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平成２７年 １/２５（日） 

内容：弓道家による弓のデモン 

     ストレーションや鵺踊り他 

当日の写真 

鈴木 福くんとぬえ左衛門 

会 場：湯らっくす公園         

時 間：１３：３０～ 

 

新年明けましておめでとうございます。平成27年の年頭

にあたり、謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

本年は、我がまちの反射炉を含む“ 明治日本の産業革命

遺産群 ”が、世界文化遺産に登録されます。更に、伊豆半

島ジオパークが1年遅れとなりましたが、世界認定される

見込みです。平成32年の東京オリンピックとパラリンピッ

クでは、東京都以外での競技開催が可能になったことで、

新たな展開が期待されます。 

昨年の東駿河湾環状道路と伊豆中央道の連結によって、

全国各地との時間距離が飛躍的に短縮されたメリットを最

大限に発揮し、地域の将来をより明るいものにするため

に、伊豆の国市の総力を結集して取り組んで参ります。 

商工会が提唱する「反射炉ブランド」が、多くの会員事

業所のご協力により、食料品や飲食のメニューを開発する

「食いしん坊ぬえ左衛門部門」を主力として、93品（第2

次登録現在）を数えております。今後は、反射炉グッズ等

を開発する「ものづくりてつざえもん部門」と、市内を周

遊するサービスを開発する「観光、体験狩野川城山部門」

への登録を、呼び掛けています。 

多様な資源を有する伊豆の国市の特性を発揮し、るるぶ

（見る、食べる、遊ぶ）に加えて、新るるぶ（体験する、

交流する、学ぶ）を、総動員したおもてなし体制を、「住

みたいまちが、訪れたいまち = 観光まちづくり」という観

点で充実させて参ります。 

そこで、初夢を紹介します。イコモスの推薦決定が取り

ざたされる、本年5月のゴールデンウィークあたりから、

夏休みが終わる8月末にかけて、伊豆の国市はかつてない

規模の観光客が訪れます。反射炉台風第1波の到来。 

現在、年間72万人の宿泊客は100万人を超える勢いとな

り、名物の温泉まんじゅうは飛ぶように売れ、品切れが続

出する事態となりうれしい悲鳴が聞こえています。 

本命の反射炉を訪れる人は、現在の8万6千人が数倍の規

模となります。地場産品売り場は長蛇の列、反射炉グッズ

はもとより、それこそ何をおいても完売です。反射炉周辺

はおろか市内全域に渡って、ドライブイン、旅館・ホテ

ル、各種専門店は、昼食をとるお客様で溢れています。 

初夢が正夢となりますよう、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。 

 平成26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」」」   

 2015年の輝かしい新年を迎え、市民の皆さま

には、心からお慶び申し上げます。 

 わたしたちのまち伊豆の国市は、市制施行10

周年となり、4月からは新たな10年に入ります。 

 そして、いよいよ、韮山反射炉が「明治日本

の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」の構成

資産として、世界文化遺産への登録可否の決定

を受けます。 

 韮山代官江川坦庵公は、19世紀半ば、すでに

世界を視野に捉え、国を守るための諸施策を幕

府に提案しました。その一つ、1857年に築造さ

れた韮山反射炉は158年の時を経た今も、大空に

向かって堂々とそびえております。わたしたち

は、このまちのシンボルをしっかり保存し、後

世に受け継ぐとともに、偉大な先人がこの地に

在ったことを誇りとして、新たな時代を拓いて

いかなければなりません。 

 韮山反射炉周辺整備も始まっております。伊

豆の国市のそこかしこに、まちづくりの槌音を

高らかに響かせてまいりましょう。 

◇◇◇新年のご挨拶◇◇◇ 

 伊豆の国市 

市長 小野登志子 

 伊豆の国市商工会 

会長 土屋龍太郎 

 ●●● 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） 

 小規模企業に、より光があたるように取り組んできた悲願の小規模企業振興基本法が平成26年6月20日、

国会にて成立しました。新しい法律が成立したことで、これから何が変わるのか。小規模企業振興基本法とそ

の基本計画、小規模支援法について、そのポイントと今後の取り組み、事業者へのメリット、地域振興への期

待などをご講演いただきます。 

 

ニッポン各地の商店から飲食店、町工場までちいさな企業と地域を元気にする！ 

小規模企業振興基本法成立と地域経済の活性化 
  

 講 師 全国商工会連合会 事務局長 海老原 正 氏 
 

◆日 時  平成２7年１月２2日（木） 
           受付１８時３０分～ 開演１９時００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  １００名（先着順） 

◆お 申 込  電話・ＦＡＸでお申込み下さい。 

◆お問合せ  伊豆の国市商工会本所 電 話 ０５５－９４９－３０９０ 

                  ＦＡＸ ０５５－９４９－２７４０ 

事業主様 

必聴 

伊豆長岡駅前にて好評営業中！！ 

現在約40品の伊豆の国反射炉ブランド認定品を 

取り揃えております。 

新年は1月5日からの営業です。是非お越しください♪ 

あけましておめでとぬん♪ 

2015年は未年。来年のボク(頭)の年に備えて今年もがんばるぬ

～ん！そしてついに、ゆるキャラグランプリ2014の結果が出た

ぬん。1245体のご当地キャラの中で、ボクは346位だったぬ～。

去年よりもゆる～く前進したぬん。みんな応援ありがとぬ～ 

12月30日の夜にNHKで放送された「クイズ

100人力」みんな見てくれたぬん？実はボ

ク、ぬえ左衛門もバッチリ出演してたぬ

～。鈴木福くんともお友達になったぬん、

ついにボクも全国ネットデビューだぬ～ 

ご当地キャラ部門 
３４６位／１２４５体 

 平成27年4月1日は伊豆の国市の10歳の誕生日です。 

それを記念し、伊豆の国市主催で4月1日～4月7日の

間、市内の施設の無料開放や、特別記念セールなどを

行い、市制10周年をPRするという事業が実施されま

す。ただ今協賛事業所を募集中！！ 

   皆さんで伊豆の国市を 

       盛上げて行きましょう♪ 

○実施期間 平成27年4月1日（水）～4月7日（火） 
 

○募集期間 平成27年1月5日（月）～1月25日（日） 
 

○内容例  1日10食限定10周年ランチ、10円市、 

      記念品配布、10%OFFセール等 
 

○問合せ先 伊豆の国市役所 市長公室 
      TEL055-948-1431 FAX055-948-2915 

12月1日に青年部では「勝ち残

るために、今何をすべきか！

～財務分析の必要性～」とい

うテーマで講習会を開催し、

知的資産経営などを勉強しま

した！(左は当日の様子) 

～市よりお知らせ～ 協賛事業所募集 

〈営業時間〉10：30～16：30   〈定休日〉毎週水・木曜日 



 

   

 

 
 
 

 

“ふる里を 考  えるコラム” 考  

伊豆の国市商工会では毎月

第二日曜日にアピタ大仁店

内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。 

 

 

引き下げられました 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 
  

  

 

平成27年1月1日 

  

   

     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27年 

   2月21日(土)・22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した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マックスバリュ伊豆長岡店前  

  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27年1月16日(金) 

 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市 

平成27年1月3日(土) 

1/11 
（日） 

アピタ大仁店内 

☆開催日時☆  ☆開催時間☆ ☆開催場所☆ 
毎月第二日曜日  11:00～15:00  アピタ大仁店内 

 

 

    

 

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）   

要予約 

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

  日時：平成27年2月5日（木）※1  3月4日（水）※2 
 

○大仁支所      TEL 0558-76-3060 酒井 新二 顧問税理士 
    日時：平成27年2月18日(月）・3月3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27年2月18日（水）・2月26日（木）・3月6日(金） 

   すべての日程※1・※2どちらでも可 

 

 
 

 

             

 

 

 

 

 

  

 

  おもてなし事業  

 伊豆の国市を 

  花いっぱい !!! 

 商工会女性部 

  花壇植栽 

寄せ植え講習会  

 

 
 

 

11/16 長岡商工祭 

あなたのお気に入りのお店が

ありましたか？お赤飯・ピ

ザ・巻き寿司・コロッケ・

ミートドリア・まゆ玉・餃子

等に加え、鼓笛隊・餅まき・

無料豚汁・長岡京市の名産品

等々…来年も 

お楽しみに!! 

たくさんのご来場 

ありがとうござい 

ました！ 

 

●群馬県高崎市群馬商工会 

         女性部 

 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）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、職員OB他皆様方、ありがとうございました。  

 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。この個性あふれるダイナミックな美し

さを見て下さい！   

税務署からのお知らせ 

平成27年1月から 

相続税の基礎控除が 

引き下げられました 
詳しい内容は・・・ 

★国税庁ホームページで調べられます！ 

www.nta.go.jp  
★電話相談センターで相談できます！ 
 

税務署に電話して自動音声案内により 
「１」を選択、次に相続税の「２」を選択し 
て下さい！ 

伊豆の国反射炉ブランド 第三次認定会 
 平成26年度の認定審査会は、この回が最終回です。 

1事業所、4品まで登録可能になりました。 

 現在申込期限を延長し、受け付けております。

是非自慢の逸品をブランド認定し、販路の拡大に

お役立てください。受付締切 1月16日（金） 

 
         11月はおもてなしデーの連続で

した。11/5の山梨県甲斐市商工会をかわきりに、高崎

市群馬商工会・石川県美川商工会と三か所の女性部の

方々を伊豆の国市にお迎えし、市内の文化財はもとよ

り、伊豆の国市ならではの景観をお楽しみ頂きまし

た。また、伊豆の国市商工会女性部との交流会では互

いの事業活動など情報交換が活発になされ、有意義な

時を共有しました。高崎市では女性部員さんのしっと

りとした日本舞踊、石川県のおもてなしは青年部(ぬえ

左衛門)の登場で会場が一気に盛り上がりました。 

歴史ガイドの会の方に反射炉の説明

をお願いし、充実したおもてなしとな

りました。また、お出迎え・お見送り

には小野登志子伊豆の国市長及び土屋

龍太郎商工会長・秋田商工会副会長

と、多くの方々の協力を頂き成り立ち

ました。今はおもてなしを提供する側

ですが、平成27年度は女性部はおもて

なしを受ける側を体験しようと、さら

なるおもてなし事業を考えています。 

●石川県美川商工会女性部 

伊豆長岡 大仁 韮山 

商工会員の大多数を占める小規模企業（従業員20人

以下・製造業その他）は、人口減少、高齢化、海外と

の競争の激化、地域経済の低迷といった構造変化に直

面しており、売上げや事業者数の減少、経営層の高齢

化等の課題を抱えています。 

商工会と会員の大多数を占める小規模事業者を取り

巻く法体系が、大きく変わりました。地域の経済や雇

用を支える極めて重要な存在である小規模企業の疲弊

は、地域経済の低迷と連動している現実を踏まえて、

昨年6月に、「小規模企業振興基本法」が制定、「小規

模事業者支援法」が改正されました。 

「アベノミクス」の経済効果を地方に普及させる

「ローカル・アベノミクス」は、地域の中小企業の成

長を促して雇用を生み出し、地域経済の活性化策を強

化しようとしています。地方創生実現のための強力な

方法論であります。伊豆の国市の経済を好転させるた

めに必要な様々な活動の必要性や位置づけに対する大

きな合意を得るために、一連の流れを紹介します。 

1、成長発展と持続的発展 

飛躍的に成長はしないが、事業の継続を通じて、技

術やノウハウの向上や安定的な雇用の維持する事業の

価値が認められました。更に、小企業者（従業員5人以

下・製造業その他）の適切な支援も規定されました。 

住民の暮らしに密着した事業を、親から継承し、次

世代に繋いでいく地元の事業者の存在意義が、地域と

の関連性の観点から新たに評価されました。 

1、小規模事業者の活性化と地域の活力向上は表裏一体

人口減少等で消費が大幅に減少すれば、撤退という選

択肢を持つ大型スーパーや資本傘下のチェーン店によ

る賑わいは、必ずしも地域の活力向上とは言えませ

ん。市場原理・競争原理のみの基準で、両者に競争を

強いるべきではないという観点から、地域ぐるみの支

援の必要性或は、地域の活性化に繋がる面的な支援

（事業環境の改善）を通じて、小規模事業者を支援す

る体制づくりが求められています。 

1、スーパー商工会 

商工会が、小規模事業者の課題克服に向けた取組み

を支援するための「経営発達支援計画」を作成して、

国の認定を受ける制度が始まります。その認定を受け

た商工会を、国が支援するという仕組みです。 

元々小規模事業者の支援を目的とする商工会ではあ

りますが、平成24年度の法改正で、他の支援機関の存

在が定められ、小規模事業者支援における専売の看板

を失っていました。加えて、今回の支援体制や能力を

持つという選定制度は、スーパー商工会としての認知

を受けることになります。 

1、地域連携の組織づくり 

商工会が、市や地元の金融機関、他の公的機関と連

携して、小規模事業者を支援する仕組み作りが求めら

れています。伊豆の国市では、正副市長と商工・観光

団体、農水産業組合等の代表による「伊豆の国市産業

経済懇話会」を立ち上げ、経済施策の実施を前提とし

た情報交換を、始めました。 

現在の情報交換から進化して、経済戦略や地場産業

振興策を協議・決定する場になることを期待していま

す。 

“ 小規模事業者を取り巻く環境変化 ”  

 

 
 

 
新 番 組 社長のもうひとつの顔 

1月7日（水） 15：00～ 

  ON AIR 

毎週水曜日、15時より新番組が始まります 

 現在商工会では毎週木曜日、15時より青年部に

よる『ぬえ左衛門Radio』を放送していますが、

平成27年1月7日（水）より新番組『社長のもうひ

とつの顔（仮称）』をお届けします。 

 昼間の顔はバリバリと仕事をこなす社長の顔で

すが、仕事以外の顔は地域の為に働く消防団で

あったり、ボーイスカウトのリーダーであったり

と、昼の顔とはまた違った顔を持っています。こ

の番組では、そんな社長たちのもうひとつの顔の

ご紹介を本人自らがお話しします。出演者は商工

会会員であればどなたでもOK!! 

 
●山梨県甲斐市商工会女性部 

http://www.nta.go.jp

