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 皆様、明けましておめでとうございます。 

お健やかに平成29年の新春をお迎えのことと、心からお

慶び申し上げます。 

 待望の韮山反射炉ガイダンスセンターが昨年12月に

オープンいたしました。世界文化遺産となった韮山反射

炉を後世に残し伝えていくための重要な施設です。施設

の目玉であります縦5ｍ、横10ｍの大スクリーンに映し出

される立体映像の大迫力に、訪れた方たちは釘づけに

なったようです。                       

 現在、平成29年度の当初予算編成に当たっておりま

す。毎年180億円くらいの予算を組むのですが、合併によ

る交付税の大幅な削減があり、予定歳入に比して歳出が

断然多く、大幅に削減しなければならない状況になって

おります。また、医療費などの扶助費が増加しているこ

となどがあり、厳しい財政運営を求められております。 

 その様な中、“ほんわり湯の国、美(うま)し国、歴史

文化薫る国、未来を拓く伊豆の国”を市の将来像とした

伊豆の国市第2次総合計画が平成29年4月からスタートし

ます。総合計画は、平成29年度を初年度として平成37年

までの伊豆の国市における市政運営の最上位に位置する

計画です。「ほんわり湯の国」は、みんながほっとする

有意義な時間と景色を、「美(うま)し国」は美しい自然

の中で市民の皆様が笑顔いっぱいで生きいきと暮らして

いる様子を、「歴史文化薫る国」は様々な歴史や文化遺

産を土台に未来に向けた文化や芸術活動が盛んに展開さ

れている様子を、「未来を拓く伊豆の国」は次代を拓く

探究心に溢れている市民の皆様の様子と進取の精神をあ

らわしています。そんな国づくりのために、皆様共に歩

んで参りましょう。  

◇◇◇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 大沢 秀光 

        伊豆の国市商工会 新春経済講演会  
2020年東京オリンピック・パラリンピックにむけて･･･ 

            今後の日本の政治、地域経済を考える 

 ●●● 年頭のご挨拶 ●●● 

 平成28年度県下統一標語 
 

～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」 

入場無料 

（要予約） 

☐講  師 東京新聞・中日新聞論説副主幹、ジャーナリスト 長谷川 幸洋 氏 
 

☐日  時 平成29年2月14日（火） 

      受付18時30分～ 開演19時00分～ 

☐会  場 アクシスかつらぎ 多目的ホール 

☐定  員 100名（先着順） 

☐申  込 電話・FAXにてお申込下さい 

☐お問合せ 伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090 FAX 055-949-2740 

☐主  催 伊豆の国市商工会   

 

 韮山反射炉の世界文化遺産登録や、2020年東京オリンピック・パラリンピック（自転車競技の伊豆開催）など

私たちが住む伊豆に追い風が吹いています。この機会を見逃さないために、今後の経済動向や地域の取り組む姿

勢について、わかり易くご講演頂きます。是非ご聴講下さい。 

 補助金のご紹介 

☐補助金名：小規模事業者持続化補助金 

☐内容：新規顧客への販路開拓に要した経 

    費の2/3を補助 

☐補助上限：最大50万円 

☐申請締切：平成29年1月27日(金)消印有効 

☐補助金名：革新的ものづくり・商業・  

      サービス開発支援補助金 

☐内容：中小企業者等のうち経営力向上に資す 

     る革新的ものづくり・商業・サービス  

     開発を支援 
☐補助上限:1,000万円、500万円、補助率:2/3 

☐申請締切：平成29年1月17日(火)消印有効 

注意：申請書の作成には時間を要します。 

   お早目のご相談をお願いします。 

 新年明けましておめでとうございます。皆様方におかれ

ましては、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げ

ます。旧年中は、商工会の運営に格別のご理解とご協力を

賜り、厚くお礼申し上げます。 

 国内の経済は、アベノミクスの効果により、改善はして

いるものの、少子高齢化や国際経済の減速の影響もあり、

個人消費はいまだ回復に至っていない状況にあります。 

 小規模事業者にあっては、経営者の高齢化や後継者不足

に加え、薄利で事業継続が困難な厳しい経営状況が続いて

います。 

 このような中、小規模振興基本法が2年前に制定され、小

規模事業者に対するさまざまな振興策・支援策が講じられ

て来たことを契機として、自身の経営を見つめなおし、商

品やサービスの改良、情報化や機械設備の新たな導入、従

業員の福利厚生の改善など、小規模事業者の経営力向上を

目指さなければなりません。 

 伊豆の国市商工会では、経営発達支援計画に基づき、各

種イベントや事業開催の中で、伊豆の国ブランド認定品や

特産品の紹介や販売、経営革新の認定を受けた事業所の新

製品を展示販売を致しました。また高齢者の生活を支援す

る事業を、会員とともに、行政や福祉施設などと連携して

事業を展開し実現を目指しています。 

 商工会としましても、地域振興・地域の活性化に向け会

員の皆様方に寄り添いながら、経営力向上のさらなる支援

の充実に向け、全力で取り組んでまいります。   

 会員皆様の明るい未来のために、引き続き会員各位のご

支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 結びに、皆様方のご健康とご多幸を祈念申し上げまし

て、新年の挨拶といたします。 

 

   

 

 
 
 

 

 合同就職説明会に参加される市内事業者を募集します。 

市内での就職を希望する方と、市内企業とのマッチングを促

進するために、合同就職説明会を開催します。 

 求人をご検討中の事業者の方は是非、お申し込み下さい。 
 

1.日 時  平成29年2月19日（日）10：00～15：00 
2.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 

3.参加可能 伊豆の国市内で、事業を行っている事業者 

     （法人、個人事業主）であること（出展料無料） 

4.申込方法 市のHPに申込用紙を公開していますのでダウン 

      ロードをして必要事項をご記入の上、FAX等で 

      お申し込みください。申込締切1月20日（金） 

5.主 催  伊豆の国市・伊豆の国市商工会 
 

6.問合せ・申込  市役所農業商工課 

         TEL 0558-76-8003 FAX 0558-76-5499 

伊豆の国市合同就職説明会出展事業所募集 
 

   

 

 
 
 

 

 

   

 

 
 
 

 

※会場はどちらもあやめ会館２階会議室 

※参加費は無料です。事前にお申込み下さい。  

【普及セミナー】 平成29年1月19日（木）14:00～16:00 

 ●対象  公衆無線LAN・Wi-Fiに興味がある人         

      新しい集客方法を検討している人 

 ●内容  公衆無線LAN・Wi-Fiの整備方法 

      IZUPASS(いずぱす)の活用事例紹介 

【活用セミナー】  平成29年2月13日（月）18:30～20:00 

 ●対象  公衆無線LAN・Wi-Fiを整備した人 

      IZUPASS(いずぱす)を利用している人 

 ●内容  IZUPASS(いずぱす)管理画面の使い方      

         Webサイトを利用した情報発信のワンポイント 

【申込・問合】伊豆の国市役所 市長戦略部 政策推進課 

    TEL：055-948-1413 FAX：055-948-2915 

伊豆の国市商工会経営発達支援計画 

―中間検証会開催される― 
 

 さる、11月21日、伊豆の国

市商工会理事会にて、経営発

達支援計画の検証が実施され

ました。 

 有識者として塩野中小企業

診断士、菊地伊豆の国市経済

産業部長が出席し、行われま

した。 

 創業塾、経営計画セミナー、巡回事業等、各事

業のPDCA（計画・実行・評価・改善）の中間確

認を行いました。次回は、平成29年3月に実施、

28年度結果を公表予定。 

 

27年度検証会の検証報告書は本会ホームページへ 

商工会HPアドレス http://www.izunokuni.org/ 

 平成28年12月より、伊豆の国市商工会の市内事業所紹介事業の一環

として、スマートフォン対応の会員紹介サイトが新たに開設されまし

た。現在200以上の事業所情報を掲載しております。登録は無料で

す。申込は随時受付しております。詳しくは商工会ホームページの

「会員情報」または、商工会までお問い合わせください。 

伊豆の国市商工会 会員紹介サイトオープン 

伊豆の国市商工会 会員事業所紹介サイト 
○各事業所の連絡先・営業時間 

○登録事業所は地区・業種・マップより検索可能 

○スマートフォンの位置情報から最寄りの事業所を表示 

○各事業所毎に個別紹介ページを設置。写真や文章等、自由に 

 掲載・編集が可能 

URL：https://machipo.jp/izunokuni_ssr 

公衆無線LANを利用して「観光客の口コミや、次の集客に繋げることができる」ことから、伊豆の国
市では公衆無線LANの普及を図っています。公衆無線LANの普及とポータルサイトの活用を図るため、
一般の店舗や事業主を対象にセミナーを開催します。 



 

   

 

 
 
 

 

 伊豆の国市商工会では毎月第2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 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 
  

  

 

1/ 8 
（日） 

アピタ大仁店内 

☆開催日時☆  ☆開催時間☆ ☆開催場所☆ 
毎月第2日曜日  11:00～15:00  アピタ大仁店内 

 

 

    

 

 

 

 

     

  

要予約 

○（本所 韮山） TEL 055-949-3090 勝又 春一 顧問税理士  

  日時：平成29年2月17日（金）※1  3月2日（木）※2 
 

○大仁支所      TEL 0558-76-3060 山村 誠 顧問税理士 
    日時：平成29年2月20日(月）・3月7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 中村 壽夫 顧問税理士             
     日時：平成29年2月13日（月）・2月21日（火）・3月3日(金） 

   すべての日程※1・※2どちらでも可 

商工会の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）  

 

 

 

   

 

 
 
 

 

 

   

 

 

   

 

 
 
 

 

◆地元中学生による 

 伝統芸能「鵺踊り」披露 

◆弓道デモンストレーション 

◆芸者衆の踊り 

◆福をよぶ「豆まき」「餅まき」 

 

今年はＮＨＫ公式キャラクター

「どーもくん」も登場予定！ 

商工会青年部も協力してます！ 

             

                

 

 

 

 

 
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29年1月19日(木 ) 

              

                

 

 

 

 

 

 

   時間：7：00～ 

   場所：奈古谷毘沙門堂 
    （伊豆の国市奈古谷1790） 

 

 

 

 
  

 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29年1月3日(火) 

※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。 

  

   時間：9：30～15：30 

                    (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） 

平成29年2月19日(日) 

 おおひと梅まつり 

写生コンクール 、俳句大会、餅つき、野点、

出店、演芸各種、写真コンテスト表彰式  

※今回は一日間のみの開催です 

【問合せ】伊豆の国市観光協会         

          TEL 0558-948-0304 

梅お散歩ラリー、甘酒もあります！ 

～伊豆の国市主催～ 

平成２９年１月２１日(土)、２２日(日) 

 時間 １０：００～１４：３０ 

★全国高校生パンコンテスト★ 

★市内･市外及び全国有名店のパン販売会 

〈ステージイベント〉 

 ・静岡県警音楽隊による演奏会 

 ・大仁中学校吹奏楽部による演奏 

 ・巨大パンオブジェ展示（田方農業高校制作）     

〈当日参加イベント〉 

 ・パン祖を訪ねる「いちごウォーキング」 

 ・パン食いゲーム・パン当てゲーム・ぬりえ 

  抽選会・生地のばしコンテストetc,,, 

 平成28年11月13日（日）県主催による県

外の女性の方々に向けた「静岡県広域移住

体験ツアー 」が開催されました。伊豆の国

市では、パノラマパークや市内の事業所な

どをいずのくに親善大使の皆さんと青年部

がご案内しながら交流。伊豆の国市の住み

よさ、魅力を存分に伝えてきました！ 

事業主の皆様へ  ～平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります～ 
 

 平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。   

（平成28年12月末までは、「高年齢継続被保険者」（※1）となっている場合を除き適用除外です。） 

 ○ 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合 

   雇用保険の適用要件（※2）に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得 

   届」を提出（※3）して下さい。 

 ○ 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合 

   雇用保険の適用要件（※2）に該当する場合は、平成29年1月1日より雇用保険の適用対象となります。 

   事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出（※4）して下さい。 

 ○ 平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者（※1）である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用して 

   いる場合 ハローワークへの届出は不要です（自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されます） 

  （※1）65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者。 

  （※2）1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込があること。 

  （※3）被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出して下さい。 

  （※4）提出期限の特例があります。平成29年3月31日までに提出して下さい。 

 ○ 65歳以上の方の雇用保険料について。保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります。 

   詳細は伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090までお問合せ下さい。 

 

   

 

      
 
 

 

 

   

 

 
 
 

 

～伊豆の国市主催～ 

平成２９年１月１４日(土) 

  時間 ９：３０～１３：３０  

 会場：韮山時代劇場 

〈ステージイベント〉 
10：30 パワフルキッズ 

     伊豆中央高校吹奏楽部 

12：10 いちご販売（品評会出品物） 

12：30 大抽選会 

13：00 いちごチャリティー 

13：30 もちまき 

〈特別企画〉 

★いちごのPR 

（きらぴ香・紅ほっぺの食べ比べ） 

★「伊豆の国ブランド」商品販売 

★伊豆箱根鉄道によるミニ電車運行 

★もちまき 

〈体験イベント〉 

★いちご狩りツアー 

 （1便実施予定） 

             

 

 

   

おもてなし事業            

寄せ植え講習会  

女性部花壇 女性部 

～埼玉県富士見市商工会女性部・ 

埼玉県加須市商工会女性部をおもてなし～ 

 11月8日に埼玉県富士見市商工会女性部、

14日には埼玉県加須市商工会女性部を市内

PRｽﾎﾟｯﾄで、小野市長、歴史ガイドの会さん

と一緒におもてなし。韮山反射炉、江川邸な

ど歴史文化を堪能していただきました。交流

会では互いの地域の魅力など情報交換がなさ

れました。本活動が地域活性の一助になり、 

良い効果がもたらせられるよう、今後も努 

力していきたいと思います。 

 お正月を華やかにお花でのおもてなし。

12月21日に春までもつ寄せ植え講習会を開

催しました。女性部員38名は高橋さゆり講

師の説明にうなずきながら、世界でひと

つ、ｵﾝﾘｰﾜﾝの作品を仕上げていました。 

～冬の花壇～ 3地区の花壇をご覧ください。 

 長岡・韮山は花壇に富士山を描きました。 

  直線が美しい大仁の花壇です。 

韮山 

埼玉県加須市商工会 埼玉県富士見市商工会 

伊豆長岡 

大仁 

 会場：韮山時代劇場 

 ～伊豆の国市観光協会主催～ 

平成２９年１月２９日(日)  
  時間 １４：００～（雨天中止） 

会場:湯らっくす公園特設会場 

 パン好きにな方にはたまらない 

楽しいイベント盛りだくさん♪♪ 

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～ 
相談無料 

要予約 

相談日程 

 平成29年1月以降の相談日程は下記の通りです。 

原則、毎月第2水曜（市役所）・第4水曜（商工会）の2会

場にて実施。相談は1時間単位での相談になります。 

 【主 催】伊豆の国市・伊豆の国市商工会 

【問合せ】伊豆の国市商工会 TEL 055-949-3090 

日 時：1月11日（水）・2月8日（水）・3月8日（水） 9：00～17：00 

場 所：伊豆の国市役所 大仁庁舎（田京駅裏） 

市役所会場 

日 時：1月25日（水）・2月22日（水）・3月22日（水） 9：00～17：00 

場 所：伊豆の国市商工会 本所（伊豆の国市四日町290）   

商工会会場 

 
 
 

 

住宅新築及びリフォーム助成事業 

店舗リフォーム助成事業最終審査会の日程について 

 助成金を受けるには28年度内に対象工事を完了さ

せ、報告する必要があります。最終審査会は平成29年3

月27日（月）ですが、極力最終審査会の１つ前の審査

会、3月15日（水）に間に合うようにご提出ください。 

静岡県広域移住体験ツアー 

     ～県外の働く女性達と交流～ 

＊環境美化活動 

   の一環として 

 花壇でおもてなし 

後援：伊豆の国市商工会 
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