
 

 

 

 

 

 
 

新年明けましておめでとうございます。平成26年の年頭

にあたり、謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

長い間の懸案であった渋滞から解放される画期的な年の

幕明けです。2月11日には、東名高速の沼津ICから、新東名

高速から長泉JCT、国道1号線をアンダーパスで通過した東

駿河湾環状道路が、函南町塚本で伊豆中央道路と連結さ

れ、修善寺道路を経て伊豆市大平まで供用され、ようやく

伊豆も高速道路網に組み入れられ、車による各地との交流

に要する時間距離が飛躍的に短縮されます。 

昨年は、富士山が、世界文化遺産に登録され、我がまち

の反射炉を含む明治日本の産業革命遺産群の国内推薦が決

定し、平成32年には東京でオリンピックとパラリンピック

の開催が決定しました。 

20年余に渡るデフレ経済の影響もあって、何となく足元

が不安で下ばかり見ている状態が続いておりましたが、少

し目線を上げてみれば絶好の波（チャンス）が訪れよう     

としています。思い切って、立ち上がり波に乗ってみよう

と提案しています。そうすれば、その先にはさらに大きな

波が見えるはずです。会員の多くを占める小規模事業者

（従業員20人未満）には、自ら流れ引き起こす力はありま

せん、故に二度と訪れることのない流れに乗ろうではあり

ませんか。 

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。その目的は、従前から取り組んで

きた会員個々の事業所の経営の改善と、近年着目されてい

る地域の事業環境の改善です。後者は、儲かる地域づくり

です。多くの人々が暮らし、多くの方々が訪れる地域づく

りに他なりません。 

そんな背景から、反射炉プロジェクトと称する取組に着

手しました。商工会員の事業は、市民の皆様のご支持、ご

愛顧が無ければ成り立ちません。5万人の市民と事業者と伊

豆の国市が一丸となって、我がまちの反射炉が世界文化遺

産になることに対応して、明るく活力のあるまちを目指そ

うという提案であります。 

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。 

 
 

東駿河湾環状道路開通による地域経済の振興   

    ～つながる ひろがる 伊豆縦貫道～    
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◇◇◇新年のご挨拶◇◇◇ 

 伊豆の国市 

市長 小野登志子 

 

 年頭のごあいさつ   

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） 

 

平成２６年 １/２８（火） 

☆商工会青年部より 

ぬえ左衛門グッズ 

  販売予定！！ 

・携帯電話ケース 

・メガネクロス 

・ぬえ左衛門絵馬 
 

ぬえ左衛門グッズを

買って厄払い♪ 

 

毎年恒例『鵺之破魔札』

も販売予定!! 

会 場：湯らっくす公園         

時 間：１５：００～ 

 東駿河湾環状道路は、高規格幹線道路「伊豆縦貫自動車道」の一部を構成し、また沼津・三島都市圏

の環状道路として整備します。これにより、伊豆地域へ流入する観光・物流などの広域交通と、生活交通

などの都市圏内交通の混在を適切な交通分担を行うことで分離し渋滞を緩和します。 

 さらに本道路の整備により、地域間の活発な交流を推進し、地域相互の広域的な連携強化を推進し、活

気ある一体的な圏域づくりを支援します。 

 今回の講演会では、開通のメリットと、それをどう地域振興に活かしていくかをお話しいただきます。 

 4月に市長に就任して8か月が

経ちました。表明した7つの命題

に沿って、粛々と行政を進めて

おります。 

 一般廃棄物焼却場の移転を含

む安心安全の暮らしを実現する

ために、また子育て支援、教育環境の充実、待った

なしの防災対策・医療・介護・福祉の諸問題、観光

地のにぎわいを取り戻すことはもとより、農業・商

工業を一体化させた産業の発展を期してそれぞれ施

策の事業化を図っているところです。 

 行財政改革では、市民による事業評価を行い、そ

れを受けて従来の事業の見直しを進めるとともに、

庁内では機構の改編を行って7つの命題の早期実現

に取り組むところです。財政的にはさらに苦しい時

代に入ろうとしていますが、職員一同懸命に取り組

む覚悟です。 

 市民の皆様には是非ご理解いただ

き、強い意志を持って市民協働のま

ちづくりを成功させようではありま

せんか。 

 2014年は、伊豆の国市にとってど

んな年になるのでしょう。それを創

るのはあなた、そして私です。 

国土交通省中部地方整備局沼津河川国道事務所長 大儀 健一 氏 
講 師 

 伊豆の国市商工会では毎月第二日曜日にアピタ大仁店ケ

ンタッキー前にて建築無料相談を行っております。伊豆の

国市商工会の建設部会の役員が新築、増改築、リフォー

ム、お庭やカーポートなど、住まいに関する疑問なら何で

も無料で相談に応じます。 

１/１２ 

 （日） 

☆開催時間☆ 11:00～15:00 ☆開催場所☆ アピタ大仁店 

   ○日  時      2014年1月24日（金） 受付17時30分～ 開演18時30分～ 

   ○場  所      伊豆の国市長岡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    

ぬえ左衛門のぬえ日記 

あけましておめでとうぬ～ん♪ヘビ年が終わって 

マサオがションボリしてるぬん。ボクはこの前、『ゆる

キャラサミット in  羽生』に行ってきたぬん。みんな応

援してくれたゆるキャラグランプリの結果は1581キャラ

中357位だったぬん。今年も応援よろしくぬ～。 

ゆるキャラ  

サミットin 羽生 

春気堂に満つ われ今新生せり       
 

輝ける新年を迎え、どなた様も希望に満ち満ちてお

られることとお慶び申し上げます。 

 2014年、今年はどんな年になるのでしょう。 

 愛する私たちの伊豆の国市は、誕生して10年目に入ろう

としています。人の一生に例えますれば10歳。今まさに伸

びんとする時、大きな理想を打ち立て、まっしぐらに進も

うとする時であります。国づくりも同様、大きな目標に向

かって、基盤を積み重ねて行く時と言えましょう。 

 昨年は願成就院の運慶作諸仏5体が国宝に、韮山反射炉

が世界文化遺産登録に向け国内推薦決定と、ビッグニュー

スに沸きました。待ち望んだ朗報は、私たちの心を豊かに

してくれました。私たち市民は、大偉業を成し遂げた先人

たちのご労苦に対し、深く敬意を表するとともに、未来の

人たちの幸せを願い、新たなまちづくりに勤しんで行かな

ければならないと思います。 

伊豆の国市商工会 

  土屋 龍太郎 会長   

重要！ 

◇ 日 時：平成26年1月29日（水） 19：00～21：30 

◇ 場 所：伊豆の国市商工会 2階会議室 

      伊豆の国市四日町290  駐車場有 

◇ テーマ：『消費税率アップに備え 

          自社の防衛策を考えよう』 

◇ 講 師：朝原 邦夫 氏 税理士  

◇ 定 員：40名（先着順） ※無料 

◇ 締 切：1月27日（月） 

お問合せ・お申込 伊豆の国市商工会（担当 松下.日吉） 

   Tel 055-949-3090 Fax 055-949-2740まで 

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


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） 

無 料 

(要予約) 

１ 開設期間 (土・日は除く） 

  平成26年2月14日(金)から 

        平成26年3月17日(月) 

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 

  

   

     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26年 

   2月15日(土)・16日(日) 

             

                

 

 

 

 

 

 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。 

   

 長岡地区商工会役員が建立の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26年1月16日(木) 

 おおひと梅まつり 
              

                

 

 

 

 

 

 

 

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

平成26年1月3日(金) 

●反射炉プロジェクトとは？ 
 

 伊豆の国市商工会は、反射炉の世界遺産登録を契機として、来訪者に提供するサービスを質・量共に向上発展させる取組

を通じて、会員事業者の将来に明るい光を投げかけることを目的とした事業『反射炉プロジェクト』に着手しています。  

 

 反射炉プロジェクトの具体例 

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、寺院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余の寺院とその檀家・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、寺院に関する情報を集約

しようとしています。 

寺院に関する情報は、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

ての寺院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。」と言われるご住職に、「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、簡単な紹介資料のご提供をお願いします。」と、協力を求めていま

す。自分のお寺の資料を見て、引き続き市内の寺院の紹介資料を目にすることで、市

民の皆さんに市内の寺院の情報通になって貰おうと思っています。願成就院の仏像が

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。 

市内のすべての寺院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、色々な立場の方の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。共通のパン

ンフレットやグッズとなれば、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。 

 商業部会・ 
観光サービス部会 

合同視察研修のご案内 

 伊豆の国市商工会では、『反射炉プロジェク
ト』の一環として、歴史上の人物をキャラク
ター化し、特産品のPRに役立てようと考えてお
ります。そこでアニメ『らき☆すた』の舞台で
有名な埼玉県久喜市の鷲宮神社へ視察研修を企
画しました。鷲宮神社では地元で有名な桐を使
い木製ストラップを製造販売し、即日完売する
等、経済効果は約20億円と言われ
ています。毎年初詣では多くの人
の参拝があります。 
 参加ご希望の方は伊豆の国市商
工会までご連絡をお願いします。 

・日 時：平成26年1月23日（木） ※日帰り 

・行 先：埼玉県久喜市 鷲宮神社他 

・費 用：￥5,000- 先着40名 

・締 切：平成26年1月15日（水） 

小野市長と一緒に、お・も・て・な・し   

 商工会女性部は11月に群馬県と岐阜県商工会女性部の皆様をおもてなし。韮

山反射炉では女性部役員と小野市長・土屋商工会長のお出迎えに先方は感激！

天候にも恵まれ秋の伊豆の国市を満喫されたことでしょう。商工会女性部は、

今後も全国の商工会女性部とのネットワークを広め、着地型観光を推進、地元

の活性を実現したいと思います。2月中旬には、茨城県の女性部をお・も・て・な・し。  

＜国宝＞願成就院の運慶作諸仏 
       写真提供：文化庁 

伊豆の国市を花いっぱい！！！ 商工会女性部花壇植栽 

 12月、国道韮山反射炉入口、国道長岡宗徳寺入口、

大仁市民会館バス停、商工会本所前に趣向を凝らした

植栽（ﾊﾟﾝｼﾞｰ・ﾋﾞｵﾗ・ﾉｰｽﾎﾟｰﾙ・ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ）をご覧くだ

さい。お手伝い頂いた、南條本区子ども会、大仁中36

会他皆様方、ありがとうございました。  

寄せ植え講習会 2013.12.16 

 年末の恒例事業、寄せ植え講習会を今年も実施。高橋さゆり氏を

講師に迎え、「冬から春まで楽しむコンテナ」と題する寄せ植えを

習いました。参加者は大変満足された様子でした。  

第37回伊豆長岡商工祭 

 今回で37回目

を迎える伊豆長

岡商工祭が11月

17日に行われま

した。 

 秋晴れの中、楽生保育園

鼓笛隊の演奏でオープニン

グを迎え、抽選会や商工会

員による出店にたくさんの

お客様に楽し

んでいただき

ました。 

鼓笛隊 

投げもち 

正しく知ろう 

最低賃金 

最低賃金制度とは？ 

働くすべての人に対し、賃金の最低

額を保証する制度です。 

静岡県の最低賃金 

７４９円 ＜効力発生日＞ 

25年10月12日 

最低賃金に関するお問合せは 

静岡労働局労働基準部賃金室  
  TEL 054-254-6315   

韮山反射炉を世界遺産に 伊豆の国市商工会“反射炉プロジェクト”始動！  

 

○（本所 韮山） TEL 055-949-3090 勝又 康博 顧問税理士  

  日時：平成26年2月6日（木）※1  3月5日（水）※2 
 

○大仁支所      TEL 0558-76-3060 酒井 新二 顧問税理士 
    日時：平成26年1月29日(水）・2月20日（木）・3月4日（火） 

        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26年2月19日（水）・2月25日（火）・3月7日(金） 

   すべての日程※1･※2どちらでも可 

tel   055-948-2330 

【所在地】  〒410-2124 静岡県伊豆の国市長岡  

           1407-1 

軽量・省電力な高視

認性可動式ホーム

（駅）柵 開 閉 扉 の 開

発・製造・販売 

 フォーミング工業㈱ 

～平成25年度 経営革新企業紹介～ そ の 1 

県知事 
 承認 

＊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。 


