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1月5日（金）のみ 

伊豆長岡支所と大仁支所の 

始業時間は9時30分となります。 

なお、本所は通常通り8時30分の

始業です。 

皆様、明けましておめでとうございます。 

お健やかに平成30年の新春をお迎えのことと、心か

らお慶び申し上げます。 

伊豆の国市の願成就院の国宝「毘沙門天立像」が、

昨年、東京で開催された「運慶展」に出展され、普段

では見られない後ろ姿を含め360度全方位からの眺め

はまさに圧巻で、延べ60万人の人たちを魅了してお

り、自分のまちが改めてとても素晴らしい「運慶の仏

さまがおわすまち」と県外から再認識させていただき

ました。 

世界遺産「韮山反射炉」を始め、各地に現存する歴

史と文化の所産ともども大切に後世へ伝えていきたい

と存じます。 

さて、現在、伊豆の国市は平成30年度の当初予算編

成にあたっております。昨年6月に、第2次総合計画の

7つの基本方針に基づき、私の2期目の重点施策につい

ての所信を申し上げましたが、合併による交付税が昨

年度よりもさらに減額され、歳出はますます厳しい状

況となっております。そういう中で、ごみ処理施設、

斎場施設、し尿処理施設等の建設については、早急な

対応が求められております。市は、市民の生活に密接

な関わりをもつ施設の建設を優先して行うとともに、

産業の振興などにおいては、来年度も農商工の連携支

援や、より市場競争力の高い商品開発、6次産業化へ

の支援などを行い、地域ブランドの確立を引き続き、

行ってまいります。 

また、2019年春のDCキャンペーンの開催地が静岡県

に決定し、今年から3年間かけてキャンペーンが展開

されることから、地域で魅力ある観光商品を創り、DC

キャンぺーンを活用して、県内外や海外に広く売り込

むことが出来るとチャンスと思っております。 

これらの実現のために、市民の皆様、また、商工会

の皆様をはじめとする多くの団体や企業の皆々様に

は、今年も変わらない、お力添えをお願いする次第で

ございます。 

共に歩んでまいりましょう。 

結びになりますが、伊豆の国市商工会のますますの

ご発展と、皆様のご健勝を祈念申し上げまして、新年

のご挨拶といたします。 

◇◇◇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 

 ●●● 年頭のご挨拶 ●●● 

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。 

地方の中小企業・小規模事業者におきましては、人口

減に伴う働き手の不足や販路の縮小、原材料や人件費が

高騰する中での取引先からの単価引き下げ要請、さらに

は、経営者自身が高齢化する中で後継者不在等により廃

業せざるを得ないなど、引き続き厳しい経営環境にあり

ます。 

県商工会連合会では、平成28年度より30年度までの3年

間を展望した「新アクションプログラム」を策定し最終

年度になります。これは、地域振興対策の研究会を設置

した中で、現行の支援体制では限界があり、既存の枠に

とらわれない新たな組織体制の構築が必要であり、その

実現には広域支援体制による経営支援機能強化が必要で

あると結論付けました。具体的には、会員に対する国・

県からの支援が円滑に取得や実施をサポートするために

中小企業診断士をそれぞれに配置した西部・中部・東部

の広域サポートセンターであります。また、職員の年齢

構成等の解消、欠員に対応するため県内38商工会職員の

人事管理を県連合会で一元的に実施しようとする「職員

の人事一元化」であります。 

そのような中で、伊豆の国市商工会では、職員が一丸

となり、地域経済の向上発展と住みやすいまちづくりを

目的とし、農商工連携、雇用創出、企業支援、地域活性

化等の推進や地域の中小・小規模企業に新たな活力を吹

き込み、地域独自の産業創出と活力を生み出す仕組みづ

くり等に邁進しています。 

また、平成27年に経済産業省から認定を受けた「第一

次伊豆の国市商工会経営発達支援計画」は最終年の3年目

を迎え、現在第2次の申請を行っているところでありま

す。このことにより、小規模事業者に寄り添った伴走型

の支援を行うことができます。また、市に対しましては

「小規模企業の振興にかかわる条例」の、早期の制定を

お願いしており、小規模事業者への強固な伴走支援が確

立します。また、市との更なる連携・協力を要請してい

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。 

             

                

 

 

 

 

 

 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長岡第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30年1月18日(木)               

                

 

 

 

  毘沙門天大祭だるま市 

平成30年1月3日(水) 

※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 

  場所：市内大仁区 (雨天決行) 

      「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30年2月18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（予定）  

【問合せ】伊豆の国市観光協会         

           TEL 0558-948-0304 
 ～伊豆の国市観光協会主催～ 

会場：湯らっくす公園特設会場 
 時間 １４：００～（雨天中止） 

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。 

  鵺ばらい祭 

平成30年1月28日(日) 

   ◆伊豆の国ふるさと博覧会◆ 

【食と農】【温泉・健康】【知る】【楽しむ】  

 をテーマに全74プログラム！ 

伊豆の国を元気にしようとする人たちが集ま

り、まちの魅力を磨いてみんなで楽しんでみよ

うとする取り組みです。是非ご参加下さい。 

 地域の魅力を再発見する体験型プログラム 

平成30年1月13日（土）～ 2月12日（月） 

会場は市内全域 

詳細、お申込は公式ウェブサイトまたは各

プログラムの申込先に電話にてご連絡。 

公式ウェブサイト https://furuhaku.jp/ 

問合せ：伊豆の国おんぱく実行委員会事務局【伊豆の国市観光協会内】TEL 055-948-0304 

業 種 事 業 内 容 

小売業 商品のパッケージを変更し、店頭販売に加え、お土産用としての需要を開拓。 

建設業 自社の事業をPRする為、幹線道路沿い3ヶ所に看板を設置。HPの改良も同時に実施。 

飲食店 高齢者の顧客獲得の為、座敷を掘りごたつに改装。宴会需要も開拓。 

建設業 新規事業の為の特殊機械設備導入及びPR看板の設置。 

サービス業 新規顧客獲得に向けた店舗内一部禁煙化の改装工事。 

飲食店 新商品を開発する機械設備を導入、同時に店頭販売とネット販売に向けパッケージの新刷。 

   

 

       

 

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 

       新規顧客の獲得、販路開拓に要した 

     費用の2/3を国が補助します 
 

○補助金額：補助率2/3、最大50万円を補助します。 

○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、商品パッケージの 

      リニューアル等  

   過去の採択者の事例を下記に紹介します 

～経営計画作成セミナーのご案内～ 
 小規模事業者持続化補助金を受けるには、『経営計画書』

を作成する必要があります。＜補助金を活用して、新規顧客

を増やしたいけど経営計画書は1人では作れない＞という方も

ご安心下さい。下記の日程にて経営計画書の作成セミナーを

開催します。参加は無料です。（定員30名） 
 

経営計画作成セミナー  2回コース。原則2日間の参加。 

日 時：平成30年1月25日（木）・30日（火） 

時 間：2日間いずれも19：00～21：15 

講 師：中小企業診断士 玉置 久倫 氏 
 

個別相談会 下記日程の内、いずれかの日程を選択制。 

日 時：平成30年2月6日（火）･7日（水） 

時 間：2日間いずれも10：00～16：00（1社1時間程度） 

 経営計画作成セミナー及び個別相談会は何れも伊豆の国

市商工会本所（伊豆の国市四日町290）にて行います。 

※個別相談会のみの参加は出来ません。 
〈申込・問合せ先 伊豆の国市商工会 TEL 055-949-3090〉 

☞ 



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  1月、2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：1月18日（木）・2月14日（水） 9：00～12：00 

場 所：伊豆の国市役所 大仁庁舎（田京駅裏）   

日 時：1月24日（水）・2月28日（水） 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 

 

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 

☆日時☆ 1月14日（日）11:00～15:00 

☆場所☆ アピタ大仁店 1階 

 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   

住所：伊豆の国市四日町290 

TEL 055-949-3090  FAX 055-949-2740 

 

   

 

 
 
 

 
平成３０年１月２０日(土)、２１日(日) 

 時間 １０：００～１４：３０ 

★第12回全国高校生パンコンテスト★ 

★市内及び全国有名店のパン販売会 

★コンテスト開催記念豪華抽選会 

〈ステージイベント〉 

 ・韮山中学校吹奏楽部演奏会 

 ・巨大パンオブジェ展示 

 ・小坂みかんを使った新作パン販売 

〈当日参加イベント〉 

 ・パン食いゲーム・パン当てゲーム・パン祖展 

 ・パン生地のばしコンテスト・パンフィッシング 

 ・パン掘りゲーム・親子でパンゲット・Wa-PAN投げ 

平成３０年１月１３日(土) 

 時間 9：30～14：00 
〈スケジュール〉 
  9：30 開会式 

10：00 品評会表彰式 

10：30 ステージイベント① 

12：10 いちご販売 

12：30 ステージイベント② 

13：00 いちごチャリティー 

13：30 餅まき  

 パン好きな方にはたまらない 

楽しいイベント盛りだくさん♪♪ 

 

 

    

 

 

 

 

     

  

要予約 

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

  日時：平成30年2月26日（月）※1  3月2日（金）※2 
 

○大仁支所      TEL 0558-76-3060 山村 誠 顧問税理士 
    日時：平成30年2月19日（月）・3月6日（火） 

    相談希望の方は事前に大仁支所へご連絡下さい。 
 

○伊豆長岡支所 TEL 055-948-5333 中村 壽夫 顧問税理士             
     日時：平成30年2月13日（火）・2月23日（金）・3月5日(月） 

   すべての日程※1・※2どちらでも可 

 

   

 

 
 
 

 

デスティネーションキャンペーンとは･･･  
 

 北海道旅客鉄道（JR北海道）・東日本旅客鉄道

（JR東日本）・東海旅客鉄道（JR東海）・西日本旅

客鉄道（JR西日本）・四国旅客鉄道（JR四国）・九

州旅客鉄道（JR九州）のJRグループ旅客6社と自治

体、観光事業者らが協同で全国展開する観光企画

です。 

 キャンペーン期間は2019年4～6月。本番1年前

の2018年度にプレキャンペーン、1年後の2020年

度にアフターキャンペーンも展開し、3年計画で静岡

県の観光資源を売り込みます。静岡県では今回で3

回目の開催となります。 

 伊豆の国市商工会も、市や関係機関と連携を図

り、観光客の取り込みに向けた施策を提案しますの

で、ご理解、ご協力の程お願いします。 

【伊豆の国いちごまつり・パン祖のパン祭】 

・会場：伊豆の国市韮山文化センター 

     （韮山時代劇場） 

・主催・問合せ先：伊豆の国市 農業商工課 

 TEL 0558-76-8003 

・後援 伊豆の国市商工会 
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