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「目指せ！日本一の地域企業力     
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☆詳しくは裏面をご覧ください。 

今年は６月１日(土) 発売 

 

  平成２５年度 伊豆の国市商工会通常総会開催 ～事業計画、予算の概要～ 

長年の渋滞から解放される時に合わせるかのごとく、

特色が無いとされてきた我がまちに大きな売り物が誕生

しようとしています。車社会の到来、嗜好や価値観の多

様化、少子高齢化、産業の空洞化等々、社会の様々な要

因が重なって長い時間を掛けて、ジリジリに衰微してき

た我がまちの経済を、上向きにするためのまさにラスト

チャンスが訪れようとしています。 

伊豆の国市商工会は、市内の総力を結集して、「反射

炉プロジェクト」と銘打った新たなサービスの開発を通

じて、このチャンスをものにしなければと考えていま

す。市内の総力結集ですが、市内の経済団体と行政が一

緒になって、作戦を考え、行動する組織を作ることを提

案しています。 

重点項目 

  会長あいさつ 

   伊豆の国市商工会長 

    土屋 龍太郎   

   （土屋建設株式会社） 

更に、歴史・文化に対する造詣が深く故郷の誇りを大切にし

ようとする皆さんや、安心・安全な暮らしを維持するために頑

張っている皆さんにも、ご協力をお願いしようと思います。

サービスの開発ですが、「反射炉へ行ってみたけど、何もな

かった。」と言われることを最悪の事態と捉えています。頼朝

公以来800年余の歴史文化、狩野川に代表される自然風土、水田

と丘陵地の農村景観と農業、更に温厚な気候を背景とした市民

性等々を、背景とした我がまちの魅力を総動員して、外来者に

魅力的なサービスを開発し、会員の皆様に、子や孫の代を視野

に入れた新たな事業を興して貰おうと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．中小・小規模企業の経営力強化への支援  
＜地域内事業所の振興により地域を活性化させるための取り組み＞  

  ●巡回支援ツールを活用した巡回訪問の強化と充実  

  ●国、県の緊急経済、雇用対策事業等利活用の促進  

  ●創業、経営革新指導体制の拡充（金融機関との連携

強化等）  

  ●BCP「災害時事業継続計画」の策定支援  

  ●農商工連携地域資源活用事業の推進  

  ●地域企業のアピール事業の推進（メディアの活用等）  

Ⅱ．地域活性化事業の推進  

 ＜地域経済社会の維持に貢献する取り組み＞  

 ●韮山反射炉世界遺産登録に係るまちづくりへの積極的  

  な参画による地域振興の推進  

 ●観光ニーズの変化に対応した地域  

  づくりの研究   

 ●行政・地域関係団体との連携強化  

 【予算】２5年度一般会計（平成25年４月１日～平成26年3月31日） 

    292,258千円   
67,280千円 

32,250千円 

18,708千円 

174,020千円 60％ 

23％ 

11％ 

6％ 

 

           伊豆の国市商工会は、「反射炉プロ

ジェクト」に取り組んでいます。韮山反射炉の世界遺産登録に

合わせて増加が見込まれる来訪者に、歴史文化、自然風土、農

村景観と農業、温厚な気候を背景とした市民性を結集した新た

なサービスを開発することで、子や孫の代まで継続可能な事業

を創り出そうという取り組みです。 

その反射炉プロジェクトの一環として、「伊豆の国市内寺院

仏閣巡り」という企画を持っています。過日、願成就院に伝わ

る仏師・運慶作の仏像5体（重要文化財）が、彫刻としては中部

地方初の国宝に指定され、お寺さんに対する関心が高まってい

ることに着目しました。市内にある60余のお寺さんとその檀

家・門徒の皆さんが、代々大切にしてきた有形無形のお宝に着

目し、市内の仏教会の皆さんのご協力を戴いて、お寺さんに関

する情報を集約しようとしています。 

お寺さんに関する情報は、様々な形で公開されております

が、伊豆の国市内にあるすべてのお寺さんの情報を一目でとい

う発想はありませんでした。「うちの寺は、何も無いよ。」と

言われる住職に、「お宅の檀家さんに関心を持ってもらいたい

ので、せめて本堂の写真と、簡単な紹介資料」提供をお願いし

ています。自分のお寺の資料を見て、引続き市内のお寺さんの

紹介資料を目にすることで、市民の皆さんに市内のお寺さんの

情報通になって貰おうと思っています。 

 反射炉プロジェクト 
願成就院さんの仏像が国宝に指定された経緯を、より多くの

市民に知ってもらい、まちの自慢の一つとして語ってもらうこ

とを目指しています。 

なぜなら、地元の皆さんが自慢できるものにこそ、外来者が

魅力を感じるものだからであります。「住みたいまちが、訪れ

たいまち」に通ずるものがあります。 

市内のすべてのお寺さんの情報が集まった時点で、趣味嗜好

が多様化している現況を踏まえ、従来のお寺巡りとは一味も二

味も違った捉え方に期待し、色んな立場の方にご協力による検

討会を開催します。 

開祖或いは宗派に関する情報、その後改宗の経緯、寺宝と言

われる仏像或いはご本尊、建築様式や伽藍の構成、伝承の食べ

物や調理法、住職による説法や法話、写経や座禅等の体験、自

慢のお庭やお花等々に応じたグルーピングや周遊コースを選定

しようと思います。 

 国道136号線沿いに林立するお寺さんは、どこも間口が狭い

という現状を踏まえ、ワンボックス車による周遊が交通関係の

事業になります。お寺さんで住職の話を聞きながら、お茶とお

菓子ということになれば、それなりのお菓子作りが事業です。

共通のバンプやグッズとなれば、其々関連する事業が生まれま

す。反射炉世界遺産登録を契機に、長い間大切に培ってきた地

域資源を活用し、地域で暮らし事業を営む人々の連携を促し、

新たな事業展開を模索しようと考えています。 

＜その6＞  伊豆の国市内寺院仏閣巡り 
“ふる里を 考  えるコラム” 考 

 【本年度総会の様子】 

   ぬえ左衛門 

【青年部ゆるキャラ】    

 ２、商業振興事業（各部会の重点事業より抜粋）  

   ・プレミアム商品券発行事業 (トリプルプレミアム) 

  ・源頼朝と政子のキャラを活用した商業振興 等  

 ３、工業振興事業（各部会の重点事業より抜粋）  

  わかりやすい名簿の作成(写真・設備一覧等、 

   BtoB中心に)等 

 ４、建設振興事業（各部会の重点事業より抜粋）  

  ・伊豆の国版「ビフォーアフター」伊豆の匠 

       ～住宅関係無料相談会の実施～ 

  ・住宅助成金制度拡大の為のPR活動等 

 ５、観光振興事業（各部会の重点事業より抜粋）  

   新たな観光資源の創出、仏教会との連携、 

      地域産業との連携等 

 ６、青年部・女性部対策事業 （各部会の重点事業より抜粋）  

  〈青年部〉24年度製作のゆるキャラ「ぬえ左衛門」 

      を通じ当市の観光PR及びそれを通して 

          の部員個々の資質向上 等   

  〈女性部〉韮山反射炉世界文化遺産登録に向け 

      て推奨、地域モデル事業支援等 

１ 経営改善普及事業の実施  

２ 地域振興事業  

        道路網の整備 

道路網の整備の関連でありますが、首都圏の高速道路の整備状

況です。圏央道と言いますが、東名高速の海老名JCTから、中央道・

関越道・東北道・常磐道へ通ずる高速道路が今年と来年にかけて順

次開通します。今まで、首都高速を通らなければ交流出来なかった

伊豆と北関東の田舎者同士が、直接行き来できるようになります。 

  伊豆の国市は、大きな転換期を迎えています。 

本年度末には、駿河湾環状道路と伊豆中央道が連結され

る運びとなりました。 

つい先頃、願成就院の仏像が、国宝に指定されました。本

年秋には、富士山が世界文化遺産に登録が、概ね固まりまし

た。更に平成27年には、韮山反射炉が近代化遺産群の構成

員として世界文化遺産に登録されようとしています。伊豆全体

で取り組んでいるジオパークも、国内認定となり、世界ジオパー

クも視野に入って参りました。   

これを契機に、韮山代官の知行地であった多摩の八王子市、

頼政公のご縁のある高崎市、あやめサミットでご縁のある潮来市

等との交流を活発化して、例えば、韮山世界遺産登録という伊豆

の情報を、関東圏に発信しようと考えています。災害復興支援で

ご縁の出来た宮城県多賀城市は、東北における伊豆及び伊豆の国

市の情報発信基地という発想もありではないでしようか。 

 役職員一丸となって共助力の増大に努めます。更に、事務局に

よる経営指導等のサービスを通じて、会員事業者の更なる自助努

力を促して参ります。加えて、伊豆の国市、静岡県、商工会県連

の絶大なご支援をお願いする形で公助の増大を、得たいと考えて

いますので、絶大なご理解とご支援をお願い申し上げます。 

 

Ⅲ．商工会組織・財政基盤の強化  

 ＜組織の活性化、自主財源を確保するための取り組み＞  

 ●「企業訪問隊」による巡回訪問の実施  

  ●各部会活動の拡充・強化の推進  

  ●会員増強運動の推進  

 ●商工貯蓄共済及び全国商工会会員福祉共済の加入促進   

  ●新たな収益事業の研究  

Ⅳ．職員の意識改革と資質向上の推進  
＜地区内事業者からの専門化・高度化する相談に対応するための取り組み＞  

 ●専門的資格取得の促進   

 ●提案型支援に対応するスキル強化の機会提供  

 ●人事評価による意識改革  

 

１、総合振興事業  

    ①企業訪問隊による巡回訪問の実施 

   ②商工会報の発行及びメディアの活用による商工会 

     アピール活動 

  ③新会員、各種共済加入促進の推進 

  ④韮山商工祭(10/13)、伊豆長岡商工祭(11/17)、 

   伊豆の国市産業祭の開催 

  ⑤IZU食彩トレイドフェア(第3回)の開催（10/4） 

  ⑥BCP「災害時事業継続計画」の普及・啓発 

  ⑦地域活性化に向けた協議会の運営 

  ⑧農商工連携、6次産業化の研究 

  ⑨インターンシップ（就業体験学習）への協力 

 

    韮山反射炉世界文化遺産登録支援/ 

    東部地域商工行政推進協議会/ 

    伊豆地区商工会連絡協議会/ 

    駿豆地区商工振興懇話会/ 

    狩野川水系水質保全協議会/ 

    友好都市交流協会への協力/ 

    東部コンベンションビューロー/ 

    ファルマバレープロジェクト/ 

    東部地区グランドデザイン策定支援/ 

金融、税務、経理、販売管理、労務、技術の改善、その他経営に関する 

個別相談・指導 等 



 

 
 

 

伊 豆 の 国 市 商 工 会 青 年 部 で は、去 る5月12日(日)   

平成25年度通常総会が蔵屋鳴沢会議室において開催さ

れました。 

 議事では任期満了に伴う役員改選が行われ、新部長

に前田泰宏氏が選任されました。  

 また、25年度事業計画では、「ぬえ左衛門でつなが

る地域活性化プロジェクト」を行い、広く意見を求め地域に根付いたキャ

ラクターに育成する事で、地域活性化に貢献したいとの説明がなされ、そ

の他議案もすべて承認されました。 

 総会では、優良部員表彰として大矢健晴(晴照造園)、村越英明

(POMODORO)が表彰され、本年度青年部を卒業する前部長の西島常祥氏(㈲

西島建築設計工務)、芹澤広之氏(㈲クリーニングショップ白洋舎)の 2名に

感謝状が送られました。 

 伊豆の国市商工会女性部は、平成25年4月26日（金）サンバレー富士

見にて平成25年度総会を開催しました。本年度の主な事業として前年

度より継続のおもてなし事業や花壇整備事業、さらには韮山反射炉の

世界文化遺産登録に向けた地域モデル事業を女性部の立場で支援する

事業等議案が審議され、原案通り承認されました。 

 総会の中で天野部長より、「昨年度、伊豆の国市商工

会女性部は優良女性部として県連表彰を受けた」旨の報

告がなされ、部員の皆様への感謝の言葉が伝えられまし

た。また、「女性部の活動にご理解いただけるお仲間を

一人でも多くしたい」との希望とお願いがありました。 

ぬえ左衛門デビュー 

開催日：6月14日（金）          

※どなたでもお申込みできます 

 〈18：00～20：30〉 
 

  伊豆の国市商工会  

  伊豆長岡支所にて 

◎毎月第2金曜日開催 
  

商工会建設部会の専門指導

員が増改築の費用、工事規

模、工期などについてのご指

導・ご相談に応じます。 

❥❥❥女性部総会 

❥❥❥ 

 

 

 

最 高 

１００万円 

●伊豆の国市民が市内の施工業者に発注す

る３０万円以上の新築・増改築・修繕等の

リフォーム工事 

●請負契約日が平成25年4月1日以降の工事 
 

 工事金額の15%の助成金が出ます!! 
※申請受付は補助金が満額に達し次第終了します 

対 象 工 事 

お問合せは商工会本所 TEL055-949-3090 

 

 平成２５年 

６月１日（土） 

★発売期間 平成25年6月1日～ 総数に達し次第終了 
        一部販売所は6月3日(月)販売開始 10,000セット販売 

★有効期限 平成25年6月1日～11月30日 ○注例年より3ヵ月早くなります 

★額 面  1,000円券11枚綴りで11,000円分を1冊とし、10,000円で販売 

★券 種  共通券5枚と専用券6枚の11枚綴り 

     共通券はすべての取扱店で使用可 

      なお、1回の購入限度額は5万円までとします 

★今年も、3,000円相当の地元特産品が100名様に当たる『お楽しみ抽選券』が1冊に1枚付いてきます!! 

・賞品総数：26品目（お好きな一品を選ぶことが出来ます。) 

・賞品一覧表配布場所：下記販売所にて掲載、商品券購入時に配布いたします 

・抽選日：7月3日(水)・当選番号発表：7月7日(日)   

・当選番号の発表：商工会ＨＰ・商工会会報・新聞広告・各販売窓口に掲載します 

・当選券の引換期間：7月8日～19日 ご希望の賞品を決めたうえ、当選券を商工会各支所にお持ち下さい 

※6月1日（土）・2日（日）・8日（土）・9日（日）は商工会本所にて特別販売!! 

静岡銀行   

韮山支店 

三島信用金庫 

韮山支店 

商工会 本所 
販売時間 8：30～17：15 

販売期間 6月1日～11月30日 

販売時間 9：00～15：00 

販売期間 6月3日～6月21日 

休業日  土日祝日 

静岡銀行   

伊豆長岡支店 

三島信用金庫 

長岡中央支店 

商工会 伊豆長岡支所 

販売時間 8：30～17：15 

販売期間 6月3日～11月30日 

休業日  土日祝日 

販売時間 9：00～15：00 

販売期間 6月3日～6月21日 

休業日  土日祝日 

静岡銀行   

大仁支店 

三島信用金庫 
大仁支店・田京支店 

商工会 大仁支所 

販売時間 8：30～17：15 

販売期間 6月3日～11月30日 

休業日  土日祝日 

販売時間 9：00～15：00 

販売期間 6月3日～6月21日 

休業日  土日祝日 

販売期間中に総数に達

し次第終了します。 

         伊豆長岡支所 伊豆の国市古奈255  TEL 055-948-5333 

伊豆の国市商工会 本所     伊豆の国市四日町290 TEL 055-949-3090 

         大仁支所   伊豆の国市大仁454  TEL 0558-76-3060 

 
♪ 

♪ 

今年も１０％のプレミアムに加え、プレミアム商品券を使用してお買い物をすると、更に１割引や、ポイン

トカード２倍などの特典を受けることが出来ます!! 

トリプルプレミアムを実施する店舗は約８０店舗!!実施店舗、プレミアム内容等詳しくは５月３１日朝刊の

折込チラシもしくは、商品券販売店などのポスターをご覧ください。 

 
♪ 

♪ 

商工会青年部通常総会  新青年部長に前田 泰宏 氏 ㈲マエダ美化 

青年部新役員(敬称略) 
 

【部長】前田泰宏 ㈲マエダ美化 

【副部長】石橋剛 ㈲石橋修建築設計室 

【副部長】武田友良 土屋モータース 

【常任委員(総務・正)】杉山雅一 杉山商店 

【〃   (総務・副)】石川裕康 ㈲イシカワ電気 

【〃   (研修・正)】佐藤淳一 長岡自動車工業㈲ 

【〃    (研修・副)】秋田豊  ㈲清水新聞店 

【〃   (事業・正)】村越英明 POMODORO 

【〃   (事業・副)】大矢健晴 晴照造園 

【〃    (県青連)】瀬尾和寿 カズ&アイ 

【監事】西島常祥 ㈲西島建築設計工務 

【監事】芹澤広之 ㈲クリーニングショップ白洋舎 

ぬえ左衛門育成ワークショップ参加者募集 

<日程> 6月9日(日) 

<時間> 18：00～ 

<場所> 伊豆の国市 

   商工会本所2F 

 

<ﾃｰﾏ> 

全国にぬえ左衛門を

知ってもらおう！ 

<お問合せ>  

TEL 055-949-3090 

～～平成24年度 経営革新企業紹介～～ そ の1 

＊経営革新企業とは、中小企業者の独自の技術、ノウハウや

工夫による新商品の開発又は生産、新しいサービスの開発や

提供の方式の導入等々、事業への新しい取り組みにより経営

の向上を図っている企業。中小企業新事業活動促進法に基づ

き静岡県より承認される。 

 

   M’  ハウス株式会社   

【棟梁】水口立志氏 

【所在地】 伊豆の国市小坂615 

         ℡/ 055-947-3022 
HP/ http://www.m-s-house.jp 

宮大工の技術を活かし、住宅設計と同時

に住宅に調和した家具をあわせて提案す

るトータルコーディネート事業の展開 

      全て19：00～20：30  各支所会議室にて 

①7月3日（水） 大仁支所      伊豆の国市大仁454   

②7月4日（木） 伊豆長岡支所   伊豆の国市古奈255 

③7月8日（月） 本所（韮山支所）  伊豆の国市四日町290 

●申し込み方法 ＊お電話にてお申込み下さい。 

〈伊豆の国市商工会〉055-949-3090 

☆セミナー終了後、個別相談も承ります。（無料） 

  個別希望される場合は当日お申し出ください。 

◇相続・遺産分割が「争続」を生む原因 

◇相続財産とは    ◇法定相続分と遺留分 

◇遺産分割対策としての生前贈与 ◇生命保険の活用 

●開催日時・場所 

         櫻井 幹士 （FP、ジブラルタ生命認定チー 

   フ、金融知力普及協会認定インストラクター 
講師 

県知事 
 承認 

前田泰宏 新青年部長 

参加無料 

＜商品券に関するお問合せ＞ 

○注  

ｓ 

※ 6/1・6/2・6/8・6/9は9：00～12：00 

休業日  土日祝日 

※上記期間は午前中のみ販売 


