
  
  地域コミュニティFM放送局       講師 井上 悟 氏 

～ＦＭいずのくにと地域経済の活性化～   ㈱エフエムきらら 代表取締役 

 

＜講師プロフィール＞ 
 限られた地域に向けて放送し、その土地に密着した情報を届けるのがコミュニティラジオ放送局。その多く 

の放送局が財政難の中、開局以来１０年連続で黒字経営をしている山口県宇部市のコミュニティラジオ 

 （ＦＭきらら）の代表。井上氏はこれまでに、全国で１４局のコミュニティＦＭを開局させてきた。 

 コミュニティＦＭには、『町を元気にする』、『防災・災害時メディア』という２つの魅力があり、井上氏が 

代表取締役を務める『ＦＭきらら』では、尋ね人、尋ね犬の情報を依頼を受けた数分後に発信し、実績を 

上げています。また、事故による交通規制や大雨による公共交通網のまひの状況を伝え、市民同士の 

情報の伝達・共有といったコミュニティの形成にも寄与しています。 
 

      ○開催日時     2013年1月30日（水）  受付 17時～  開演18時～ 

      ○開催場所     伊豆の国市総合会館アクシスかつらぎ 多目的ホール 

      ○定  員      120名（先着順、要予約）  

      ○お申込・問合せ  伊豆の国市商工会 TEL ０５５－９４９－３０９０ FAX 055-949-2740 

      ○主   催     伊豆の国市商工会   後  援 伊豆の国市 
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「目指せ！日本一の地域企業力     

       ふじのくにの商工会」」」   

       
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 年頭のごあいさつ   

伊豆の国市商工会 

  土屋 龍太郎 

◇◇◇新年のご挨拶◇◇◇ 

 伊豆の国市 

市長 望月良和 

 開催日変更のお知らせ         平成25年1月の開催は1月10日（木）です          
＊どなたでもお申込みできます 

〈伊豆長岡支所〉   

 

◎毎月第2金曜日開催 

採用された方には２万円相当の金券を贈呈致します！ 

発表は１月２８日【鵺ばらい祭り】にて発表します！ 

応募用紙は商工会、商工会HPにて  1月7日〆切 

応募は伊豆の国市商工会  

ＦＡＸ０５５－９４９－２７４０ までＦＡＸで！！ 

   このまちのみらいをつくる会会員募集中！！ 

鵺（ぬえ）のゆるキャラ着ぐるみの 

    名前（愛称）をつけてあげて下さい！ 

伊豆の国市商工会 新春経済講演会のご案内  入場無料 

 (要予約) 

 

         使用期限：平成25年2月28日（木） 
☆プレミアム商品券☆  
           期限までにご使用下さい。 

 

平成２５年 

１/２８（月） 
会場：ゆらっくす公園 

     １５：００～ 

☆商工会青年部より 

・鵺(ぬえ)のゆるキャラ名前発表！ 

・鵺ゆるキャラ着ぐるみ初披露！ 

・鵺之破魔札、マグネット販売予定 

☆その他の見どころ 

・伝統芸能『鵺踊り』披露 

・弓道家による弓のﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ 

・福を呼ぶ『餅まき』 

・芸者衆による踊り 

 平成２５年４月開局を迎える「ＦＭいずのくに」（仮称）。安全、安心のまちづくりと地域の情報が中心の放送局です。本講演会で

は、特に地域経済の活性化策等について具体的なお話をご講演頂きます。（企業や商店のPR広告放送、身近な商店のお得な情

報やおいしいお店、工事の通行止め、本日の新鮮かつ特色のある情報の提供など） 

新年明けましておめでとうございます。平成25年の年頭

にあたり、謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

伊豆半島地域及び伊豆の国市を取り巻く環境が大きく変

わろうとしています。昨年は新東名高速道路が開通し、伊

豆半島ジオパークが国内認定されました。更に本年は「富

士山が世界文化遺産」に登録の見込みです。来年には駿河

湾環状道路と伊豆中央道が連結し、高速道路網に繋がりま

す。再来年（平成27年）には「韮山反射炉が世界文化遺

産」に登録の予定で準備が進んでいます。 

交通アクセスの改善は、国内各地との時間距離を大幅に

短縮します。「人口が減ったら、新たな付き合いを始め

る。」という取組みに大きく寄与します。また、伊豆を代

表するブランドが誕生します。富士山と韮山反射炉が世界

遺産に登録されます。伊豆半島がジオパークとして世界に

認定されます。「一つひとつと言われてきた伊豆」が一体

となって行動し、世界規模で伊豆をアピールできる日が 

  

 

 

迫っています。商工会は、地域の総合経済団体であり、中

小零細事業者の共助組織であります。地域及び商工会を取

り巻く社会環境が大きく変わろうとする今、その変化の予

測を的確にお知らせすることで、会員事業者其々が或いは

仲間を募って、自らの事業の維持継続に取り組もうとする

環境を作ろうと意図しています。 

何らかの行動を起こした時、伊豆の国市商工会の合併

効果が自覚できるとも考えています。新たな販売先、仕入

先を探す、顧客を紹介して貰う等々、仲間が増えたからこ

そ期待できることです。 

更に、商工会員の業種を越えた交流や農業関係の事業

者の皆さんとの交流を促進する機会を設けることで、経済

の地域内循環の下地を作ろうとしています。「農・商・工

連携」を掛け声だけに終わらせることなく、同じまちに暮

らし・事業を営むという地域に根差した連携が、6次産業

の創出に繋がるのではと考えています。 

会員はじめ市民各位のご支援とご協力をお願い申し上

げるとともに皆様にとりまして、新たな年が飛躍できる希

望に満ち溢れる年となりますようご祈念申し上げ、年頭の

ご挨拶とさせて戴きます。 

 明けましておめでとうございます 

市民の皆様には、輝かしい新春をご家族様おそろい

でお迎えのことと、心よりお喜びを申し上げます。  

 さて、今年で伊豆の国市が誕生して３月末を以て

８年を経過することとなります。平成19年度を初年

度とした10カ年計画    『第一次総合計画 』も後半の 

『後期基本計画』に入り、２年目を迎えます。総合

計画で掲げる将来像 『自然を守り、文化を育む、

魅力ある温泉健康都市』の実現のために、３つの戦

略と６つの基本方針、そして５つのプロジェクトを

掲げ、時代の要請・夢ある郷土づくりのために、事

業を進めてまいります。 

 “昨年に引き続き 災害に強いまちづくりを” 

 市民の皆様の地震災害に強い住宅づくりの補助で

ある、新築助成・住宅リフォーム補助、トウカイゼ

ロ事業の増額補助などを今後も継続していきます。

また、各地区の耐震審査済みの公民館・集会所に改

築補助をいたします。 

  

“本年度の重点施策は” 

 内閣府の発表した平成25年度の経済成長率見通し 

は、名目が実質を下回る『名実逆転』が16年振りに 

解消するという見方をしています。しかし、民間エ

コノミストの間では、現状の逆転状態が続くとの見

方が大勢を占めており、この違いは、内閣府が消費

税増税前の駆け込み需要や、エネルギー価格高騰の

影響を民間よりも大きく見積もっていることにより

ます。つまり、内閣府は経済状況の好転を前提に、

消費税増税を見越しているという意味です。 

 このような経済の混迷期にあって、市の財政面も

大変厳しい状況にありますが、反射炉の世界遺産に

向けての準備は待ったなしであります。 

 そのほか、浮橋温泉整備･芸能会館整備･江間地区

公園･リフォーム補助金等を予算化していきます。 

 “今年の干支は巳” 

 今年の干支は巳年です。『巳』とは、『蛇』を指

します。蛇は脱皮をすることから『復活と再生』を

連想させます。また、餌を食べなくても長く生きる

ことから、神の使いとして崇められていることもあ

ります。蛇の形をした神として祀られている事も多

く、蛇の抜け殻を財布に入れて蓄財のお守りにする

風習が現在も見られます。 

 今年こそ、日本が震災からの復活と再生の年とな

り、皆様には蓄財の年となりたいものです。 

 結びにあたり、新しい年が市民皆様に素晴らしい

年となりますよう、ご祈念申し上げまして、新年の

あいさつとさせていただきます。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12m7juli9/EXP=1323391777;_ylt=A3JuNG.hCeBO3XEBWSiU3uV7/*-http%3A/nenga.impress.co.jp/material/free_dl/2007/img/071220_02.PNG


 今年3月の中小企業金融円滑化法終了に向けて、伊豆の国市商工会では、

下記メニューにより相談に応じます。 お気軽にご相談下さい。 

   
 

 

【相談予約・お問い合わせ】  

    伊豆の国市商工会 TEL 055-949-3090 

 要予約 

１、経営改善計画等の作成支援（エキスパートバンク事業） 

  中小企業診断士等専門家派遣による個別巡回指導             

 

２、経営改善計画等に関する窓口個別相談（個別相談事業） 
   〈専門家による個別面談〉 

  日  時： 平成25年1月23日（水）10：00～15：００   

  場  所： 伊豆の国市商工会本所 

  専門家： 中小企業診断士 竹村祐輔氏       

３、経営指導員による巡回・窓口による金融相談 

重要！ 

 

 
 

 

◆Excel2007講習会 

確定申告相談会場の御案内 

 

 
 

 

本会顧問税理士による個別税務相談会を開催いたします。不安な

事、気になる事がありましたら是非お申込下さい。 

（時間：いずれの日程も９時～１６時） 

★ご注意★ 相談内容により実施日が異なります。 

 ※1・※2よりお選び下さい。 

 ※1 帳簿のつけ方から贈与・消費税・事業承継・税務相談 

 ※2 決算・確定申告をされる方の決算書確認のみ（個人） 
 

○（本所 韮山） TEL 055-949-3090 西井 誠 顧問税理士  

  日時：平成25年2月6日（水）※1  3月6日（水）※2 
 

○大仁支所      TEL 0558-76-3060 酒井 新二 顧問税理士 
    日時：平成25年2月19日(火）・2月27日（水）・3月6日（水） 

        相談を希望される方は事前に大仁支所までご連絡下さい。 
 

○伊豆長岡支所  TEL 055-948-5333 山本恒夫 顧問税理士             
     日時：平成25年2月20日(水）・2月25日（水）・3月8日(金）  

  すべての日程※1･※2どちらでも可 

 
 

 12 月 6 日 ( 木 ) に 表 計 算 ソ フ ト

Excel2007の講習が行われました。講習

会が終わる頃には、参加された皆さんが

グラフを作成するまで習得されました！ 

＜その5＞ “ふる里を 考 えるコラム” 平成25年1月1日 

“伊豆の国市を取り巻く環境の変化と対応”  

無 料 

(要予約) 

 要予約 

 

 
 

 

  
〈寄せ植え講習会〉 

〈花壇の植え替え〉 

◆冬～春に咲くお花です。見て下さいね!! 

【大仁地区】  136号

沿い大仁市民会館前   

【韮山地区】 
136号線反射炉入り口    

【伊豆長岡地区】   
414号線宗徳寺交差

点横（湯らっくす公

園近く）    

配置で印象が全然 

変わってくるんです！ 

みんな真剣に取り 

組んでいました。 

１ 開設期間 (土・日は除く） 

  平成25年2月15日(金)から 

        平成25年3月15日(金) 

２ 開設時間 午前9時から午後5時 

 ※会場の混雑状況により案内を早  

  めに終了する場合がありますので、 

  午後4時までにお越し下さい。 

３ 場所 三島商工会議所1階TMO 

  ホール(三島市一番町2-29) 

 ※期間中は、三島税務署では所得 

   税等の申告相談は行っておりませ  

     んので、ご注意下さい。 

＜問合せ先＞三島税務署 

         055-987-6711 

◇開催日時･場所(いずれも10:00～16:30) 

          ※１事業所１時間 

開催日 開催場所 申込期限 

１/２９(火) 函南町商工会 1/22(火) 

◇相談員 

・玉置 久倫(中小企業診断士･ITｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ) 

・五島 宏明(中小企業診断士･事業再生士) 

＜お申込・お問合せ＞ 

伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090 

                      FAX 055-949-2740 

金融円滑化法終了まであとわずか！！ 

         ご相談はお早めに！！ 

   主催：静岡県商工会連合会 

   共催；伊豆地区商工会連絡協議会 

  

   

     時間：午前10時～午後3時     

               (雨天決行) 

   場所：市内大仁区 

        「大仁梅林」及び 

       「大仁神社境内」 

   (伊豆箱根鉄道大仁駅より  

                徒歩5分） 

  ※会場付近に駐車場が 

    ないため、大仁駅前有料 

    駐車場をご利用ください。 

 

平成25年 

   2月9日(土)・10日(日) 

       (観光名物開発委員会より) 

             

                

 

 

 

 

 

 道祖神まつり 

道祖神は賽の神(さいのかみ)とも呼ば

れ、一般に村の入口にあり、旅の安全祈

願や、外部から村に疫病が侵入するのを

防ぐと言われています 

   

    長岡地区役員が建立の7体の道祖神に 

  参拝を行います。ぜひ一度ご覧下さい。 

  ①アクシスかつらぎ前  

  ②古奈あやめ湯前  

  ③マックスバリュ長岡店前  

  ④長岡2分団詰所前  

  ⑤市役所別館前  

  ⑥長瀬入口  

  ⑦江間いちご狩りセンター前 

平成25年1月11日(金) 

(観光サービス部会より) 

 おおひと梅まつり 
              

                

 

 

 

 

(観光名物開発委員会より) 

 

 

 

時間：朝７時～ 

場所：奈古谷毘沙門堂 
   （伊豆の国市奈古谷1790） 

 

 

 

 

 
   【昨年の様子】 
 

毘沙門天は国清寺の鎮守で、七福神の

一人です。奈古谷の国清寺毘沙門堂で

毎年1月３日早朝(７時～)に開催され、

だるまが販売されます。 

 毘沙門天大祭だるま市 

平成25年1月3日(木) 

 要予約 
●伊豆半島地域と伊豆の国市を取り巻く環境の変化 
 

 伊豆は、日光と並んで首都圏の近い観光地として繁栄の歴史を持っていますが、観光需要の多様 

化と首都圏からの時間距離の遠さによって、低迷を続けてきました。 

 これから数年のうちに大きな転換期を迎えようとしています。一つひとつと言われた伊豆に、共 

通のテーマが誕生しました。高速道路網に直結し、交通渋滞の目途がつきました。 

 自ら流れを変える力の無い地場の中小零細事業にとっては、千載一隅のチャンス到来が到来します。商工会は、永年に渡り培ってき 

た底力を発揮して、地域の経済活性を目指します。 

○伊豆の共通テーマ 

伊豆半島ジオパーク構想、富士山世界文化遺産、韮山反射炉が世界文化遺産 

反射炉を拠点として伊豆半島の総力を結集し、来訪者にサービス提供。 

○高速道路網に接続 

新東名高速道路静岡県内供用（近畿・北陸との時間距離短縮） 

圏央道の概成（北関東との時間距離短縮） 

伊豆縦貫自動車道（東駿河湾環状道路と伊豆中央道の連結）開通 

○日本サッカー協会の練習グランド誘致 
数十人単位の連泊客、常宿化を目指す。観光目的でない宿泊や宿泊の必然性に着目。もてなしに新たなジャンル誕生。 

○動物愛護（アニマルセラフィー）敷設誘致 

動物医療と人間医療の連携推進や、獣医師の全国や世界規模の大会誘致、動物愛好家の来訪による「温泉健康都市」としての観光活

性化 

○伊豆半島ジオパークセンター誘致 

大仁高校跡地に誘致。伊豆半島の成立ちと点在するジオスポットを、外来者に周知する拠点。自動車専用道路ICから直近、南北・東

西の交通の要衝。城山と富士山を一望、伊豆総合高校生徒の協力が得られる。観光と教育に寄与。 

●伊豆の国市の経済活性に向けた取組み 

「特色が無い」のではなく、「何でもあるから、ポイントが絞れない」のが実状であることを自覚し、大きな変換点を迎えるにあたって

見直す。 

○歴史・文化 

・平安時代末期；源三位頼政と菖蒲御前、源頼朝旗揚げ、鎌倉時代；北条得宗家の父祖の地、室町時代；関東管領直轄地 

・室町時代末期；堀越御所、足利茶々丸を伊勢新九郎が討つ（下剋上の始まり）、戦国時代；後北条氏、韮山城、江戸時代；天領、世襲

代官江川氏 

・江戸時代末期；韮山代官江川坦庵公（多摩地方も統治）、黒船来訪、国防、大砲鋳造（韮山反射炉）・権力者所縁の神社仏閣多数 

○自然・風土 

・神社の祭りの伝承と伝統芸能、三番叟、山車引回し 

・狩野川（カヤック）、城山（ロッククライミング）・葛城山（パラグライダー）等の親自然体験 

・イチゴ、みかん、柿等の観光農園、田園（韮山・江間の水田、田中山の農村集落）景観 

○増加が予測される来訪者に、地域の総力を挙げたサービスを提供する。 

 農商工連携による6次産業の創出を目指し、市内の商工業、観光業、農業関係者の交流を促進する。 

 外来者が求めるものを、地域の総力を挙げて提供する体制を作る。外来者に関わる人が増えることで、地域を挙げてお迎えする雰囲気        

  を醸成する。一流の観光地を目指す。 

   ～1月の主な行事、講演予定など～ 

日 時 内  容 場  所 時 間 

1月4日(金) 本会仕事始め・市賀詞交歓会 みんなのHawaiians 15:00～17:00 

1月10日(木) 建築無料相談 商工会伊豆長岡支所 18:00～20:30 

1月11日(金) 道祖神祭  ｱｸｼｽかつらぎ前広場 16:15～ 

1月15日(火) 

  31日(木) 
住宅新築ﾘﾌｫｰﾑ審査会 商工会本所 19:00～ 

1月16日(水) 県連商工会祝賀会 静岡 ﾎﾃﾙｱｿｼｱ 14:00～17:00 

1月21日(月) 地区連田方税務部会懇談会 商工会伊豆長岡支所 15:00～ 

1月23日(水) 本会資金繰り個別相談会 商工会本所 10:00～15:00 

1月29日(火) 県連資金繰り個別相談会 函南町商工会 10:00～15:00 

1月30日(水) 経済関係者賀詞交歓会 ｻﾝﾊﾞﾚｰ富士見 19:00～ 

1月30日(水) 新春経済講演会 長岡総合会館(ｱｸｼｽかつらぎ) 18:00開演 
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