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平成24年度県下統一標語 

「目指せ！ 

日本一の地域企業力 

ふじのくにの商工会」 」 」 

●基本CONCEPTは 

人が元気、店が元気、団体が元気、文化が元気、自然が元気、行政が元気、 

を目指します！ 

ーFMいずのくに概要ー 発起人【伊豆の国市長】 

望月良和 

この度、皆さまのお力添えをいた 

だき、コミュニティ放送局｢ＦＭいず 

のくに｣の開局に向けて大きな一歩を 

踏み出すことができました。 

まちの元気づくりや住みよいまち 

づくりに、地元商店等の活性化は欠 

かせません。次代を担う若者の意見 

もおおいに取り入れて、地域に元気 

を生む情報を｢ＦＭいずのくに｣から 

弊社も地域の皆さまと同じく、 

｢ＦＭいずのくに｣の誕生に期待を寄 

せ てい ま す。この 放送 局を 通 じ 

て、地域のコミュニケーションが 

活発になり、新たなニーズや活力 

が生まれること、そして、何より 

住民の皆さまの安全確保に寄与す 

るものであると期待しています。 

発起人【伊豆箱根鉄道】 

代表取締役社長  中村 仁 
発起人【伊豆の国市観光協会】 

会長 安田昌代 

商工会青年部は昨年、長引く不況と震災の影響で落ち込むわが故郷に元気を 

出してもらいたい、という思いで、「フェスタがんばるら！！伊豆の国～まちおこ 

し笑劇場～」を開催しました。午前中降りしきった雨に不安をいだきます。手配し 

たよしもと興業の芸人さんや、仕入れたたくさんの食材。屋外のイベントにとって 

は、天候と誘客見込みは常に不安の種です。開演時間に雨は止みました。しかし、客足は伸び 

ません…。「中止になったかと思った。」という声が聞こえてきます…。 

伝えたいのは“今”なのです。今、「開催しています！」と、発信できたら…。「夕方から売り 

出しをしたい。」、「よい食材が手に入った！」、あるいは「行方不明者がでた、すぐに探しても 

らいたい。」これらの例にとどまらず、伝えたい情報は“今”なのです。しかも、“このまちの今” 

を１スポット20秒500円（予定）で発信できるのです。 

「地域の情報を常にリアルタイムに発信しつづけるニューメディア」であるコミュニティFMは、 

失われつつある地域のコミュニティを復活する核になりうると、私たちは考えています。おしゃれな話しを、おしゃ 

れ」な喋り手さんが、おしゃれな音楽にのせて、という既存の番組でなく、私たちのまちの、私たちの生活に必要と 

される情報を常に流し、有事の際には、一人でも多くの命を救うべく呼びかけを行う。そんな、市民に愛される情報 

局の設立が、まもなく実現いたします。 

私たち青年部は、商工会の後継者であり、数十年に渡る諸先輩方の薫陶を受けてまいりました。このまちに根を 

下ろし、日々の生業の中で、次の世代となる子ども達に笑顔と希望と安全、安心をとどける、郷土愛に満ちた、そして 

市民に愛される情報局の実現を目指して、全力で支援をしてまいります。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

【「FMいずのくに」に関する、お問い合わせ】 ●市政策企画課 

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎2階/ 電話番号：055-948-1413 

【伊豆の国市商工会 青年部】 

部長 西島常祥 

① 開局形態 伊豆の国市単独 

② 放送区域 伊豆の国市内 

③ 設置場所 送信所（アンテナ設置場所）：源氏山 

山頂演奏所(スタジオ設置場所)：韮山時代劇場の予定 

④ 空中線電力 送信出力２０Ｗ 

⑤ 運用予定時間 放送時間：午前７時から午後９時 

⑥ 開局予定 平成２５年度の早い時期 

⑦ 法 人 第三セクター方式 

⑧ 運 営 公設民営形式 

－市HP市長定例会見より抜粋－ 

今度の「ＦＭいずのくに」の発 

足にあたり一般社団法人伊豆の国 

市観光協会と致しましても応援し 

て参りたいと考えて居ります。防 

災や地域の情報発信の起点とし 

て、市民に愛される方送局を目指 

して頂きたいと思います。 

発信していただき、市民とのコミュニケーションを活発 

にするきっかけの一つとしていただきたいと存じます。 

■開催日 平成24年11月7日(水) 

午前１０時～午後３時 

■場所 伊豆の国市商工会本所 

日本政策金融公庫融資取扱 

※相談を希望される方は11月4日 

までにお申し込みください。 

年末資金のご相談はぜひこの機会に! 

平成24年10月15日現在 

基準金利 年2.05％(固定) 

【お問い合わせ・お申込み】 

伊豆の国市商工会本所 

電話 055-949-3090 

豪華景品 空くじなし 

☆ゆうゆうカードの大抽選会☆ 
今回は特賞豪華２本立て！ 

電動アシスト自転車・３２型液晶テレビ 

(恒例のもちまき) 

(寿光幼稚園鼓笛隊) 

～一般社団法人静岡県発明協会～ 

☞発明提案書を作成したので見て欲しい 

☞現在アイデアがあるが、どのように 

したら権利化できるかわからない 

☞自社の事業戦略に知財を有効活用したい 

☞研究開発の成果が情報漏洩しないよう 

に適切に管理したい 

☞新製品開発に必要な外部技術を紹介してほしい 

東部地域にも設置されました！ 

<東部・沼津支所> 

東部地域イノベーションセンター 

沼津市大手町1-1-3 沼津商業ビル5階 

●電話055-963-1055  FAX055-964-1583 

秘密厳守 

無料 

特許庁 

〈職員配置・異動・組織変更のお知らせ〉 

平成24年11月1日より適用、よろしくお願いします！ 
【 本 所 】 

事務局長 菅沼 燈生 

広域支援係長 松下 泰孝 

地域振興係長 佐々木典子 

総務係長 土屋 さつき 

木村 一美(地域振興) 

古屋麻紀子(地域振興) 

【韮山支 所】 

塚田 光広(広域支援)・日吉 渉 (地域振興) 

佐口 睦子(地域振興)・田邉久美子(地域振興) 

【伊豆長岡支所】 

西家 満(広域支援)・山本 泰平(地域振興) 

眞部美代子(地域振興)・山本 京子(地域振興) 

【大 仁 支 所】 

鶴見 全志(広域支援)・久保田悦子(地域振興) 

加藤 卓麿(地域振興）・浅井 幸枝(地域振興)



●お断り・・・プレミアム商品券はすでに売り切れました。ご購入ありがとうございました。使用期限（平成25年2月28日）までにご使用をお願いいたします。 

＜その４＞ “ふる里を 考 えるコラム” 

「コミュニティFMを創っても、誰が聞くのか。広告を出す人がいるのか。 

近隣のFM放送も赤字で苦しんでいる。」等々のご意見が聞かれます。 

一方で、「コミュニティFMは、まちを元気にする。災害時には被害の軽減に 

役立つ。」社会基盤だと、推進派は言います。 

◎今まで聞いたことが無いラジオ放送 
高度情報社会でありますので、テレビ（地上波、BS、CS）も何種類、更にインターネット、スマートフォンにアイパット等々を通じ 

てグローバル社会に対応した情報に触れることができますが、大多数の市民の生活に関わる情報は伝えられているでしょうか。 

地元を元気にしたいと頑張っている人達や、市内の小売店や飲食店の新商品や新作メニューといった地元発の情報は、市 

民に届いているでしょうか。 

コミュニティFMは、こういった内容に特化した放送です。今まで、聞いたことのない情報がラジオから流れてきます。 

◎暮らしに密着した情報 
；国会の予算委員会がテレビで中継されます。今、懸案となっているゴミ処理場候補地の選定理由を知って 

いる住民は、どの程度いるでしょうか。 

；大阪の橋下市長の動向が全国に流れています。地元の望月市長が、まちの将来についてどのように考えて 

いるか、或いは、来年の予算編成で何を優先するかを、聞いたことがありますか。 

；「円高も株安も、自分には関係ない。」といった社長がいました。業種や事業規模によっては必須な情報で 

も、日常の暮らしに直接必要な情報とは限りません。それよりも、地元の頑張っているお店の情報を知りたいと思いませ 

んか。 

；全国的に有名なお祭りが放送されています。たしかに、季節感を感じる話題ではありますが、それより、地元 

のお祭りや各種団体が実施するイベントの内容を知ることができれば、参加のきっかけになると思います。 

；よく、市役所や学校に掲示されている情報ですが、「今度、地元のスポーツ団体が全国大会に行くことに 

なった。ついては、住民に資金援助をお願いしたい。」と、代表者が直接呼掛けられたら、素晴らしいと思います。 

；ゲリラ豪雨が頻発、更には記録的短時間大雨といった聞きなれない言葉が報道さ 

れておりますが、一方で、雨雲をレーダー（X‐rain）で捉えた気象情報が公開されています。天城 

山や達 磨山にかかっている雨雲の情報こそ、我々の暮らしに直結した情報ではないでしょうか。 

コミュニティFMは社会基盤 
地元に関する情報を、住民が共有することが、連携の第一歩です。「知らないから、動けない・反応できない（逃 

げられない）状態」を、克服するための取組みとしてコミュニティFMは非常に有効です。 

住民の連携こそが、地方分権社会を支える「共助」の基になります。井戸端会議も無くなりました。町内常会の開 

催も必要最小限となりました。このままでは、私達が暮らしていく基盤が、無くなってしまうという重大な事態が差 

し迫っています。 

コミュニティFM成功の道筋は、①できるだけ多くの住民に聞いて貰える番組をつくることが、最優先事項です。 

誰も聞かない放送では意味がありません。②放送された内容が社会的反響を呼ぶようになれば、広告を出そうという 

意欲に繋がります。③そうなって初めて、放送会社が存続できるという次第であります。 

市民及び会員の皆様に、㈱エフエムいずのくにの設立へのご理解とご協力を、お願い致します。 

平成24年11月1日 

コミュニティFMで、まちを元気に 

ＦＭ放送というと音楽や洗練されたラジオ放送のイメージ 

があるようです。 

このコミュニティＦＭ放送局は、名前のとおり｢コミュニ 

ティ｣。つまり地域の皆さんが必要とする情報を発信する放 

送局です。例えば、地域のお祭りやスポーツ大会、商店の 

お得情報、医療や健康づくりのほか災害や事故など、皆さ 

んが知りたい、また放送局を通じてお伝えしたいことが放 

送されます。 

もちろん、このコミュニティＦＭ放送は、家庭や自家用車の 

ＦＭラジオで聴くことができます。 

阪神淡路大地震、新潟中越地震、そして東日本大 

震災で活躍をしたのがコミュニティＦＭ放送局です。 

大きな災害ばかりでなく、台風時の狩野川や通行 

止めの情報、 行方不明の捜索や不審者など、 安全と 

安心のための情報をピンポイントですぐに 

放送できるのが｢ＦＭいずのくに｣です。 

１９９２年に制度化された放送局で、市町村単位を放送 

エリアに放送を行う放送局です。 

開局には総務省の免許が必要です。 

｢ＦＭいずのくに｣は、伊豆の国市に開局する地域限定 

のコミュニティＦＭ放送局で、皆さんの生活に密着した新 

鮮で特色ある情報を発信し、地域の元気を活かしてつな 

がりを創り出すこと。また、災害時などは、 

必要とする情報を即時に提供し、皆さんの安 

全と安心を確保することを目的としています。 

伊豆の国市を元気にする｢ＦＭいずのくに｣。 

通信技術の発達で、世界や日本の出来事はリアルタイムに 

手に取るように分かります。でも、市内で今何が起こっている 

か、皆さんは知っていますか？ 

全国放送や県域のテレビやラジオ局はありますが、市内の 

情報だけを発信する放送局はありません。だから、市内のお 

いしいお店や、楽しいイベントや、いいモノやいいコトがあって 

も、伝える方法がありません。これを可能にしてくれるのがコ 

ミュニティＦＭ放送局｢ＦＭいずのくに｣です。｢ＦＭいずのくに｣ 

は、必要とする情報を皆さんが発信し、地域のコミュニケー 

ションを成立させ元気を創る放送局です。 議会情報 

経済情報 

生活情報 

スポーツ情報 

気象情報 

行政情報 

名称 特典内容 名称 
㈲富岡輪店 自転車お買い上げの方に、粗品進呈 ㈲伊豆植物園 
㈲瀬川企画 車検をしていただいた方へ、オイル交換サービス ピュアハウス　ワシントン 

ニュー・シャイン 商品券一枚につき、百円の値引き ㈲福田屋商店 
四季彩菜　しゃろう夢 100%生絞りオレンジジュース、売価450円の手土産品の全てで50円の値引き 天野屋洋品店 
㈲杉山自動車整備工場 洗剤、タオルをプレゼント ㈲サトウ薬局 
有限会社　逸見呉服店 消費税分値引き ㈲綺羅羅 
ツルミ理容美容室 総合料金より２００円値引き ㈲和泉屋 

平野理容所 自店ポイントのサービス あやめ薬局 
アオヤマ洋装店 サービス店会のポイント２倍サービス 杉山商店 
㈲杉村百貨店 自店ポイントのサービス ㈱伊豆長岡　天坊 
㈱豪匠　ｾﾝﾄｰｻ 3,000円ごとご利用で、セントーサポイント200ポイントプレゼント たからや洋品店 
㈱良酒倉庫   宮内酒店 一万円以上お買い上げのお客さまへ、「アサヒ富士山のおいしい水」２リッ すみよし館 
野々山理容室 当店ポイント２倍、７０歳以上の方は３倍のポイントサービス 小松家　八の坊 

焼肉　貴扇 
商品券にて３，０００円以上ご利用の方に、「キムチ」、「カクテキ」、「オイキムチ」 
のいずれか一品をサービス 

㈱海老屋商店 

㈱光林 

だるま 

サービス店会のポイント３倍サービス（学校衣料を除く） 
粗品進呈 

ワシントンポイント３倍進呈、眉スタイリング無料サービス 

商品券利用額の５０％相当分を在庫商品にてサービス 
特典内容 

サービス店会のポイントのサービス 
商品券ご利用１回毎に「リラックスできる入浴剤」１回分をプレゼント 

サービス店会のポイントの３倍サービス 
商品券利用でさらに１０％引 
サービス店会のポイント２倍サービス 

来店してお食事していただいたお客様へ、お新香の盛り合せ皿サービス 

入浴料５０円値引き 

自家製塩羊かんのサービス 
サービス店会のポイント２倍サービス 
粗品（ボールペン）進呈 

韮
山 

長
岡 

夕食料理を一品追加サービス 

粗品（ティッシュペーパー）進呈 

石井たたみ店 
①畳張替と畳乾燥（加熱90℃）の提供　　②乾燥のみ通常二千円／畳のとこ 
ろ、1,500円　③へり付畳裏返し+乾燥：3,700円／畳　　④へり付畳表替え+乾 
燥：5,300円／畳　より 

大
仁 

大
仁 

☆★☆生活応援商品券利用特典店☆★☆～プレミアム商品券を使うとこんな特典があります！ 

※伊豆の国市コミュニティFM局推進委員会より抜粋 

－11月の主な行事、講演会予定など－ 
・11/7 一日公庫（日本政策金融公庫取扱） 

・11/7 エコアクション21集団講習会 

・11/8 県女性部連合会指導者研修会（静岡） 

・11/9 建築無料相談（伊豆長岡支所） 

・11/9 総務委員会 

・11/11 建設部会・工業部会視察研修会（川越方面） 

・11/21 プレミアム商品券抽選会 

・11/11 長岡京市ガラシャ祭出店 

・11/11 下駄ダンスコンテスト（青年部） 

・11/11 第92回駿豆地区懇話会定例会（小山町） 

・11/15 住宅新築リフォーム助成事業第13回審査会 

・11/18 第36回伊豆長岡商工祭 

・11/22 第52回商工会全国大会 

・11/29 第34回関東経済産業局管内共済事業研修会(伊豆の国市内） 

・11/30 住宅新築リフォーム助成事業第14回審査会 

読まないと 

得られない 

情報を聞く 

ことができ 

ます。 

市内のお店のお買い 

得情報とその品物を 

使ったレシピ♪ 

・熱中症予防 

・インフルエンザ等 

感染対策 

♪その他にもたくさんのことをお伝えします 
● いずのくにうまいもの探訪 ●ラジオ絵本 

●地区の祭り情報 ●交通規制情報 ●学校通信 

●「いずのくによいとこ」で体操の時間 

●高齢者市内巡回バスのご案内 ●訃報の連絡 

●ボランティア団体の活動宣伝、報告 等々… 

☆本日のお買い得 

情報＆本日の夕食 

活動内容やイベント情 

報、各種募 

集をお知ら 

せします。 

※これらはほんの一例です 

☆広報紙の朗読 

☆緊急健康情報 

☆NPOはじめと 

する市民団体の紹介 

☆避難勧告 

避難勧告等 

発令時に対象 

地域をお知ら 

せします 

さがしてニャ～ 

☆ペットの 

行方不明のお知らせ 

【「FMいずのくに」に関する、お問い合わせ】 
●市政策企画課 静岡県伊豆の国市長岡340-1 

伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎2階 （055-948-1413）
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