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～商工会法施行55周年～

「地域の担い手
明日へつなごう商工会」

～～平成28年度 伊豆の国市商工会通常総会開催～～
会長挨拶

新体制での2年目を迎えて

4月14日夜、九州熊本を中心に発生した震災により、亡くなら
れた方々、そのご遺族の皆様に対し、謹んでお悔やみを申し上
げますとともに、被災され今なおご不便な避難生活を余儀なく
されている多くの皆様に、心よりお見舞い申し上げます。ま
た、被災された中小企業・小規模事業者の皆様方ができる限り
早く事業再開できますよう願っております。商工会でも義援金
の受付をしております。皆様方の温かいお気持ちをよろしくお
願いいたします。
さて、伊豆の国市商工会設立10年そして、私ども新体制にな
りまして、早一年になり、先日、平成28年度通常総会が多数の
ご来賓と多くの会員出席のもと開催し、議案はすべて可決承認
をいただきました。
我が国経済は、緩やかな景気回復基調が続いているものの、
小規模企業を取り巻く経営環境は依然として厳しい状態が続い
ています。そんな中で、私ども商工会の部会では商業・工業・
建設・観光サービスのそれぞれの部会での、地域振興事業、ま
た、反射炉プロジェクト実行委員会や、青年部・女性部の事業
が概ね順調に推移し、事業展開してきました。これからも、
「経営発達支援計画による小規模企業の持続的発展と地域経済
の活性化の推進」を基本として、「伴走型小規模事業者支援推
進事業」として展開していきます。
商工会は、事業経営者を中心とした会員組織で、お互いの事
業や地域の発展のために活動を行う団体です。各種補助金によ
り、中小企業特に小規模事業者の経営相談にあたっています。
具体的には、経営支援・金融・税務・労務・保険・資格取得・
視察研修・特産品開発・異業種交流等です。

会長 大沢秀光

これからも、会員に信頼される商工会となるように
会員満足度の高いサービス・情報の提供そして、創
業・経営革新企業の支援、財政基盤の安定化をはかっ
てまいります。
魅力あるまちを創る商工会として、まちづくりの核
となる地域振興事業の実行。行政や各種団体・近隣市
町の商工会と連携し地域の特性を活かしたまちづくり
を提言し行動をしたいと思っています。次代を担う人
づくりへの積極的な支援、いきいきと活気溢れる商工
会として、新規事業にも挑戦をしてまいります。その
他、小規模企業の振興に関する条例の制定でありま
す。
県商工会連合会では、小規模企業の振興の基本原則
として「事業の持続的発展」の位置付や小規模企業施
策の実施に必要な財政上の措置などを盛り込んだ小規
模企業の振興に関する条例の制定を県知事に要望して
おりましたところ、年度内ではなく年内に県議会に議
案提出し、審議して頂く運びになりました。従いまし
て、市におかれましても柔軟な対応をお願いいたしま
す。
以上、活発な商工会活動に努め、地域振興・地域発
展・住みよい明るいまちを目指して、会員をはじめ職
員が一緒になって進めてまいる所存であります。引き
続き、皆様方のご支援とご協力を心よりお願い申し上
げます。
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営業時間
営 業日
所 在地
アクセス

伊豆のへそ外観

10：00～16：00
通年・無休
伊豆の国市田京195-2
伊豆中央道大仁中央ICすぐ

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」
・伊豆の国ブランド認定事業
・異業種交流推進事業によるアンテナショップの開設
・伊豆の国市商工会創立10周年記念店舗紹介事業の推進
・巡回支援ツールを活用した巡回訪問の強化と充実
Ⅲ
・小規模事業者への伴走型支援
・国、県の施策と連携した経営支援
・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)
・専門家派遣等経営力向上、経営安定化への支援
・経営発達支援計画による小規模企業の持続的発展と地域経
済の活性化の推進
Ⅳ
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」
・韮山反射炉世界文化遺産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（反射炉プロジェクト実行委員
会の運営強化）

『いずのくに再発見』をテーマに、伊豆の国市らしい、魅力ある逸品をブランド認定し、市民や観光客に広
くＰＲすることで、伊豆の国市をよりよく知ってもらうきっかけとして、また、伊豆の国市の自慢の逸品を
全国に向けて発信する取り組みです。現在59事業所、134品を認定しております。
市内アンテナショップ各店好評営業中！！
蔵屋鳴沢外観

＜営業時間＞
＜定 休 日＞
＜所 在 地＞
＜Ｔ Ｅ Ｌ＞

9：00～16：00
毎月第1・3木曜日、年末年始
伊豆の国市田原野440-4
0558-75-4580

まごころ市場外観

・事業承継に関する情報収集と支援の強化
・地域資源を活用した地域づくりの研究
・行政、地域関係団体との連携強化
・高齢者生活支援事業の推進
・地域経済の活性化に関する調査研究
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
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

〈営業時間〉8：30～17：30
〈定 休 日〉年中無休
〈所 在 地〉伊豆の国市中272-1
（韮山反射炉横）
〈T E L〉 055-949-1208

相談無料
中小企業・小規模事業者のための経営相談所。～企業のお悩みを何でも相談できます～
よろず支援拠点は、地域の支援機関と連携しながら、中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営相談に対応するため、平成
26年から、全国の都道府県に設置された国の機関です。この度、伊豆の国市及び周辺市町の中小企業・小規模事業者に対して、
より手厚く、きめ細やかな支援を実施するため、伊豆の国市役所と伊豆の国市商工会にサテライト相談窓口を設置します。

相談日程

6月以降の相談日程は下記の通りです。毎月第2水曜
（市役所）・第4水曜（商工会）に2会場にて実施。
市役所会場

日 時：6月8日（水）・7月13日（水） 9：00～17：00
場 所：伊豆の国市役所大仁庁舎（田京299-6） 2階 第5会議室
商工会会場

重点項目

Ⅱ

は

道の駅『伊豆のへそ店』
6月1日リニューアルOPEN

伊豆の国ブランドとは・・・

経営発達計画を推進します

Ⅰ

伊豆の国ブランド アンテナショップ

日 時：6月22日（水）・7月27日（水） 9：00～17：00
場 所：伊豆の国市商工会（四日町290）

●相談をご希望される方は事前に、伊豆の国市
商工会まで申込をして下さい。
●相談時間は、下記の通りです。（1時間単位）
① 9：00～10：00
②10：30～11：30
③13：00～14：00
④14：30～15：30
⑤16：00～17：00
●問合せ・申込先 ※土日祝日を除く
伊豆の国市商工会 本所
TEL 055-949-3090 FAX 055-949-2740

～工業部出展予定～
●テーマ 静岡県産業振興財団の取扱う助成金・支援制度
日本政策金融公庫の概要と融資制度等の紹介
●講 師 公益財団法人 静岡県産業振興財団
日本政策金融公庫
●内 容 ・静岡県産業振興財団の概要と支援制度の紹介
・静岡県産業振興財団の取扱う助成金や過去の申請事例
・日本政策金融公庫の概要と融資制度等の紹介
●日 程 平成28年6月27日（月）13：30～15：30
説
明 13：30～14：50
個別相談 14：50～15：30
●場 所 伊豆の国市商工会 本所 2階大会議室
●受講料 無料 ●申込期限 平成28年6月17日（金）
●問合せ 伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090
伊豆長岡支所 TEL 055-948-5333 大仁支所 0558-76-3060

伊豆総合高校文化祭

平成28年6月12日（日）
伊豆の国市内には元気な事業所が
いっぱい！今年も工業部からご紹介します。

平成28年6月12日（日）13：00キックオフ！
～2016明治安田生命J2リーグ 第18節～

清水エスパルス VS 横浜FC(@/A/スタジアム日本平)
□伊豆の国市商工会工業・建設部会特別価格(Aゾーン)
●大人1名
：2,500円（定価3,500円）
●小中高生1名：1,000円（定価1,000円）
*対象：会員事業所の経営者・従業員及びその家族
●お問合せ/伊豆の国市商工会 (055-949-3090)
※詳しくはお問い合わせ下さい。

リフォーム・新築をお考えの方へ！
～住宅新築及びリフォーム助成金が支給されます～

☆申請受付☆
6月1日（水）～

☆☆20万円以上の工事・リフォームに助成金が出ます☆☆ （伊豆の国市内に建っている、または建築予定の住宅に限る）

※注 助成金を受けるには･･･ 着工前の申請が必要です
助成金の対象条件の一部を下記に記載します。これ以外の規定や、登録業者は商工会ホームページをご覧いただくか、
お問合せ下さい。
【助成金額】 ※20万円以上の工事が対象

工事費の10%（新築は最高40万円、リフォームは最高10万円。全額を市内で利用できる商品券で支給。）
【助成対象住宅】
①市民が新たに建設する専用住宅、又は現に所有している専用住宅。
②市民が新たに建設する併用住宅、又は現に居住している併用住宅のうち、自己の居住用に供する部分 。
③新たに建設する専用住宅、併用住宅については、市内登録業者が建築した建売住宅も可とする。ただし、当該年度内
に買主が申請し、当該年度内に着工かつ完了報告したものに限る。
④建売に関しては、申請時に着工時期が確認できる書類（着工時の日付入りの写真又は、黒板に日付を入れた写真等）
【助成対象者】
①市税等を滞納していない伊豆の国市民。
②既に助成事業による助成金（平成24・25・26・27年度受給者を含む）を支給されていない者。
③市内登録業者を利用して自己の所有する住宅に関しての工事を行う者。
④同一世帯1回限りとする。
【助成対象工事】
①市民が市内施工業者に発注する経費20万円以上（税込）の新築・増改築・修繕などのリフォーム工事。
【助成の対象にならない工事の一例】
①造園、門扉、堀又は外溝の工事。
②電気機器単品での更新（移動または取り外し可能な機器：エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機など）
③住宅とは別棟の倉庫、車庫等の工事。増改築、リフォームを伴わない解体工事。下水道・浄化槽工事。
④その他審査会にて認められないもの。
【申請方法・申請先】
・伊豆の国市商工会が申請を受け付け、審査や助成金支給を行います。 ※受付開始は6月1日（水）から（土日祝除く）
【お問合せ・申請受付】 ※土日祝日を除く
・伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090 FAX 055-949-2740 ホームページ http://www.izunokuni.org/

新制度

事業主必見！！ 店舗リフォーム助成金
～お店のリフォームに助成金が出ます～

☆申請受付☆

7月1日（金）～

※注 助成金を受けるには･･･ 着工前の申請が必要です
伊豆の国市商工会では、平成28年度より新制度として、『店舗リフォーム助成金事業』を開始します。下記に概要を記載し
ます。詳細は伊豆の国市商工会ホームページをご覧になるか、お問合せ下さい。
【助成金額】
工事費の50%（最高50万円まで。全額を現金で支給）
【助成対象者】
・伊豆の国市内に所在する店舗（伊豆の国市商工会会員に限る）※住宅等併用の場合は、来客用に供する店舗部分。
【助成対象工事】
・事業者が市内登録施工業者に発注する経費20万円以上（税込）の増改築・修繕などのリフォーム工事（工事着手前に
申請が必要）
【お問合せ・申請受付】 ※土日祝日を除く
伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090 FAX 055-949-2740 ホームページ http://www.izunokuni.org/

経営に役立つ商工会からの情報がより見やすくなりました。是非ご覧下さい！
ホームページURL：http://www.izunokuni.org/

伊豆の国市商工会HP
QRコードはこちら→

商工会青年部通常総会

青年部長

青年部新役員(敬称略)
【部 長】村越 英明 POMODORO
【副部長】長舟 徹㈲長栄塗装工業
【副部長(県青連)】秋田 豊 ㈲清水新聞店
【会 計】花村 嘉 ㈲長岡環境サービス
【常任委員(総務･正)】大沢 真彦 大沢電気㈱
【 〃 (総務･副)】木下 道治 ﾍﾞｽﾄﾗｲﾌ総合保険
【 〃 (研修･正)】織茂 大吾 ㈲オリモ
【 〃 (研修･副)】土屋 ゆみ子 土屋建設㈱
【 〃 (事業･正)】尾沢 勇紀伊豆中央法律事務所
【 〃 (事業･副)】伊藤 來 ベイサイドクラブ
【監 事】町田 一剛 町重
【監 事】大矢 健晴 晴照造園

村越 英明 氏

(POMODORO：伊豆の国市古奈)

伊豆の国市商工会青年部では去る4月17日(日)、平
成28年度通常総会がサンバレー富士見にて開催され
ました。
議事では任期満了に伴う役員改選が行われ、部長は
前年度に引き続き村越英明氏が継続で選任されまし
た。また、28年度事業計画では継続事業である「ぬえ
左衛門事業」「いずのくに親善大使事業」実施の他、
青年部員の年齢資格の緩和による部員増強活動への取
組、研修事業の積極的な実施による部員の資質向上
村越 英明 青年部長
に重点を置いた事業計画についても説明がされ、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尾沢勇紀氏（伊豆中央法律事務所)が表彰
され、いずのくに親善大使を代表し、小林めぐみさんから現メンバー紹介と
挨拶が行われました。
☆商工会青年部は随時部員を募集しています。詳しくは商工会事務局まで 055-949-3090

平成28年度伊豆の国市商工会女性部通常総会開催される
～今年度もおもてなし交流事業を継続・伊豆の国市ならではのおもてなしを提案中！～
5月11日(水)に開催された伊豆の国市商工会女性部通
今年度の事業は下記の通りです
常総会の中で橋本真理子部長は、「平成24年度から実
橋本女性部長
1、部員の健康維持と資質向上の
施しているおもてなし交流事業を今年度の重点事業と
ための講習会・講演会の実施。
する」ことを発表した。また、「昨年韮山反射炉が世 伊豆の国市会議員
2、地域活動事業(おもてなし交流事業・婚活事
界文化遺産に登録されたことを契機に、さらに増加が 天野佐代里氏
業・商工祭等)
見込まれる交流人口に対応するべく全てのお客様をお
3、環境美化、献血事業
花で歓迎する花壇整備事業として、市内3か所の女性
4、先進地視察研修の実施
部花壇の維持管理を今年度も徹底したい」と、商工会
5、県連・伊豆地区連事業への参加協力
が合併し10周年を迎える年にふさわしい事業展開を来
6、部会総会開催事業
賓の大沢商工会長、天野市議会議員、出席女性部員の
大沢商工会長
方々を前に提案した。
☆商工会女性部にはいつでも加入できます。一緒に活動しませんか。詳しくは事務局まで 055-949-3090

伊豆の国反射炉バル開催決定
伊豆の国市商工会では、商工会会員店舗・事業所の
紹介事業として、店舗・事業所のマップ化及び商工会
ホームページへの掲載等により、より高度で多彩な情
報発信に努めることとしました。現在マップ等作成中
です。会員の皆様に店舗・事業所情報を伊豆の国市商
工会までご提出頂きますようお願いします。

伊豆長岡、大仁地区で行われたよりとも政子バルの開
催対象地域を伊豆の国市に拡げ、開催期間も7日間に拡
大した『伊豆の国反射炉バル』の開催が決定しました。
多くの参加店で市内を盛上げましょう！詳細は随時お知
らせいたします。

☆店舗・事業所情報の提出方法☆

●開催日時：9月22日（木）～9月28日（水）
●開催場所：伊豆の国市全域
●参加店舗：飲食店・土産物・温泉・体験など

①商工会ホームページより情報提出フォームをダウン
ロードし、記入してメール、FAX又は、持参する。
②ダウンロードが出来ない方は、商工会までご連絡い
ただき、書類を入手し、FAX又は、持参する。
☆提出期限☆
提出締切 6月6日（月）
締切後も随時受付しますが、なるべく上記締切日まで
に提出をお願いします。
・伊豆の国市商工会HP http://www.izunokuni.org/
・伊豆の国市商工会
TEL 055-949-3090
FAX 055-949-2740
伊豆の国市四日町290

伊豆の国反射炉バルへ参加を希望される事業所は、伊
豆の国市商工会までお申込下さい。

申込締切

6月6日（月）

たくさんの参加をお待ちしております。
●参加申込・お問合せ先 ※土日祝日を除く
伊豆の国市商工会
TEL 055-949-3090 FAX 055-949-2740

