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「明日(あす)の地域  

   築く我らの商工会」 

 昨年大好評をいただいた『選べる伊豆の国ブラン

ドギフトセット』の販売を本年度も実施いたしま

す。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。申込用紙は10月25日、28日の新聞折

込チラシをご利用下さい。また、11月19日の伊豆長

岡商工祭でもご注文いただけます。 

『選べる 伊豆の国ブランドギフトセット』概要 
 

○受付日  平成29年9月上旬～11月30日（木） 

○発送日  平成29年12月中旬を予定 

○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 

          （土日祝日除く 8：30～17：00） 

       ～「一日公庫」とは～ 
✔日本政策金融公庫まで足を運ばなくても、 

  商工会で融資担当者とのご面談が可能です。             

✔経営指導員が待機しているので、安心して 

 ご面談をお受けいただけます。 

✔原則としてご相談の当日中に審査の結果が 

 わかるので、手続きがスムーズです。 

✔ご相談や融資制度のお問合せも可能です。 

 ご相談を希望される方は商工会まで 

 〈問合せ・お申込み先〉055-949-3090 

 【日時】 平成29年11月9日（木） 

      10：00～16：00(要予約) 

【場所】 伊豆の国市商工会本所 

in 伊豆の国市 

  商工会 

 融
資の相談

 

 

11/19（日） ９：３０～１４：００ ※雨天決行 
会場：市役所伊豆長岡庁舎広場（駐車場） 

※駐車場が少ないため公共交通機関をご利用下さい。 

 9：30  開会式 

     寿光幼稚園鼓笛隊 

10：00 販売開始 お楽しみ福引大抽選会開始 

     サービス店会抽選開始 商工祭鍋販売開始 

10：30 MA・RI・KA DANCE STUDIO 

11：10 繁盛祈念餅まき（1回目） 

11：30 マグロ解体ショー 

12：20 演舞「とんぼの会」 

12：50 ぬえ左衛門音頭 

13：10 空手演武 

13：40 繁盛祈念餅まき（2回目） 

14：00 伊豆長岡商工祭終了  
        ※都合により変更する場合があります。  

豪華景品 空くじなし 

☆ゆうゆうカードの大抽選会☆ 
今回は特賞豪華２本立て！ 

   ルンバ、ダイソン掃除機 

 

から揚げ・いなり寿司 

お茶・うどん・クレープ 

焼き鳥・ピザ・焼きそば 

赤飯・衣類等の販売♪ 

【投げもち】 

(昨年の写真) 

 

謝恩価格 

★伊豆の国ブランドセット 

 他、豪華景品多数！ 

(昨年の写真) 

お楽しみ福引大抽選会 

最高金賞を獲得した 

『伊豆山海おぼろ寿司』 

【受賞の喜びのコメント】 
『伊豆山海おぼろ寿司』は鮪・干ししいたけ・水かけ菜・卵・桜エビ・紅しょうが

といった静岡県東部、伊豆産の食材をふんだんに使ったお弁当です。色彩の豊かさ

や栄養バランスの良さが評価され、本年の「2017ふじのくに新商品セレクショ

ン」の最高金賞を受賞することが出来ました。 

現在、JR三島駅ベルマートキヨスク南口店、北口店、新幹線ホーム店、ギフトキ

ヨスク店で朝10時より限定で販売しています。価格870円。 

キヨスクでは予約注文を受け付けております。（TEL 055-983-3191） 

また、だるまでも予約販売を開始いたしました。（TEL 055-948-0818） 

11月19日（日）の伊豆長岡商工祭でも限定100食を販売いたします。 

            

 

      
 

   

   

 

☐日  時 平成29年11月7日（火）14：00～16：00 

☐会  場 伊豆の国市長岡総合会館アクシスかつらぎ 2階会議室 

☐講  師 メンタルチャージISC研究所 岡本 文宏 氏 

☐定  員 50名（先着順） 

☐申  込 電話・FAXにてお申込下さい。受講無料。 

☐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 □共  催  伊豆の国市   

主な講座内容 
●採れない時代に「出来る 

 人材を採用するポイント」 

●やってはいけない 

 「募集と採用」 

●定着率が一気に上がる 

 「採用直後にやるべきこと」 

●定着率が格段に上がる 

 「コミュニケーション術」 

●人が辞めない「場」と 

 「環境」の創り方 

人 材 

確 保 

セミナー 

『伊豆の国ブランド』 

 認定商品も出展！ (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 

富士山・東北海道 広域ビジネスマッチング ・日 時  平成29年11月15日（水） 

・会 場  プラザヴェルデ（キラメッセぬまづ） 

        沼津市大手町1-1-4 

・時 間 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) 

  【日時】平成29年12月11日（月） 

      9：00～16：00 

 【場所】伊豆の国市商工会 本所 

 【顧問税理士】 勝又 春一 氏 

●帳簿のつけ方の再確認 
 白色申告を含むすべての事業所の記帳･ 

 帳簿の保存が義務付けられています。 

●消費税･事業継承･贈与･土地等の譲渡 

  ･税務に関することなら何でもOK！ 

 この機会にぜひご相談下さい。 

         〈問い合せ・お申し込み先〉 

   伊豆の国市商工会 055-949-3090 

ふじのくに新商品セレクション」は、静岡県産の農林水産物を使用し、商品化2年以内の加工品を対象にしたコンクールです。今年度は

94商品の応募があり、審査の結果、最高金賞1商品（食品）、金賞20商品（食品19点、食品以外1点）、計21商品が入賞しました。 

 国の
教育ロー

ン 

①最高350万円まで※お借入可能 
 ※海外留学資金（一定の条件付き）の場合は最高450万円 
②年1.81％（安心の固定金利） 

③20日程度でご入金 

金利・返済方法 

 

 

●安心の固定金利・長期返済 

 

 

●在学期間中は利息のみのご返済も可能 

●お子様一人あたり350万円までご利用可能 

固定金利1.81％、最長15年の返済期間で

ゆとりを持った返済が可能 

月～金 9：00～21：00 

土曜日 9：00～17：00 

＊インターネットお申込み 

  24時間365日受付 

〈お問合せ先〉0570-008656 

https://www.jfc.go.jp/ 

万枚漬 伊豆醤油

漬け 

狩野川の

若鮎 

コーボン

みそ 

豆魂豆富 汲み上げ

湯葉 

天野柿 

ﾌﾙｰﾂｿｰｽ 

伊豆塩 

ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ 
伊豆の 

焼豚 

天然酵母

あめ 

反射炉の 

煉瓦 

ﾊﾟﾝ祖のﾊﾟﾝ 

カノンパン 
浮橋 

うどん 

そうめん 

天野柿 

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 
煎茶 

さわらび 

坦庵 

どら焼き 

反射炉大

砲ロール 

天城輪道 

ﾎﾜｲﾄﾊﾞｳﾑ 

天城輪道

ﾊﾞｳﾑｸｰﾍﾝ 

スティッ

クジャム 

パルファ

ムフジ 

ろっぽう

野菜 

牛乳寒天 ｵﾚんち 

伊豆ｹｰｷ 

政子鶏 

ﾛｰｽﾄﾁｷﾝ 

マグロ解体ショー 

無料試食会先着

100名様 

本部にて伊豆の国 

ブランドギフトセット

の予約受付します 

, 



 

１．大綱の概要  

セルフメディケーション（自主服薬）推進のためのスイッチOTC薬控除（医療費控除の特例）の創設 （所得税、個人住民税）  

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組（※１）を行

う個人が、平成29年１月１日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッ

チＯＴＣ医薬品（※２）の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が１万２千円を超えるときは、

その超える部分の金額（その金額が８万８千円を超える場合には、８万８千円）について、その年分の総所得金額等から控除する。  

（※１）特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診  

（※２）要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品  

（類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。）  

※セルフメディケーションは、世界保健機関（ＷＨＯ）において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当て 

 すること」と定義されている。  

 本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。  
■対象となる医薬品（医療用から転用された医薬品：スイッチOTC医薬品）について  

○ スイッチOTC医薬品の成分数：83（平成29年1月13日時点）  

 対象となる医薬品の薬効の例：かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫･たむし用薬 、肩こり･腰痛･関節痛の貼付薬  

（注）上記薬効の医薬品の全てが対象となるわけではない  

２．制度の内容  

○ 課税所得400万円の者が、対象医薬品を年間20,000円購入した場合（生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む）  

 本特例措置を利用する時のイメージ  

○ 8,000円が課税所得から控除される （対象医薬品の購入金額：20,000円－下限額：12,000円＝8,000円）  

○ 減税額 20,000円 （対象医薬品の購入金額） 12,000円 （下限額）  

・所得税：1,600円の減税効果（控除額：8,000円×所得税率：20％＝1,600円）  

・個人住民税：800円の減税効果（控除額：8,000円×個人住民税率：10％＝800円）  

            

 

      
 

 

       

   

 

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 

 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、伊豆の国市役所大仁庁舎及び、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  11月、12月の相談日程は下記の通りです。 ●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  9：30～10：30  ②11：00～12：00  

  ③13：00～14：00     ④14：30～15：30 

  ⑤16：00～17：00   ※注 市役所会場は午前中のみ 

●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 

日 時：11月16日（木）・12月21日（木） 9：00～12：00 

場 所：伊豆の国市役所 大仁庁舎（田京駅裏）   

日 時：11月22日（水）・12月15日（金） 9：30～17：00 

場 所：伊豆の国市商工会 本所（四日町290）   

市役所

会場 

商工会

会場 

 

☆日時☆ 11月12日（日）11:00～15:00 

☆場所☆ アピタ大仁店 1階 

新築・リフォーム・お庭等住まいに関する疑問に何でも 

無料で相談に応じます。 

＜問合せ＞伊豆の国市商工会 大仁支所  TEL0558-76-3060 

 伊豆の国市商工会では、創業に関する相談を承っております。創業に関する疑問は商工会までご相談下さい。 

伊豆の国市商工会 本所  TEL 055-949-3090  FAX 055-949-2740 

 

最低賃金が変更になっております 

 

 

＊経営革新計画とは、中小企業者の独自の技術、ノウハウや工夫に

よる新商品の開発又は生産、新しいサービスの開発や提供の方式の導

入等々、事業への新しい取り組みにより経営の向上を図っている企

業。中小企業新事業活動促進法に基づき静岡県より承認される。 

http://isabuya.co.jp/index.html tel   0558-76-1707 

【所在地】  〒410-2322 静岡県伊豆の国市吉田361-2 

料金受取人払い郵便の手続

き代行から、封筒はがき印

刷、アンケート印刷、封入

作業までトータルで印刷業

務を請け負うサービスを提

供します。  

http://uketori.isabuya.co.jp/ 

 いさぶや印刷工業㈱ 

伊豆の国市商工会の事業紹介 
～経営革新計画の承認をサポートいたします～ 

平成28年度承認された4社を紹介します 

経営革新計画の承認を希望される事業所を募集しております。詳しくは伊豆の国市商工会までお問合せ下さい。 

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 TEL 0558-76-3060 

http://www.yukawa-tc.com/ tel   0558-72-6030 

【所在地】  〒410-2323 静岡県伊豆の国市大仁880-1 

大豆加工食品製造時に生成され

る『おから』を乾燥、微粉末に

したパウダーの活用による新商

品の提案、開発、販売。 

①おから茶：商品名（おからソフ

ティー）②おから飴：商品名（けな

げなおからの飴） ③野菜等の乾

燥、微粉末加工。 

 ㈱湯川商事 

http://endless-audio.com/ tel   090-3151-6499 

【所在地】  〒410-2321 静岡県伊豆の国市三福540-7 

アナログ試聴体験会の開催

やプレーヤーの販売を通し

て、アナログの音に触れてい

ただく機会を提供する。 

 Endless AUDIO 

http://123-sou.com/index.html tel   0558-76-3123 

【所在地】  〒410-2323 静岡県伊豆の国市大仁503 

鮎釣りガイド宿泊プラン！狩野

川が誇る若手鮎釣り名人が狩

野川のポイントをご案内します。

鮎の友釣りのメッカ狩野川で、鮎

釣りプロのガイドを受けながら地

元ブランド牛の伊豆牛や鮎料

理、100％源泉かけ流しの天然

温泉をご堪能下さい。 

 一二三荘 

最低賃金 時間額 ８３２円  
平成29年10月4日～ 

詳細は厚生労働省HP URL http://www.mhlw.go.jp/ 

「29年度新設！農商工連携・6次化推進補助金」 

農業をはじめとする産業の発展と、地域経済の活性化のため、各事業体が連携して取り組む農商工連携や、1次産業

者が加工・販売まで一体的に取り組む6次産業化について、機械の導入費用や商品の開発費用等を補助します。 
 

○対 象 者 市内に住所を有する農林水産業者、市内に事業所や工場を有する商工業者 

       （申請者、法人等に市税の滞納がないこと） 

○対象事業 ①市内で生産された農畜産物等の地域資源を活用し、②地域資源を加工し新たな付加価値を生み出す、 

       ③地域貢献が期待でき、将来的に継続可能である事業 

○補助金額 機械導入費 補助率 1/2 上限50万円 

       商品開発費・販路開拓費 補助率 1/2 上限20万円 

○申請受付 市HP、農業商工課窓口にて    ○申請期限 平成30年2月28日（水） 

○問 合 せ 市役所農業商工課 0558-76-8003 

調理器具にはさまざまなものがありますが、火を使わな

いので比較的安全とされる電子レンジ。電子レンジは、特殊

な電波で食品の中の水の分子を振動させて発生する熱で食品

全体を温める仕組みです。生卵を温めると殻の中の水分が蒸

気となって圧力が高まり破裂します。アルミホイルなど金属

製品も火花が飛び散ることがあり大変危険です。しかし、汚

れが火災につながるというのは意外と知られていません。電

子レンジでは特に電波発射装置の金属カバー付近の汚れに注

意が必要です。カバーの隙間に食品かすが残っているとそこ

に電波が集中し、食品かす同士や食品かすとカバーの間で火

花が飛び散り、発火することがあります。こうした汚れが原

因の調理器具の事故は、電子レンジのほかコンロやオーブン

トースターが報告されています。 

電子レンジ以外で多いのはガスコンロです。ガスコンロ

に火をつけようとしたがなかなかつかず、点火操作を繰り返

していたところ、急に炎が上がり頭をやけどするという事故

が発生しています。炎が出る部分が油汚れなど食品カスで目

詰まりしていたのが原因と思われます。 

 ガスコンロの多くに安全装置が義務付けられ、温度を検知

するセンサーや立ち消え防止センサーなどがついています。 

 調理中に煮こぼれや油こぼれなどが起きたら、固まらない

うちにこまめに掃除すること。センサーも汚れがついている

と正常に働かないことがあり、センサー類の汚れにも注意が

必要です。電子レンジを掃除するときはコンセントを抜き、

金属カバー周辺も綺麗にします。 

 もう一つ事故原因として見逃せないのが、キッチンに組み

込まれた電気コンロによる火災です。つまみに当たってス

イッチが入り、気付かず出かけてしまうと、コンロの上に置

いてあった新聞紙に火がついてしまいます。このタイプの電

気コンロの操作つまみは、コンロから飛び出していて、カバ

ンや体の一部が当たりやすい構造でした。電気コンロの上に

モノが置いてなければ電源が入るだけで事故にはならないか

もしれません。やはり利用者である私たちに注意する必要が

あると言えます。 

 

伊豆の国市商工会 会長 大沢 秀光 
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