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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」 

前売り 

にら券 

 発売中！ 

 
１０/１６（日）１０：００～１５：３０ ※小雨決行 

会場：韮山時代劇場ひだまり広場 

～日本の世界遺産～ 
 

日本各地の 

世界遺産をご紹介!! 

焼きそば、かき氷、フランク

フ ル ト、コ ロ ッ ケ、チ キ ン

バー、ケバブ、ロールケー

キ、輪投げ、ベトナム料理、

グリーンカレー他多数！ 

※駐車場が少ないため 

 公共交通機関をご利用下さい。 

ぬえ左衛門も出演するぬん♪♪ 

餅まきも 

あるよ!! 

伊豆の国市商工会 本所・支所 

  三島屋酒店（南條） 

  ヨゴサワ薬局（多田） 

  さかいや食品（中） 

 ●１セット 

    2,000円（200にら） 

 ●前売り「にら券」には 

   抽選券１枚付き。 
  （当日は有料） 

      商工会2016 ～ 

～ 伝統と文化を後世へ 

☆伊豆総合高校郷土芸能部 

☆韮山中学校吹奏楽部 

☆伊豆の国音頭保存会 

☆伊豆の国チアリーディングチーム 
        （POWERFUL KIDS） 

☆韮山高校 吹奏楽部 

☆いずのくに親善大使  

☆MA・RI・KA DANCE STUDIO 

☆韮山ライオンズクラブ（盲導犬） 

☆モダン日舞『樹の子』 

☆とんぼの会 

☆New Generation Style 

☆江戸芸住吉踊りかっぽれ道場 

☆韮山時代劇場付属劇団「いず夢」 

☆キヨミジャズダンススクール                    

 にら券で抽選券（10にら）を 

買って、豪華景品を当てよう！ 

※「大型液晶テレビ」、「旅行券10万円分」、 
「有名テーマパークチケット」、 
 他豪華景品多数 ！！ 

 

 商工会員による模擬店が 
たくさん出ます！族 

会場：伊豆長岡庁舎前広場 

【恒例！】 
♪お楽しみ大福引抽選会 

♪ゆうゆうカード大抽選会 

♪投げもち 

 その他イベント盛りだくさん!! 

 日時：平成28年10月30日（日）  

 時間：10時～13時30分 （予定） 

 場所：アピタ大仁店 北側駐車場 

 

 
 

約40店の出店を予定！！ 
伊豆の国市内の美味いもの、 

                     すごい技術が大集合！！ 

★平成28年度限定「伊豆の国ブランド 

  ギフトセット」受付（10時～13時30分） 

○お問合せ：伊豆の国市商工会 TEL 055-949-3090    

～農・商・工連携、６次産業フェアー～ 

 伊豆の国時代まつり 

◆時代パレード   
◆ステージイベント    
◆模擬店「楽市楽座」 

模擬店には『伊豆の国ブランド認定商品』

をはじめ近隣市町のうまいものが大集合！

商工会員事業所も多数出店予定です。フ

リーマーケットもあるよ！今年はリサイク

ルまつりも同時開催！ 【お問い合わせ】 
伊豆の国時代まつり 推進委員会 
事務局 055-948-1480 （伊豆の国市観光課) 

11/6 
(日) 場所 

☆見どころ盛りだくさん☆（予定） 

       

 

 

☆伊豆の国ブランドをはじめとした豪華賞品が 

 当たる大抽選会を2回開催!! 

 1回目：11時30分～ 2回目：12時45分～ 

 抽選券をGetするには･･･ 

 ①産業振興祭の会場で買い物をしてGet! 

 ②産業振興祭の折込チラシを会場に持参しGet! 

 ③当日のアピタの2,000円以上のレシートでGet! 

☆ぬえ左衛門と伊豆の国市親善大使による 

 ステージイベント 

   

 事業所名     商品名       所在地 
 

POMODORO    伊豆の国ハートマルゲリータ 古奈264-4 

        反射炉大砲ロールピッザ 

ひよしや    反射炉焼          四日町700 

富士屋旅館   鮎のひらき・甘露煮     大仁485-1 

        焼鮎・竹細工 

大美伊豆牧場  ミルクキャラメル・ミルク氷 田中山389 

        小麦まんじゅう 

たまごやぽてと 韮山にらやきそば      南條444 

ｻﾝ･ｳﾞｧﾝｻﾝﾌｧｰﾑ  ピオーネ          小坂154-5 

凡道留ﾌｰﾄﾞﾊｰﾈｽ けなげなおからの飴     大仁880-1 

和cafe93    温泉プリン・93チーズケーキ 長岡169-7 

㈱だるま    田舎バラ寿司        古奈77 

      ～あとバル開催期間～  

平成28年9月29日（木）～10月6日（木） 
  ＊開催場所： 伊豆の国市内全域            
  ＊対象店舗： バル参加店 

  ＊問合せ先： 伊豆の国市商工会  

           TEL055-949-3090 

 第1回伊豆の国市韮山反射炉バルへのたくさん

のご来場ありがとうございました！ 

 バルチケットが余ってしまった方、ご安心くださ

い。下記期限内は、バルチケット1枚を¥600相当

の金券としてバル参加店で使用可能です。バル期

間内に行けなかったお店がありましたら、是非ご利

用下さい！ 

       

 

小規模事業者持続化補助金 
○補助金額：補助率2/3、最大50万円を補助します。 

  ※海外展開・雇用対策・買い物弱者対策、150万円の補助 

   対象経費に対して、最大100万円補助上限とします。 

○対象：会社および個人事業主であり、常時使用する従業員 

    の数が一定以下の商工業者。 

○内容：新規顧客向けのチラシを作成、配布 

    ホームページを新設 

    商品のパッケージをリニューアル 等 

製造業、建設業、サービス業のうち宿泊業・娯楽業、その他 20人以下 

卸売業、小売業、サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 5人以下 

１．革新的サービス・ものづくり開発支援（補助率 2/3）  

（1）一般型 補助上限額:1,000万円  

中小企業が行うサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改

善に必要な設備投資等を支援。  

（2）小規模型 補助上限額:500万円  

小規模な額で行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プ

ロセスの改善を支援。  

２．サービス・ものづくり高度生産性向上支援 

  （補助率 2/3） 補助上限額:3,000万円  

IoT等の技術を用いて生産性向上を図る設備投資等を支援。  

（出演順） 
※9月26日現在 

10月下旬に補助金申請のセミナーを開催予定 



 

   
 

 

   

 

 
 

 研修は計5回コースです。 

１．日 時 平成28年10月12日（水）13時～ 

       原則第3水曜日、13時から約2時間 

２．場 所 伊豆の国市商工会 本所 

３．対 象 環境内容担当者又は、その管理者 

       複数名の参加可 

４．定 員 15社（先着順）過去中途受講者は 

       優先的に受付されます 

５．受講料 無料 

６．申 込 締切10月10日までにFAX又は、TEL 

７．問合せ 伊豆の国市商工会 大仁支所 

  TEL0558-76-3060・FAX0558-76-0720 

  担当：鶴見までお願いします 

 

            

 

      
 

 

       

   

 

 地域経済の課題については、行政を含めた各種経済

団体と連携を組み、官民での地域課題に取り組む「伊

豆の国市産業経済懇話会」に参画しております。 

・高齢者生活支援環境づくり事業 
伊豆の国市福祉政策の理念である「地域で支え合

い、誰もが健やか、元気で生きるまち」の実現に向

け、介護保険制度改正及び総合事業への対応もあり、

行政、福祉関係法人、商工会事業所が連携し、高齢者

の日常生活を支える人や物、サービスなどを効率良く

連結させる仕組みとしての環境を構築していくことと

新しい事業としてのビジネスモデルを創造し、事業者

の発展に寄与することなどを目的に、調査、研究、検

討を進めています。 

内容は、住民生活の暮らしを支えている小規模事業

者がさらに、住民のより良い暮らしのために、生活支

援・介護予防サービスの一翼を担

い、併せて商工会事業所の事業拡大

や地域経済の発展に寄与するものと

しております。 

この他、伊豆の国ブランド事業、第1

回伊豆の国市韮山反射炉バル事業に

ついて報告を行いました。 

静岡県下 

 最大級 

出展ブース数 

約 150 
（予定） 

木 

会場 

商談会 10:00-11:30 ( バイヤー、関係者のみ) 

13:00-17:00 (予約制個別商談会) 

11:30-17:00 (どなたでもご来場ＯＫ) 物産展 

『伊豆の国ブランド』 

 認定商品も出展！ 

 

 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

等、住まいに関する疑問なら何でも無料で相

談に応じます。 
 

＜お問合せ＞伊豆の国市商工会大仁支所 

           TEL 0558-76-3060 

10/9 
（日） 

☆開催時間☆  

11:00～15:00   

☆開催日時☆  

毎月第二日曜日 

☆開催場所☆ 

アピタ大仁店内 

富士山・東北海道 広域ビジネスマッチング 

(主催) 三島信用金庫 沼津信用金庫 富士宮信用金庫 富士信用金庫 

 

   

 

 
 

 高齢者生活支援事業 

 伊豆の国市商工会は、経営発達支援計画の伴走型小規模

事業者支援推進事業の一環として、「高齢者生活支援環境

づくり事業」のパイロット事業として、オムツお試し販売

をはじめました。おむつ支給券が使用でき、お宅まで配達

します。配達は1回につき100円で、協力店がお届けしま

す。 

 当面行う“お試し販売”を検証した上で、組合を

設立し事業展開していくことを計画しております。 

《お問い合わせ》 

伊豆の国市商工会 本所内 

電 話 ０５５-９４８-９８３０ 

ﾌｧｯｸｽ ０５５-９４８-９８６０ 

【住宅・店舗どちらもお問合せ・受付はこちら】 ※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/ 

 
 

伊豆の国市 

 伊豆の国市民が市内の業者（施工業者として登録し

てる業者）を利用して、住宅関連工事（税込20万円以

上）を行いその工事代金を支払った場合、施主に工事

費の10％、新築の場合は最高40万円を、リフォーム・

増築等の場合は10万円を限度とし助成金が支給されま

す。市予算額（2,000万円）に達し次第終了。          

 ・助成率  対象工事経費の10% 

 ・助成金額 最大10万円（新築40万円） 
 〈注意〉 工事の着工前の申請が必要です。            

着工後の申請は無効となりますのでご注意下さい。 

 【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。 

【助成対象工事条件】   ☆☆☆詳しくはお問合せ下さい☆☆☆ 

・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（工事着工前に申請が必要） 

 注：新築工事は対象になりません。その他詳しくはお問合せ下さい。 

●補助率 工事費の５０％ 

【助成対象外工事の一例】 ※下記は一例です。 
①備品・設備・機械など ②厨房の改修や設置 ③給排水・衛生（換気

を含む）設備・電気・ガスに関するもの④浄化槽の設置・修繕、下水道

接続工事 ⑤太陽光発電設備等、再生可能エネルギーの設備に関す

るもの⑥清掃、シロアリの駆除、その他防虫や消毒等の薬剤散布・消

臭・塗布・抗菌処理（対象工事に付随するものを除く） 

※注 助成金を受けるには･･･着工前の申請が必須条件です 

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 

相談日程 

  10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）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：10月26日（水）・11月9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 

市役所会場 

日 時：10月12日（水）・11月は無し  9：00～17：00 

場 所：伊豆の国市商工会（四日町290）   

商工会会場 

エコアクション21認証登録取得研修会 

 
 税 務 署 か ら の お 知 ら せ 

 伊豆の国市商工会では、県

立伊豆総合高校と生徒の地元

への就職や連携方法などにつ

いて話し合いの場を設けてお

ります。商工会が地元へ就職

を希望する生徒と、地元企業

の橋渡しをするべく、求人方

法のマニュアル化などについ

て連携を

取っていく

ことを確認

しました。 

『個人事業主の帳簿の 

    記載・記録の保存について』  
 

 事業所得、不動産所得または山林所得を

生ずべき業務を行う全ての方は、記帳と帳

簿書類の保存が必要です。なお、この記

帳・帳簿書類の保存制度につきましては、

所得税及び復興特別所得税の申告が必要

でない方も対象となります。 

 詳細は、国税庁のホームペー

ジをご覧いただくか、最寄りの税

務署にお問い合わせください。         

              「認知症の予防方法を知ろう！」 

 9月28日に保健師天野えり子氏を講師に迎え、

認知症の予防方法に役立つ方法を学びました。

「ちょっとした動作や運動が予防に繋がり、今以

上、事業にも活気が出てくる」との天野講師のお

話に、出席された女性部員30名は大変興味深く聞

かれていました。  

 去る9月1日、清水町の地域交流センターにて静岡県東

部エリアの16の商工会が川勝平太静岡県知事を招き、

『川勝知事と商工会を語る会』が開催されました。今回

は、特に6つの商工会、2つの青年、女性部より事業の紹

介を行い、川勝知事より講評を頂く他、16の市町の特産

品を展示し、川勝知事へ紹介を行いました。 

 伊豆の国市商工会は、現在実施している主な事業の概

要説明を行いました。下記に発表内容のテーマと概要を

ご報告いたします。 

・経営発達支援計画の取組及び今年度の重点事業 
 小規模事業者の持続的発展と経営課題の解決に向け

て、経営分析、需要動向調査、経営計画の策定と実施支

援を展開しています。 

専門的な課題にあっては、県連合会、県よろず支援拠

点、県事業引き継ぎ支援センター、静岡県産業振興財

団、地域金融機関と連携し、専門家の派遣により小規模

事業者の経営上の悩みに対してより深くサポートし、伴

走型の指導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的

発展を図るよう展開しております。  

一方、小規模事業所単位の経営支援については、創業

支援、販路開拓支援を進めております。 説明を受ける川勝知事 

・10/１６（日） 韮山商工祭/韮山時代劇場 

・1０/３０（日） 伊豆の国市商工会産業振興祭/アピタ北駐車場 

 青年部は昨今の熊本地震をはじめ

とする災害の頻発から「防災」を

テーマに研修事業を行っており、9

月11日に兵庫県神戸市「人と防災未

来センター」に視察に行って参りました。阪神大震災当時

の資料や被災した事業者の声に触れ、意識向上に役立てま

した。また、9月15日に第2回目の青年部主催防災講演を開

催。70名以上の多数のご参加を頂き、災害時に事業者とし

て負う責任に対し、日頃から果たすべき義務や防災の備え

の重要性について非常に参考となる講演になりました。 

講習会の報告 

講習会・視察研修にも参加できます。 

商工会に加入されている事業所の奥様、 

従業員の方は年間1,000円の会費で 

いろいろ、チャレンジできます。)^o^(            

 女性部に加入して女性部活動に参加しませんか。 

【お問合せ】  

伊豆の国市商工会 本所  TEL 055-949-3090     

※10月のみ開催場所が変更になっております。 
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