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平成29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」

～～平成29年度 伊豆の国市商工会通常総会開催～～

『選べる

経営発達支援計画を推進します
新体制での3年目を迎えて

会長挨拶

会長 大沢 秀光

初夏のさわやかな風が、快適な季節となってきました。
5月19日、平 成29年 度 の 第11回 と な り ま す 商 工 会 通 常 総 会
が、内外から多数の御来賓の方々の御臨席をいただき開催さ
れ、上程されました議案すべてが可決承認されました。
さて、景気の回復が期待される昨今ではございますが、
我々を取り巻く環境は、依然として大変厳しい状況にあると
いえます。景気回復が早期実現されることを心から願ってお
りますが、やはり回復を待つばかりでなく、我々自身が行動
を起こすことが何よりも肝要だと考えております。
この苦境を打開すべく、会員同士の、そして異業種の方と
の交流をより一層図ることで、販路の確保・拡大に向けた
様々な知識を共有してまいりたいと思っています。
商工会では、経営改善普及事業と地域振興事業をバランス
よく実施し、商工会を取り巻く環境が変化していく中で、多
種多様な施策に対応していかなければなりません。そのた
め、既存事業の業務内容や事務業務の見直しを行い、効率的
な運営に努めなければなりません。収入の財源では補助金を
主にするだけでなく、自己財源を高めるための、積極的な取
り組みを行わなければなりません。
また、収入源を増やす取り組みと同時に支出を減らす取り
組みも行い、健全な財務状況を目指さなければなりません。
予算や補助金の要望については、必要性を明確にするとと
もに政策提言をし確実な財源の確保をしていきたいと考えて
います。

県では、昨年の12月に小規模企業活性化条例が制
定されました。これは、政府が一昨年の6月に小規
模企業振興基本法を施行し、地域に応じた施策実施
を地方公共団体に求め、県内の商工会議所や商工会
が必要な財政措置を県に要請したものです。このこ
とは、地域経済や雇用を支える重要な役割を担って
います。小規模事業者の活力なくして地方創生は成
し得ません。
今後は、新条例を理念止まりにせず、具体策を望
むところです。多くの近隣市町でも、条例化が進ん
でいます。私ども商工会としましても市に対し、経
営改善したい経営者や後継者を支援するため、経営
指導員の育成と、より活躍できる環境づくりのため
に、条例制定をお願いしているものであります。
本年度も、役員・職員が一丸となり活動理念「す
べては会員のために」を実践し、事業の繁栄と地域
の発展のために、活動を行ってまいります。
御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。

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）

5月22日現在のギフトセット商品ラインナップ

○受付締切 平成29年11月30日（木）
○発送日
平成29年12月中旬を予定
○注文方法 冷蔵コース・常温コース・野菜コース
（予定）それぞれのコースからお好きな
商品を選び、その合計金額を振込又
は、商工会まで持参。各コースの商品
を混ぜてのセットは作れません。

○注文・問合わせ先 伊豆の国市商工会 本所
TEL 055-949-3090 FAX 055-949-2740
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※現在、ギフトセット参加企業を募集中です！
参加希望の事業所は商工会までご連絡下さい。注：参加には条件があります。

認定会6月
上旬開催予定

第7次伊豆の国ブランド募集

現在第6次認定時点にて65事業所、151品を認定している『伊豆の国ブランド』は第7次認定品を募集します。
募集要件は①伊豆の国市内に事業所を有すること。②伊豆の国市商工会の会員であること。③各種法令に違反
していないこと。④伊豆の国市らしさのあるもの又は独自性のあるもの。以上の条件を満たしていれば、食品、
工業製品、工芸品、サービスなど、どんなものでも申請可能です。伊豆の国ブランドに認定されると下記のよう
なメリットが満載です。是非お申込下さい。尚、1事業所のブランド登録数の上限は廃止しました。

・メディア等へのPR活動をサポート
・B to

B（企業間取引）をサポート

その他販路の開拓
支援など特典満載

・各種イベントや催事への出展情報の提供
平成28年度実績：約20件のイベントをご紹介

Ⅰ

Ⅱ

伊豆の国ブランドギフトセット』概要

・市内3カ所展開中のアンテナショップ『反射屋への出展が可能』

重点項目
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継続
・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
・小規模事業者への経営計画算定等の伴走型支援
・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)
・伊豆の国市創業支援計画の推進支援
・ＢＣＰ「災害時事業継続計画」の普及、啓発
・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

昨年12月に販売し、大変好評をいただいた『選べる伊豆の国ブランドギフトセット』を本年度も実施いたしま
す。昨年同様、冷蔵コース・常温コース・野菜コースを設定し、各コースからお好きな商品を選んでオリジナル
のギフトセットを作ることが出来ます。お歳暮や、お世話になった方へ伊豆の国市の特産品を贈ってみてはいか
がでしょうか。発送は本年12月中旬を予定しております。是非ご活用下さい。

○募集期間：平成29年4月21日～6月9日
○申込料：無料（非会員は商工会加入が条件）
○お問合せ先：伊豆の国市商工会 本所
TEL
055-949-3090
FAX
055-949-2740
E-Mail izunokuni@dolphin.ocn.ne.jp
（土日祝日除く 8：30～17：00）

・事業承継に関する情報収集と支援の強化

（事業承継実態調査の実施）
・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
Ⅲ

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

Ⅳ

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

時 9月8日（金）・ 9日（土）
間 8日（金）11:00～17:00 商談会+特別販売
9日（土） 9:30～14:00 一般向け販売
いずれの日程も入場無料。
※注意 8日（金）はバイヤー向けの展示、商談会の
為、一般の方向けの販売は行いません。購入をご希望
の方は9日（土）にお越し下さい。また、売切れの際は
ご容赦下さい。
●場
所 函南町文化センター（函南町上沢81）
●出 展 料 9月8日のみ出展：1,000円
8日、9日両日出展：5,000円
●来 場 者 2日間合計 約3,000名（過去開催の平均）
●募集〆切 6月9日（金）
●問合せ先 伊豆の国市商工会 TEL 055-949-3090
●日
●時

平成29年3月30日、理事会にて伊豆の国市商工会の経営
発達支援計画の検証会が実施されました。検証会の実施
結果を伊豆の国市商工会のホームページに掲載しており
ます。是非ご覧下さい。
伊豆の国市商工会

HP

http://ww.izunokuni.org/

～商工会工業部出展予定～
伊豆総合高校文化祭

平成29年6月11日（日）
伊豆の国市内の優れた製品、技術を今年も伊豆の国市
商工会工業部からご紹介します。

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～

☆☆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）
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。
※注 助成金を受けるには･･･ 着工前の申請が必要です
【助成金額】 ※20万円以上の工事が対象

工事費の20%（新築は最高40万円、リフォームは最高20万円。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・28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。 ※4月10日より受付中（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/

6/11
（日）

昨 年 開 催 の『伊 豆 の
国 市 韮 山 反 射 炉 バ ル』
が『伊 豆 の 国 バ ル』と
名 前 を 新 たに 今 年 も開
催致します。
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。

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
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。

☆開催日時☆

☆開催時間☆ ☆開催場所☆

毎月第二日曜日

11:00～15:00

【申込・問合せ先】伊豆の国市商工会

アピタ大仁店内

商工会青年部通常総会
青年部新役員(敬称略)
【部 長】長舟 徹 ㈲長栄塗装工業
【副部長(県青連)】尾沢 勇紀 伊豆中央法律事務所
【副部長】木下 道治 ベストライフ総合保険
【副部長(会 計)】秋田 豊 ㈲清水新聞店
【常任委員(ぬえ･大使)正】伊藤 來 ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｸﾗﾌﾞ
【 〃 (ぬえ･大使)副】水口 尊弘 ㈱ﾌﾛﾝﾄｴｯｼﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ
【 〃 (まちづくり･正)】大沢 真彦 大沢電気㈱
【 〃 (まちづくり･副)】土屋 ゆみ子 土屋建設㈱
【 〃 (総務・増強･正)】西山 充哉 西山仮設工業
【 〃 (総務・増強･副)】織茂 大吾 ㈲オリモ
【監 事】村越 英明 POMODORO

●開催日程
9月29日(金)～10月5日(木)
●開催地域
市内全域(韮山･長岡･大仁)
●参加業種
飲食･土産販売･温泉入浴･ｻｰﾋﾞｽ等
出店希望の方は、伊豆の国市商工会
までお申込下さい。
申込締切 6月12日（月）

青年部長

TEL:055-949-3090

長舟 徹 氏 【㈲長栄塗装工業：伊豆の国市北江間】

伊豆の国市商工会青年部では去る4月23日（日)
平成29年度通常総会を伊豆長岡温泉 京急ホテルに
て開催しました。
議事では任期満了に伴う役員改選が行われ、新
部長に長舟 徹氏が選任されました。また、29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、部員増強
活動への取組、研修事業の積極的な実施による
部員の資質向上に重点を置いた事業計画につい
長舟 徹 青年部長
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西山充哉氏（西山仮設工業)
が表彰されました。
☆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29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！～

紙オムツ販売・生活支援サービス」はじめました

『伊豆の国市商工会経営発達支援事業』

【商工会事業所が皆様の日常生活を支えます】

伊豆の国市商工会高齢者生活支援事業
＜紙オムツ販売＞ （事業専用）☎０５５-９４８-９８３０

FAX０５５-９４８-９８６０

商工会では、紙オムツを販売してます。「紙オムツ購入費助成券」が使えます。1袋でもお届けしますので、
お気軽に連絡ください。「紙オムツ」「関連商品」「生活支援サービス」の商品カタログの請求、オムツでのお困り
ごとなどの相談なども承ります。ご連絡ください。
＜生活支援サービス＞ 皆様の生活をお手伝いする「生活支援サービス」です。
まずは・・・ 下記サービスが必要な方は、お電話ください
つぎに・・・ 訪問して依頼内容を確認し見積いたします。
そして・・・ ご了解の上、サービスの実施、代金のお支払いとなります。
【家事応援サービス】
№101 庭の草取り №102 庭木の剪定 №103 宅内掃除 №104 家庭ごみの定期回収
№105 粗大ごみの回収 №106 遺品整理 №107 電気配線・家電・水道の修理・修繕
№108 畳・襖・障子の張替え・修繕 №109 家具の修繕・固定 №110 その他住宅関連の修繕・取替え
【食料品・雑貨・紙オムツサービス】
№111 食料品・お弁当・オードブル・雑貨品の販売とお届け
【その他修理・修繕・点検】
№112 車いす・自転車・三輪車・押し車の修理 №113 自動車の点検
【相談】
№114 成年後見・遺言・遺産分割・法律全般の相談 №115 終活・葬儀

4月26日（水）に、小野伊豆の国市長、天野市議
会議長、大沢商工会長を来賓に迎え開催された、伊
豆の国市商工会女性部通常総会の中で橋本真理子部
長は、「今年度もおもてなし交流事業を女性部事業
の重点とする」ことを発表しました。また、「花咲
伊豆の国市議会議長
く伊豆の国フェア2017 in 韮山反射炉」の地域花壇
天野佐代里氏
の部では、女性部が管理している、韮山花壇と長岡
花壇が見事、優秀賞、優良賞を獲得したことも報告
しました。2020年の東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸでは伊豆地区が大
きな転換期になりうるため、期待を込めておもてな
し事業や環境整備活動に力を注いでいきたいと、今 小野登志子市長
年度の事業提案をしました。

商工会主張発表大会結果を小野市長へ報告
5月11日に静岡市で開催された、商工会女性部
主張発表大会で「女性部活動と地域振興・まちづ
くり・世界遺産韮山反射炉と歩む女性部おもてな
し事業」のテーマで伊豆代表として橋本部長の発
表で、伊豆の国市女性部の24年度からのおもてな
し事業が地域振興に貢献することが評価され、見
事、最優秀賞を獲得されました。なお、7月4日に
東京都で行われる、関東ブロック女性部主張発表
で静岡県代表として出場します。

☆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

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。

日 時：6月28日（水）・7月19日（水） 9：00～17：00
場 所：伊豆の国市商工会（四日町290）
●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

●相談をご希望される方は事前に、伊豆の国市
商工会までお申込下さい。予約制です。
●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

