
気軽にお出かけくださいませ︒
心よりお待ち申し上げており
ます︒

新作振袖展開催中 !!

住 所
土浦市中央二丁目八ー二
TEL ８21ー0452
FAX 823ー1472

私どもは︑昭和6年創業の
呉服店でございます︒
日本の文化でもあります
﹁きもの﹂を少しでも皆様の
身近なものになるよう︑平成
年6月に︑店内をリニュー
アルオープンいたしました︒
着物を通しての出逢いを大
切に︑普段にお召しいただけ
ます︑ゆかた・木綿・紬・小
紋のお着物から 訪問着・色留
袖・黒留袖・お振袖の礼装着
などお客様とご一緒に楽しく
コーディネイトさせていただ
20
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水

木

MEMBER S NOW
掲載事業所募集中

金

土

15

16

・中心市街地活性化
協議会13:30〜

・髙安関応援ツアー
・女性会新年会18:00〜

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29 ・筑波銀行真鍋支店
開店記念式典 8:30〜 30

31

2/1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 建国記念の日

12

13

14

15

16 ・創業支援セミナー
13:30〜

・商業部会、
商店街連合会合同会議
15:00〜

・観光部会新年会
18:00〜（霞月楼）

・珠算検定試験
・日本珠算連盟段位認定
試験

1

・桜まつり主催団体会議
15:00〜
・青年部役員会19:15〜

・金融特別・経営相談会
13:00〜
・中心市街地活性化シンポジウム
14:00〜（ウララ２−７F）

・かすみがうら市就職面接会
・元気いばらき就職
面接会 13:30〜
10:30〜（あじさい館）
（土浦合同庁舎）
・青年部新春交流会
18:00〜（マロウド筑波）

・グループ補助金全体会議
14:00〜
・新春経済講演会
14:00〜（常陽藝文ホール）

・金融特別相談会
経営相談会13:00〜

・県連新春懇談会
11:00〜（水戸プラザホテル）
・中心市街地活性化セミナー
14:00〜（ウララ５F）

・建設部会：BCP策定
セミナー 14:00〜

・新規高校卒業者就職面
接会 13:00〜
（マロウド筑波）

・中城天満宮初例祭
14:00〜

・正副会頭会議
15:00〜

・常議員会13:30〜

・土浦の写真コンテスト
表彰式 10:00〜
（まちかど蔵）

・みんなで協働のまちづ
くりシンポジウム
13:00〜（市民会館）

・土浦まち歩き学認定試
験10:00〜
・県青連設立30周年記念
式典15:00〜（古河市）
・土浦の雛まつり
3/3まで
・土浦の花火フォトコン
テスト表彰式 13:30〜
（国民宿舎水郷）
・創業支援セミナー13:30〜

・土浦市新治商工会
創立50周年記念式典
14:00〜
（マロウド筑波）
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