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12月３日　個別金融相談会(商工会)　９日　女性部おもてなし交流事業

(山水亭)　自治金融審査会(市役所)　10日　女性部セミナー及び交流会

(東雲)　11日　建設業部会幹事会(桜会館)　青年部月例会(桜会館)　12

日　第４回理事会(桜会館)　14日　大穂支部幹事会(月の華)　19日　弁

護士無料相談会(商工会)

１月８日　青年部月例会(桜会館) 14日　金融審査会(商工会)　個別金融

相談会(商工会)　15日　自治金融審査会(市役所)　司法書士無料相談会

(商工会)　年末調整個別指導(～17日　商工会)　19日　青年部凧揚げ大

会(谷田部小学校)　25日　優良従業員表彰式・新春講演会・新年会(東

雲)　28日　金融審査会(商工会) （令和2年2月1日現在）

金 利 情 報

◎経営改善貸付……………1.21％
（マル経資金）

◎普通貸付…………………2.35％

◎自治金融…………………1.11％

会員さまの法的問題に弁護士が無料で相談に応じます。お気軽

にご相談下さい。

○相談日　令和２年２月20日(木)

○時　間　午後２時～４時　※時間はお一人30分程度です。

○会　場　つくば市商工会

○申　込　相談希望日の１週間前までに、お電話でお申し込み

　　　　　ください。

　　　　　０２９(８７９)８２００

　　　　　（相談希望日と相談内容をお知らせ下さい）

　　※申込者多数の場合は、日程を調整させていただきます。

　　　相談時の撮影・録音はご遠慮ください。

弁護士無料法律相談会のお知らせ
取引、借金、相続などの問題に司法書士が無料で相談に応じま

す。

○相談日　令和２年３月18日(水)

○時　間　午後２時～４時　※時間はお一人30分程度です。

○会　場　つくば市商工会

○申　込　相談希望日の１週間前までに、お電話でお申し込み

　　　　　ください。

　　　　　０２９(８７９)８２００

　　　　　（相談希望日と相談内容をお知らせ下さい）

　　※申込者多数の場合は、日程を調整させていただきます。

　　　相談時の撮影・録音はご遠慮ください。

司法書士による無料相談会のお知らせ

　特定の業種に従事する労働者とその使用者に適用される

最低賃金が、下記一覧表のとおり改正決定されました。

　使用者と労働者が合意し「特定最低賃金額」未満の賃金

で労働契約を結んでも、その賃金は無効とされ「特定最低

賃金」が適用されます。

　なお、次の（１）から（３）に掲げる者等については特定最

低賃金の適用が除外され、茨城県最低賃金（時間額８４９

円）が適用されます。

（１）１８歳未満又は６５歳以上の者
（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの
（３）清掃、片付けの業務に主として従事する者

～もうチェックした？最低賃金！
使用者も 労働者も。～

　県では、すべての労働者が働きやすい環境づくりに向

けて、「働き方改革」に積極的に取り組む企業、取組が優

れた企業を認定する制度を創設しました。認定企業は、

県の求人サイトの特集ページで「働き方改革優良企業」

として掲載するなど、人材を確保しやすい環境となるよ

う支援いたします。

　働き方改革に取り組んでいる企業の皆様からの申請を

お待ちしています！！

〔申請要件〕
・茨城県内に本社または本店を置く企業（個人、団体を

含む）であること。

・茨城県が実施する「仕事と生活の調和推進計画」への

届出および「いばらき女性活躍推進会議」への会員登

録がなされていること。

※その他の申請要件、認定基準等、詳細は下記ＵＲＬ

　（県ＨＰ）をご覧ください。

http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/wlb

/nintei.html

◆問い合わせ先◆
（申請方法等について）
本事業受託者：株式会社セキショウキャリアプラス
　　　　　　　企画・運営チーム
TEL　０２９－８６０－５０８０（受付時間9:00～18:00）
E-mail　kigyo-shien@sekisho-career.co.jp
（事業全体について)
県産業戦略部 労働政策課　労働経済・福祉Ｇ
TEL　０２９－３０１－３６３５
E-mail　roseil@pref.ibaraki.lg.jp

茨城県の特定最低賃金改正のお知らせ

※詳細については、
茨城労働局賃金室（TEL029-224-6216）又は最寄りの

労働基準監督署までお問い合わせください。

茨城県の特定最低賃金

効力発生日：令和元年 12 月 31 日

特　定　最　低　賃　金　名 時間額

鉄　　　　　　鋼　　　　　　業 ９４３円

９０５円

９０１円

各　種　商　品　小　売　業 ８７１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・同部分品製造業

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用
機械器具製造業

「働き方改革優良企業認定制度」
受付をスタートしました

令和二年　年頭あいさつ
　皆様明けましておめでとうございます。
　さて、本年の大きなイベントは何といっても、東京オリンピック・パラリンピックです。多
くの海外の方も見えられ、大いに盛り上がることが予想されます。1964年から50年余りを経て、
再び東京の地で開催されるオリンピック・パラリンピックに期待しています。
　しかし、この間日本経済は高度経済成長期やバブルの崩壊、そしてアベノミクスとう紆余曲
折をたどってきました。
　この先日本の経済や社会はどのように変わるのでしょうか。確実に言えることは、日本の
「人口減少社会」が本格化し、その影響が深刻さを増すと考えられます。赤ちゃんの出生数が
90万人を割り、15歳から64歳までの「生産年齢人口」の大幅な減少を通じて、日本経済全体の

大きな下振れリスクとなると思われます。人口減少により、経営者の後継者不足や人手不足の問題、また空き家問
題、介護問題、さらには自治体消滅の危機さえ考えられています。
　しかし、人口減少下でも、イノベーションや生産性向上などを果たせば、成長は続く可能性があります。それが
できるのが私たちの街つくばです。つくばには、ほかの街にない大きな可能性が溢れています。市も商工会も一緒
になって、大きな視点で考えていく必要があります。
　例えばつくばに税関の機能を設置し、つくばで品物や人間を全部チェックしそのまま成田空港から海外へ商品を
出荷する。圏央道を使えば20分で成田に行けます。ぜひ実現したいものと思っております
　またウインブルドンのような国際的な大きな事業が実施できないか。その会場へＴＸからモノレール等で直結を
させる。来る人も大変便利になる。そのぐらいのものができたとしてもつくばなら決しておかしくはないと思って
おります。
　こういったことは率先してつくばでやらなければならないことであります。そしてつくばの中で事業者をまとめ
て、大きな事業をつくばに定着させる。結果それが実現すれば小さい者たちがいろんな形で潤いますし、仕事にも
繋がります。
　約50年前に研究学園都市の建設が決まり、これ以上はないという開発をこのつくばで実現しました。私たちはあ
らゆる情報の集積するつくばで、より正確な情報を駆使しなければならないと思っております。研究機関をもっと
充実させ、その研究を積み重ね、成果、そういう情報を取り、あるいは利用しに来て下さる年間約130社の新規に
加入する商工会会員の期待を裏切らないように我々役員は頑張るつもりであります。
　最後になりますが、会員の皆様にとりまして、今年が明るく希望に満ちた一年となりますようご祈念申し上げて、
挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

つくば市商工会　会長　櫻 井　姚

櫻井姚商工会長

Tsukuba City Society of Commerce & IndustryTsukuba City Society of Commerce & IndustryTsukuba City Society of Commerce & IndustryTsukuba City Society of Commerce & Industry
商工会の現況

商工会員数

青年部員数

女性部員数

3255名

122名

211名

つくばっこ

(4) 令和２年２月発行 第223号(1)令和２年２月発行

●つくば市商工会　つくば市筑穂1-10-4　大穂庁舎 2Ｆ 029-879-8200
●発行人／櫻井　姚　　●ホームページ　https://www.tsukuba-cci.or.jp/



確定申告相談についての
お知らせ

Ⅰ．税務署に提出する確定申告書や届出書等には、マイナ
ンバーの記載と本人確認書類の写しの添付が必要です。

　　商工会でのご相談、お手続きの際は、申告・届出する

方ご本人の下記書類をご持参下さい。

　○マイナンバーカードをお持ちの方
　　　マイナンバーカードの写し（表裏両面）

　○マイナンバーカードをお持ちでない方
　　（下記①と②両方）
　　①・個人番号（マイナンバー）の通知カード
　　　・住民票（マイナンバーの記載があるもの）
　　　　のいずれか１つの写し
　　②運転免許証、健康保険被保険者証、パスポート等
　　　のいずれか１つの写し 

　※控除対象の配偶者及び扶養親族(16歳未満含む)がいる

方や、事業専従者がいる方は、その方のマイナンバー

が分かるものを合わせてご持参下さい。

Ⅱ．昨年、確定申告書を商工会を通して提出した方につい

ては、今年度より申告書用紙が送付されないこととな

りました。

　　申告書用紙に代えて「確定申告のお知らせ」のハガキ

又は通知書（下記参照）が、税務署より送付されます

ので、確定申告のご相談の際は必ずご持参下さい。

　　なお、申告書用紙が必要な方は、商工会にて配布しま

すので、ご来所の上、お申し出下さい。

～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～

～～～～～～～～～～～

つくば市商工会
１．期日及び担当税理士(※は消費税軽減税率対策個別相談と兼務)

　①２月17日(月)　川角　茂　岡田行広※

　②　　19日(水)　麻生修平　田口哲也※

　③　　21日(金)　名古谷栄子　麻生　惠

　④　　25日(火)　酒井正人　中川　宏

　⑤　　27日(木)　髙濵博美　土田久美子

　⑥３月２日(月)　桑原和彦　鈴木一宏

　⑦　　４日(水)　石嶋正明　田中寛子

　⑧　　６日(金)　岩本勝人　若林浩光

　⑨　　９日(月)　伊東俊明　根本　忠

　⑩　　10日(火)　中村照美　嘉藤智恵子

　⑪　　12日(木)　岡崎耕作　鈴木清治

２．時間　午前10時～午後４時(正午～午後１時を除く)

　　　　　　受付：午後３時まで

　　　　　※相談は当日受付順です。

　　　　　　混雑時はお待ちいただく場合があります。

３．場所　つくば市大穂庁舎 ３階大会議室
　　　　　住所：つくば市筑穂1-10-4
　　　　　電話：029(879)8200

※２月17日と19日は、消費税軽減税率制度や転嫁対策について

の個別相談を兼ねています。

・軽減税率制度の内容に関すること ・支援制度に関すること

・転嫁方法に関すること　　・転嫁拒否に関すること

・表示方法に関すること　　・改正消費税に関すること

などについてのご相談がある方は是非ご利用ください。

令和元年分 所得税･消費税の
確定申告 税理士個別相談

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

相談日　３月17日(火)

場　所　つくば市商工会（つくば市大穂庁舎２階）

相談員　日本政策金融公庫 土浦支店　担当者

申　込　相談希望日の前週の金曜日までに、お電話で　

お申し込み下さい。（℡:879-8200）

その他　※当日は、直近２期分の

　　　　決算書・申告書を

　　　　ご持参下さい。

個別金融相談会のお知らせ

～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～

２月17日(月)～３月16日(月)

※土･日曜・祝日等を除く

　(但し、２月24日、３月１日は開場)

午前９時～午後４時

新治ショッピングセンター｢さん･あぴお｣２階

住所：土浦市大畑1611番地

・期　　間

・受付時間

・申告会場

◎土浦税務署の確定申告･相談は、
下記の通りです。

つくば市商工会ホームページ
https://www.tsukuba-cci.or.jp

あなたのお店、紹介します。
商工会ホームページの｢会員事業所紹介｣コーナー

では、各事業所の紹介とホームページへのリンクを

掲載しております。

ぜひご登録下さい。(掲載･登録無料)

お申込はホームページから。

お知らせはがき 及び お知らせ通知書イメージ

新年３事業が開催されました。 優良従業員表彰式・新春講演会・新年会

◆ご来賓の方々◆(順不同)

◆永年勤続優良従業員表彰　受賞者(敬称略)◆

　１月25日（土）、つくば市内のホテルにおいて、永年勤続優良従業員表彰式・新春講演会・新年会の新年３事業が

開催されました。

　優良従業員表彰式では、18事業所59名の方々（別記参照）が、茨城県知事褒賞、茨城県産業戦略部長賞、茨城県

商工会連合会長賞、つくば市商工会長賞の各賞を受賞されました。

　櫻井会長は祝辞の中で「企業にとって一番重要な財産は人材です。今後も地域や企業のために更なるご尽力をお

願いします。」と述べられました。

　賞状と記念品の授与の後、受賞者を代表して、倉本良一さん（㈱エス・ディー・エス バイオテックつくば研究

所）が受賞への謝辞を述べられました。

　続く新春講演会では、経済アナリスト・獨協大学経済学部教授　森永卓郎先生を講師にお招きし「変化の時代の

今　企業に求められているものは？」と題してご講演をいただきました。

　講演では、日本企業の生産性向上のための働き方や高付加価値商品を作り出すための考え方等について長年のご

経験と豊富な情報を交えて、お話ししていただきました。

　新年会では、各方面より多数のご臨席を頂く中、櫻井会長の主催者代表あいさつに続き、毛塚つくば市副長など

からご祝辞を頂き、鏡開き、乾杯と続き歓談となりました。最後に参加者全員による三本締めで締め括り、盛会の

うちに終了しました。

謝辞を述べる
倉本良一さん

森永卓郎 先生

つくば市副市長　毛塚幹人様、衆議院議員　国光あ

やの様、同　青山大人様、茨城県議会議員　山中た

い子様、同　鈴木将様、同　星田弘司様、同　塚本

一也様、県産業戦略部中小企業課長　薄井秀雄様、

つくば市議会議長　神谷大蔵様、同　議員　黒田健

祐様、同　浜中勝美様、同　大久保勝弘様、同　滝

口隆一様、同　久保谷孝夫様、同　鈴木富士雄様、

同　塩田尚様、つくば市経済部長　篠塚英司様、同  

次長　永田悦男様、同　大橋一彦様、同　産業振興

課長　久保田靖彦様、茨城県商工会連合会　専務理

事　野澤勝様、茨城県信用保証協会土浦支店　支店

長　二川賢一様、日本政策金融公庫土浦支店　支店

長　兵藤匡俊様、（公社）土浦法人会　事務局長  

遠藤信一様、つくば食品衛生協会つくば支部　支部

長　須藤清様、つくば市青色申告会　会長　飯竹良

雄様、東日本電信電話㈱茨城支店　副支店長　楢村

大輔様、つくば市商工会　顧問　沼尻博様

茨城県知事褒賞（勤続40年以上）

倉本良一(㈱エス・ディー・エス バイオテックつくば研究

所)、深田収(㈱フジキン)

茨城県産業戦略部長賞（勤続20年以上）

大野基己、池畑昌行(以上、㈱東京電機)、篠崎豊(㈱学園む

つみ自動車)、郷正樹、田中政徳(以上、沼尻産業㈱)、飯田

容司、木村竜次(以上、㈱伊藤製鐵所　筑波工場)、渡辺は

つ江、根本美知子、桜井かつ子(以上、常陸興業㈱)、菊地

久美子(㈱大和田建設)、中村実(守谷鋼機㈱ 第１工場(つく

ば))、堀越正男(新和アメニティー㈱)、松田克也、水口昌

佳(以上、㈱タイコー技建)

茨城県商工会連合会長賞（男：勤続15年以上、女：勤続10

年以上）

小島邦弘(㈱東京電機)、佐々木ちづる、髙野智子(以上、㈱

つくばエデュース)、塚本俊之、池田一男、鈴木祐美(以

上、沼尻産業㈱)、中村泰子、中島早苗、木澤はるい、井上

三美、太田のぶ子(以上、常陸興業㈱)、雜賀真由美、泉谷

明広(以上、㈱タイコー技建)、大森寿子、助川良子(以上、

㈱扶桑)

つくば市商工会長賞（勤続５年以上）

野口香苗、陳秀華、髙橋恵(以上、㈲関東旅行センター)、

渡邊仁(㈱あおぞら)、百川由利子、野村文菜、飯岡ひろ

み、木村はる(以上、㈱つくばエデュース)、美野智昭、塩

谷貴史、藤田恵美子、髙堂美香、箱守庸子、松尾奈緒子、

豊村理紗、鈴木利江、白石和美

(以上、沼尻産業㈱)、山本雅

斗、中島和彦(以上、㈱伊藤製鐵

所　筑波工場)、沼尻紀子、飯島

茂、大和田裕子、山川進(以上、

常陸興業㈱)、島田晴美、柳本は

るえ(以上、㈱いいじま)、須永

浩二(関東商事㈱)、清水優(㈱

アースエコ)

(2) 令和２年２月発行 第223号(3)令和２年２月発行



確定申告相談についての
お知らせ

Ⅰ．税務署に提出する確定申告書や届出書等には、マイナ
ンバーの記載と本人確認書類の写しの添付が必要です。

　　商工会でのご相談、お手続きの際は、申告・届出する

方ご本人の下記書類をご持参下さい。

　○マイナンバーカードをお持ちの方
　　　マイナンバーカードの写し（表裏両面）

　○マイナンバーカードをお持ちでない方
　　（下記①と②両方）
　　①・個人番号（マイナンバー）の通知カード
　　　・住民票（マイナンバーの記載があるもの）
　　　　のいずれか１つの写し
　　②運転免許証、健康保険被保険者証、パスポート等
　　　のいずれか１つの写し 

　※控除対象の配偶者及び扶養親族(16歳未満含む)がいる

方や、事業専従者がいる方は、その方のマイナンバー

が分かるものを合わせてご持参下さい。

Ⅱ．昨年、確定申告書を商工会を通して提出した方につい

ては、今年度より申告書用紙が送付されないこととな

りました。

　　申告書用紙に代えて「確定申告のお知らせ」のハガキ

又は通知書（下記参照）が、税務署より送付されます

ので、確定申告のご相談の際は必ずご持参下さい。

　　なお、申告書用紙が必要な方は、商工会にて配布しま

すので、ご来所の上、お申し出下さい。

～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～

～～～～～～～～～～～

つくば市商工会
１．期日及び担当税理士(※は消費税軽減税率対策個別相談と兼務)

　①２月17日(月)　川角　茂　岡田行広※

　②　　19日(水)　麻生修平　田口哲也※

　③　　21日(金)　名古谷栄子　麻生　惠

　④　　25日(火)　酒井正人　中川　宏

　⑤　　27日(木)　髙濵博美　土田久美子

　⑥３月２日(月)　桑原和彦　鈴木一宏

　⑦　　４日(水)　石嶋正明　田中寛子

　⑧　　６日(金)　岩本勝人　若林浩光

　⑨　　９日(月)　伊東俊明　根本　忠

　⑩　　10日(火)　中村照美　嘉藤智恵子

　⑪　　12日(木)　岡崎耕作　鈴木清治

２．時間　午前10時～午後４時(正午～午後１時を除く)

　　　　　　受付：午後３時まで

　　　　　※相談は当日受付順です。

　　　　　　混雑時はお待ちいただく場合があります。

３．場所　つくば市大穂庁舎 ３階大会議室
　　　　　住所：つくば市筑穂1-10-4
　　　　　電話：029(879)8200

※２月17日と19日は、消費税軽減税率制度や転嫁対策について

の個別相談を兼ねています。

・軽減税率制度の内容に関すること ・支援制度に関すること

・転嫁方法に関すること　　・転嫁拒否に関すること

・表示方法に関すること　　・改正消費税に関すること

などについてのご相談がある方は是非ご利用ください。

令和元年分 所得税･消費税の
確定申告 税理士個別相談

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

相談日　３月17日(火)

場　所　つくば市商工会（つくば市大穂庁舎２階）

相談員　日本政策金融公庫 土浦支店　担当者

申　込　相談希望日の前週の金曜日までに、お電話で　

お申し込み下さい。（℡:879-8200）

その他　※当日は、直近２期分の

　　　　決算書・申告書を

　　　　ご持参下さい。

個別金融相談会のお知らせ

～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～

２月17日(月)～３月16日(月)

※土･日曜・祝日等を除く

　(但し、２月24日、３月１日は開場)

午前９時～午後４時

新治ショッピングセンター｢さん･あぴお｣２階

住所：土浦市大畑1611番地

・期　　間

・受付時間

・申告会場

◎土浦税務署の確定申告･相談は、
下記の通りです。

つくば市商工会ホームページ
https://www.tsukuba-cci.or.jp

あなたのお店、紹介します。
商工会ホームページの｢会員事業所紹介｣コーナー

では、各事業所の紹介とホームページへのリンクを

掲載しております。

ぜひご登録下さい。(掲載･登録無料)

お申込はホームページから。

お知らせはがき 及び お知らせ通知書イメージ

新年３事業が開催されました。 優良従業員表彰式・新春講演会・新年会

◆ご来賓の方々◆(順不同)

◆永年勤続優良従業員表彰　受賞者(敬称略)◆

　１月25日（土）、つくば市内のホテルにおいて、永年勤続優良従業員表彰式・新春講演会・新年会の新年３事業が

開催されました。

　優良従業員表彰式では、18事業所59名の方々（別記参照）が、茨城県知事褒賞、茨城県産業戦略部長賞、茨城県

商工会連合会長賞、つくば市商工会長賞の各賞を受賞されました。

　櫻井会長は祝辞の中で「企業にとって一番重要な財産は人材です。今後も地域や企業のために更なるご尽力をお

願いします。」と述べられました。

　賞状と記念品の授与の後、受賞者を代表して、倉本良一さん（㈱エス・ディー・エス バイオテックつくば研究

所）が受賞への謝辞を述べられました。

　続く新春講演会では、経済アナリスト・獨協大学経済学部教授　森永卓郎先生を講師にお招きし「変化の時代の

今　企業に求められているものは？」と題してご講演をいただきました。

　講演では、日本企業の生産性向上のための働き方や高付加価値商品を作り出すための考え方等について長年のご

経験と豊富な情報を交えて、お話ししていただきました。

　新年会では、各方面より多数のご臨席を頂く中、櫻井会長の主催者代表あいさつに続き、毛塚つくば市副長など

からご祝辞を頂き、鏡開き、乾杯と続き歓談となりました。最後に参加者全員による三本締めで締め括り、盛会の

うちに終了しました。

謝辞を述べる
倉本良一さん

森永卓郎 先生

つくば市副市長　毛塚幹人様、衆議院議員　国光あ

やの様、同　青山大人様、茨城県議会議員　山中た

い子様、同　鈴木将様、同　星田弘司様、同　塚本

一也様、県産業戦略部中小企業課長　薄井秀雄様、

つくば市議会議長　神谷大蔵様、同　議員　黒田健

祐様、同　浜中勝美様、同　大久保勝弘様、同　滝

口隆一様、同　久保谷孝夫様、同　鈴木富士雄様、

同　塩田尚様、つくば市経済部長　篠塚英司様、同  

次長　永田悦男様、同　大橋一彦様、同　産業振興

課長　久保田靖彦様、茨城県商工会連合会　専務理

事　野澤勝様、茨城県信用保証協会土浦支店　支店

長　二川賢一様、日本政策金融公庫土浦支店　支店

長　兵藤匡俊様、（公社）土浦法人会　事務局長  

遠藤信一様、つくば食品衛生協会つくば支部　支部

長　須藤清様、つくば市青色申告会　会長　飯竹良

雄様、東日本電信電話㈱茨城支店　副支店長　楢村

大輔様、つくば市商工会　顧問　沼尻博様

茨城県知事褒賞（勤続40年以上）

倉本良一(㈱エス・ディー・エス バイオテックつくば研究

所)、深田収(㈱フジキン)

茨城県産業戦略部長賞（勤続20年以上）

大野基己、池畑昌行(以上、㈱東京電機)、篠崎豊(㈱学園む

つみ自動車)、郷正樹、田中政徳(以上、沼尻産業㈱)、飯田

容司、木村竜次(以上、㈱伊藤製鐵所　筑波工場)、渡辺は

つ江、根本美知子、桜井かつ子(以上、常陸興業㈱)、菊地

久美子(㈱大和田建設)、中村実(守谷鋼機㈱ 第１工場(つく

ば))、堀越正男(新和アメニティー㈱)、松田克也、水口昌

佳(以上、㈱タイコー技建)

茨城県商工会連合会長賞（男：勤続15年以上、女：勤続10

年以上）

小島邦弘(㈱東京電機)、佐々木ちづる、髙野智子(以上、㈱

つくばエデュース)、塚本俊之、池田一男、鈴木祐美(以

上、沼尻産業㈱)、中村泰子、中島早苗、木澤はるい、井上

三美、太田のぶ子(以上、常陸興業㈱)、雜賀真由美、泉谷

明広(以上、㈱タイコー技建)、大森寿子、助川良子(以上、

㈱扶桑)

つくば市商工会長賞（勤続５年以上）

野口香苗、陳秀華、髙橋恵(以上、㈲関東旅行センター)、

渡邊仁(㈱あおぞら)、百川由利子、野村文菜、飯岡ひろ

み、木村はる(以上、㈱つくばエデュース)、美野智昭、塩

谷貴史、藤田恵美子、髙堂美香、箱守庸子、松尾奈緒子、

豊村理紗、鈴木利江、白石和美

(以上、沼尻産業㈱)、山本雅

斗、中島和彦(以上、㈱伊藤製鐵

所　筑波工場)、沼尻紀子、飯島

茂、大和田裕子、山川進(以上、

常陸興業㈱)、島田晴美、柳本は

るえ(以上、㈱いいじま)、須永

浩二(関東商事㈱)、清水優(㈱

アースエコ)

(2) 令和２年２月発行 第223号(3)令和２年２月発行



12
・
1
月
の
動
向

12月３日　個別金融相談会(商工会)　９日　女性部おもてなし交流事業

(山水亭)　自治金融審査会(市役所)　10日　女性部セミナー及び交流会

(東雲)　11日　建設業部会幹事会(桜会館)　青年部月例会(桜会館)　12

日　第４回理事会(桜会館)　14日　大穂支部幹事会(月の華)　19日　弁

護士無料相談会(商工会)

１月８日　青年部月例会(桜会館) 14日　金融審査会(商工会)　個別金融

相談会(商工会)　15日　自治金融審査会(市役所)　司法書士無料相談会

(商工会)　年末調整個別指導(～17日　商工会)　19日　青年部凧揚げ大

会(谷田部小学校)　25日　優良従業員表彰式・新春講演会・新年会(東

雲)　28日　金融審査会(商工会) （令和2年2月1日現在）

金 利 情 報

◎経営改善貸付……………1.21％
（マル経資金）

◎普通貸付…………………2.35％

◎自治金融…………………1.11％

会員さまの法的問題に弁護士が無料で相談に応じます。お気軽

にご相談下さい。

○相談日　令和２年２月20日(木)

○時　間　午後２時～４時　※時間はお一人30分程度です。

○会　場　つくば市商工会

○申　込　相談希望日の１週間前までに、お電話でお申し込み

　　　　　ください。

　　　　　０２９(８７９)８２００

　　　　　（相談希望日と相談内容をお知らせ下さい）

　　※申込者多数の場合は、日程を調整させていただきます。

　　　相談時の撮影・録音はご遠慮ください。

弁護士無料法律相談会のお知らせ
取引、借金、相続などの問題に司法書士が無料で相談に応じま

す。

○相談日　令和２年３月18日(水)

○時　間　午後２時～４時　※時間はお一人30分程度です。

○会　場　つくば市商工会

○申　込　相談希望日の１週間前までに、お電話でお申し込み

　　　　　ください。

　　　　　０２９(８７９)８２００

　　　　　（相談希望日と相談内容をお知らせ下さい）

　　※申込者多数の場合は、日程を調整させていただきます。

　　　相談時の撮影・録音はご遠慮ください。

司法書士による無料相談会のお知らせ

　特定の業種に従事する労働者とその使用者に適用される

最低賃金が、下記一覧表のとおり改正決定されました。

　使用者と労働者が合意し「特定最低賃金額」未満の賃金

で労働契約を結んでも、その賃金は無効とされ「特定最低

賃金」が適用されます。

　なお、次の（１）から（３）に掲げる者等については特定最

低賃金の適用が除外され、茨城県最低賃金（時間額８４９

円）が適用されます。

（１）１８歳未満又は６５歳以上の者
（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの
（３）清掃、片付けの業務に主として従事する者

～もうチェックした？最低賃金！
使用者も 労働者も。～

　県では、すべての労働者が働きやすい環境づくりに向

けて、「働き方改革」に積極的に取り組む企業、取組が優

れた企業を認定する制度を創設しました。認定企業は、

県の求人サイトの特集ページで「働き方改革優良企業」

として掲載するなど、人材を確保しやすい環境となるよ

う支援いたします。

　働き方改革に取り組んでいる企業の皆様からの申請を

お待ちしています！！

〔申請要件〕
・茨城県内に本社または本店を置く企業（個人、団体を

含む）であること。

・茨城県が実施する「仕事と生活の調和推進計画」への

届出および「いばらき女性活躍推進会議」への会員登

録がなされていること。

※その他の申請要件、認定基準等、詳細は下記ＵＲＬ

　（県ＨＰ）をご覧ください。

http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/wlb

/nintei.html

◆問い合わせ先◆
（申請方法等について）
本事業受託者：株式会社セキショウキャリアプラス
　　　　　　　企画・運営チーム
TEL　０２９－８６０－５０８０（受付時間9:00～18:00）
E-mail　kigyo-shien@sekisho-career.co.jp
（事業全体について)
県産業戦略部 労働政策課　労働経済・福祉Ｇ
TEL　０２９－３０１－３６３５
E-mail　roseil@pref.ibaraki.lg.jp

茨城県の特定最低賃金改正のお知らせ

※詳細については、
茨城労働局賃金室（TEL029-224-6216）又は最寄りの

労働基準監督署までお問い合わせください。

茨城県の特定最低賃金

効力発生日：令和元年 12 月 31 日

特　定　最　低　賃　金　名 時間額

鉄　　　　　　鋼　　　　　　業 ９４３円

９０５円

９０１円

各　種　商　品　小　売　業 ８７１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・同部分品製造業

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用
機械器具製造業

「働き方改革優良企業認定制度」
受付をスタートしました

令和二年　年頭あいさつ
　皆様明けましておめでとうございます。
　さて、本年の大きなイベントは何といっても、東京オリンピック・パラリンピックです。多
くの海外の方も見えられ、大いに盛り上がることが予想されます。1964年から50年余りを経て、
再び東京の地で開催されるオリンピック・パラリンピックに期待しています。
　しかし、この間日本経済は高度経済成長期やバブルの崩壊、そしてアベノミクスとう紆余曲
折をたどってきました。
　この先日本の経済や社会はどのように変わるのでしょうか。確実に言えることは、日本の
「人口減少社会」が本格化し、その影響が深刻さを増すと考えられます。赤ちゃんの出生数が
90万人を割り、15歳から64歳までの「生産年齢人口」の大幅な減少を通じて、日本経済全体の

大きな下振れリスクとなると思われます。人口減少により、経営者の後継者不足や人手不足の問題、また空き家問
題、介護問題、さらには自治体消滅の危機さえ考えられています。
　しかし、人口減少下でも、イノベーションや生産性向上などを果たせば、成長は続く可能性があります。それが
できるのが私たちの街つくばです。つくばには、ほかの街にない大きな可能性が溢れています。市も商工会も一緒
になって、大きな視点で考えていく必要があります。
　例えばつくばに税関の機能を設置し、つくばで品物や人間を全部チェックしそのまま成田空港から海外へ商品を
出荷する。圏央道を使えば20分で成田に行けます。ぜひ実現したいものと思っております
　またウインブルドンのような国際的な大きな事業が実施できないか。その会場へＴＸからモノレール等で直結を
させる。来る人も大変便利になる。そのぐらいのものができたとしてもつくばなら決しておかしくはないと思って
おります。
　こういったことは率先してつくばでやらなければならないことであります。そしてつくばの中で事業者をまとめ
て、大きな事業をつくばに定着させる。結果それが実現すれば小さい者たちがいろんな形で潤いますし、仕事にも
繋がります。
　約50年前に研究学園都市の建設が決まり、これ以上はないという開発をこのつくばで実現しました。私たちはあ
らゆる情報の集積するつくばで、より正確な情報を駆使しなければならないと思っております。研究機関をもっと
充実させ、その研究を積み重ね、成果、そういう情報を取り、あるいは利用しに来て下さる年間約130社の新規に
加入する商工会会員の期待を裏切らないように我々役員は頑張るつもりであります。
　最後になりますが、会員の皆様にとりまして、今年が明るく希望に満ちた一年となりますようご祈念申し上げて、
挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

つくば市商工会　会長　櫻 井　姚

櫻井姚商工会長

Tsukuba City Society of Commerce & IndustryTsukuba City Society of Commerce & IndustryTsukuba City Society of Commerce & IndustryTsukuba City Society of Commerce & Industry
商工会の現況

商工会員数

青年部員数

女性部員数

3255名

122名

211名

つくばっこ
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