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～商工会法施行60周年記念～

「明日の地域
築く我らの商工会」

事業承継には一般的に5～10年かかると言われています。ご存知ですか？また廃業する場合にも設備の廃
棄や廃業後の 生活などリスクが伴います。
「まだ先のことだけど・・・事業承継って何だろう？」「事業は残したいけど後継者がいない！どうやっ
て後継者を見つければいいんだろう？」「後継者はいるけど今からやるべきことがわからない」など・・・
疑問を解決し、今後の準備や計画について講習会を開催します。
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平成30年 月
日（木）
19：00から（20：30終了予定） ※7月24日開催のセミナーと同一内容
●場 所
伊豆の国市商工会 本所 2階会議室（伊豆の国市四日町290）
●内 容
事業承継問題の対応と方向性・事業承継の内容と事例など
●受講料
無料
●講 師
静岡県事業引継ぎ支援センター 統括責任者 清水 至亮 氏
●問合せ・申込 伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090
●連携・協力
伊豆の国市／静岡県事業引継ぎ支援センター
●日 程
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平成30年

月

10 4

日（金）～

月

開催場所：伊豆の国市内全域

１、チケットとＭＡＰを入手
チケット入手方法
○8月20日より前売りチケット発売開始
インターネットによる予約も受付開始
8月中旬以降よりMAPのダウンロード
も可能になります
○販売窓口
・伊豆の国市商工会
本所（韮山）、伊豆長岡支所、大仁支所
・伊豆の国市観光協会
・伊豆長岡駅前観光案内所
・指定バル参加店舗
○前売り 3,500円 5枚綴り
当 日 4,000円 5枚綴り

【主催・お問合せ先】

日（木）

参加店：約８０店

今年度は『伊豆の国ふるさと博
覧会』と同時開催です。

伊豆の国ふるさと博覧会
日時：9月28日～10月28日

２、イベント当日、チケットでお酒やグルメを堪能
気になるお店を事前にチェックするもよし、当日ぶらり気ままにお店を
選ぶのもよし。1軒のお店でバルチケットは1枚から何枚でも使用できる
ので、「バル特別メニュー」を楽しもう！

３、次の店へハシゴもOK！開催期間中いつでも利用OK
残りのチケットで2店目3店目へハシゴ。また、イベント開催期間は
1週間あるので、別の日にまた楽しむことも可能。

〈公式HP〉 https://machipo.jp/hansharo-bar
注

今回は「後バル」はありません。チケットは期限内にご使用下さい。

受講料無料

◎場 所
◎内 容
◎対象者

去る6月11日（月）に第8次伊豆の国ブランドの認定
審査会が行なわれました。伊豆の国市商工会正副会
長、各部会長、地区代表理事らが審査員となり、申請
のあった9事業所の17商品を審査し、伊豆の国ブランド
として認定しました。審査会では各事業所から提出さ
れたサンプルを試食し、審査を行いました。

伊豆の国ブランド認定要項 下記以外の詳細についてはお問合せ下さい
【対
象】食料品、工業製品、サービス
【申請受付】随時受付
【認 定 料】無料（非会員は認定時に会費相当額を納入）
【問合せ先】伊豆の国市商工会 大仁支所 TEL0558-76-3060

「何から始めれば？」「手続きは？」「開業資金を
準備したい！」「創業計画書を作りたい、見直したい」
にお応えします！

～～伊豆の国市商工会では創業を考えている方、創業して間もない方を対象に創業に必要な知識やノウハウを習得できるセミナー
を開催します。数々の経営サポート実績を持つ中小企業診断士をはじめとする専門家が実現可能な創業ノウハウを伝授します～～

◎日 程

※上記事業承継セミナーへの参加は無しでもお申込は可能です。
【年内の開催予定日】基本第4水曜日
●日 程
毎月第4水曜日【要予約】
※平成30年8月のみ第5水曜日（8月29日）
8月29日（水）・ 9月26日（水）
●相談時間
① 9：30～10：30 ②11：00～12：00
10月24日（水）・11月28日（水）
③13：00～14：00 ④14：30～15：30
12月26日（水）
●場 所
伊豆の国市商工会 本所（伊豆の国市四日町290）
●講 師
静岡県事業承継ネットワーク 中小企業診断士 浅田 博彦 氏
●問合せ・申込 伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090
●連携・協力 伊豆の国市／静岡県事業承継ネットワーク／静岡県事業引継ぎ支援センター

気になるお店や当日の混雑状況はFacebookを チェック！→

伊豆の国市商工会 本所 TEL055-949-3090
伊豆長岡支所 TEL055-948-5333
大仁支所 TEL0558-76-3060

伊豆の国創業塾

静岡県事業引継ぎ支援センター
統括責任者 清水 至亮 氏

＜全3回＞平成30年8月29日（水）、9月3日（月）、9月6日（木）18：30～21：30
＜塾受講者限定個別相談＞平成30年9月11日（火）、9月13日（木）希望日1時間程度
伊豆の国市商工会 本所 2階会議室(伊豆の国市四日町290）
経営、財務、人材育成、販路開拓 等
創業予定者、創業後間もない事業者（1～3年程度）

※伊豆の国市創業支援事業計画に基づく講習会です。伊豆の国市創業
等支援事業費補助金の申請には当セミナーの受講が必須となります。
※創業者向け伊豆の国市利子補給制度が開設され、講習会内で紹介
予定です。

〈問合せ・申込〉伊豆の国市商工会 本所
TEL 055-949-3090
〈連携・協力〉伊豆の国市/静岡県よろず支援拠点/
静岡県商工会連合会
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出展事業所名 ※申込順 おいしいIZUグランプリ該当商品
伊豆全域から約50社の食品関連の企業が自慢の
伊豆山海おぼろ寿司
逸品を販売します。入場無料です。是非お越し下さい。 ㈱だるま
鮎塩焼
一二三鮎屋
●日 時 9月8日（土）

●時 間
●場 所

10：00～16:00 販売会
伊豆の国市長岡総合会館

㈲佳月園

反射炉の煉瓦

㈲つず美湯元園

韮山反射炉大砲ロール

アクシスかつらぎ（伊豆の国市古奈255） 伊豆の国本舗

●出展数 伊豆全域より約50事業所
●主 催 伊豆地区8商工会・静岡県商工会連合会
●その他 本年は初の試みとして、屋外ブースでの販売もあ
ります。伊豆ならではの美食をご賞味下さい。
●問合せ 伊豆の国市商工会
伊豆長岡支所 TEL 055-948-5333
大仁支所
TEL 0558-76-3060

伊豆の国のいちごはちみつジャム

第一酵母㈱
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軽減税率制度への対応には準備が必要です！
2019年10月1日から、消費税の税率が10%に引き上げられるのと同時に、軽減税
率制度が実施されます。軽減税率制度は、全ての事業者の方に関係があります。
円滑な事業活動ができるよう、自社の消費税の転嫁対策を学びましょう。
伊豆の国市商工会では下記の通り講習会を開催しますので、是非ご参加下さい。

どなたでも
参加でき
ます！

◎日時 ⇒ 平成30年8月23日（木）14：00～16：30

◎会

現金を持ち歩かなくても困らない社会に向けての動きが、急
速に進んでいます。日本での電子決済普及率は、およそ20％
ですが、韓国では、90％近くに達しているほか、中国やヨーロッ
パ、アメリカでも、現金以外の支払いになっています。韓国で
は、政府の政策でクレジットカードでの支払いが急速に増えま
した。また、スウェーデンでは、 電車やバスの公共交通機関
は、現金で切符が買えない仕組みになっています。
国によって、事情は違いますが韓国では、経済が落ち込んだ
ときに消費を喚起するため、スウェーデンでは、強盗対策、中
国では、偽札対策といった背景やきっかけがあって、国全体で
こうした取り組みが進んだと言われています。日本では、治安
は良く、偽札も少ない。また、クレジットカードの手数料が高い
ため、小さな店だと現金しか使えない店も多いので、現金払い
がまだまだ主流になっているかと思います。
そのような中、日本でも、こうした現状を変える取り組みも広
がっています。現金を使わないことが当たり前になってきている
外国人観光客から、不満が上がっているからです。カードで払
える店がもっとあったら、もっとお金を使ったのにというアンケー
トの結果もあります。今、日本は、外国人観光客に地方に行っ
てもらって、消費や活気を支えてもらおうと取り組んでいます。
それだけに、地方の小さな店でも、現金以外で支払いができる

場 ⇒ 伊豆の国市商工会 本所2F会議室
（伊豆の国市四日町290）

◎講師 ⇒ 経営学博士・税理士 朝原 邦夫 氏

◎受講料 ⇒ 無料
◎持ち物 ⇒ 筆記用具（蛍光ﾍﾟﾝ､電卓）
◎締 切 ⇒ 8月15日（水）
◎問合せ・申込 ⇒ 伊豆の国市商工会 大仁支所

（朝原労務会計事務所 所長）

◎セミナー内容 ⇒
１、 消費税軽減税率制度の内容と 準備と対策
２、 売上を拡大させる販売開拓
３、 税務調査についての対策 （速報！）

TEL 0558-76-3060

日時：平成30年10月28日（日）
時間：10：00～13：30 （予定）
場所：アピタ大仁店 北側駐車場
出展募集：約40店の出展者を募集します。
出展条件：伊豆の国ブランドへの認定。経営革新認
証等の条件があります。詳しくは下記まで
お問合せ下さい。
○お問合せ・お申込：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
8/1(水)
『きにゃんね大仁夏祭り』
花火大会19：45～20：30

●日

時：8月26日（日）15：00～20：30

●場

所：韮山文化センター
（韮山時代劇場ひだまり広場）
雨天時：韮山時代劇場大ホール

●お問合せ先：伊豆の国市商工会 伊豆長岡支所
TEL 055-948-5333

③
④
⑤

発注企業を募集（200社を予定）【募集期間：既に終了しました】
※資材購買・調達・生産技術・研究開発・設備保全・新商品開発等の案件を
もつメーカーや食品バイヤー
受注企業を募集（400社を予定）【募集期間：8月15日～9月25日】
※発注企業の発注ニーズに対応または提案いただける企業
商談先の選定（発注企業が商談したい受注企業を選定）【10月5日～10月15日】
商談スケジュールの発送【10月23日】
商談会場にて個別商談会を実施

8/4(土)
『伊豆長岡温泉戦国花火大会』
花火大会20：15～20：45

伊豆の国市商工会

〈伊豆長岡支所〉
商工会建設部会の専門指導員が増改築の
費用、工事規模、工期などについてのご相
談に応じます。
✔家の新築
✔屋根や外壁の塗装
✔エアコンの取付
✔オール電化
✔浴室、トイレをリフォーム ・・その他何でも

【問合せ先】沼津信用金庫経営支援部経営支援課
（富士山麓ビジネス商談会事務局）E:mailkeiei@numashin.co.jp 【お問合せ】伊豆の国市商工会 伊豆長岡支所
TEL

055-962-6767

FAX

055-955-7375

TEL

055-948-5333

～～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
8/3(金)
『韮山狩野川まつり2017』
花火大会20：15～20：45

プラサヴェルデ コンベンションホールＡ（沼津市大手1-1-4）
沼津信用金庫、三島信用金庫、富士宮信用金庫、富士信用金庫
『受注・発注個別商談会（事前調整型個別商談）』

〈本ビジネスマッチング開催までの流れ〉

②

伊豆の国市商工会青年部では地域の魅力、文化を若い
世代に伝え、地域の活性化を目指し、盆踊り大会を開催
します。
「踊ったことが無いから、踊り方がわからない」なんて
方も大丈夫。盆踊り保存会の方が踊り方を教えてくれま
す。来場はもちろん、教えてもらうのも無料です。好き
な時間に来て一緒に踊りましょう。

◎日時 8月10日（金）
18：00～20：30
◎場所

11月6日（火）10:15～18:40

◎開催日時 ：
◎会
場 ：
◎主
催 ：
◎商談会内容：
①

～農・商・工連携、６次産業フェアー～

ようにしていかないといけない。また、現金を使わない社会に
向けての、技術の開発競争や、サービスの開発競争に遅れて
はいけないという声が上がっていますし、実際に人手不足に悩
んでいる企業の間からは、取り組みが始まっています。
ファミリーレストランでは、働き方改革の一環として、現金での
支払いを受け付けない店を、東京都内に試験的にオープンし
ています。
また、客が事前に専用のアプリを入れた上で、店で購入する
商品のバーコードを、スマートフォンで読み取ると、その場で支
払いができる実験を始めています。現金を扱わないことで、レ
ジの確認作業が短縮されたほか、開店の前にお釣りを用意す
る作業もなくなって、働く人の負担が減ることが期待されていま
す。利用する側は、レジに並ばなくてもよく、並ぶ時間が短くな
り、ストレスがなくなりますが、現金以外での支払いは、便利に
なると思う一方、不安もあります。 クレジットカードなどの情報が
洩れて、悪用されるとか、 使い過ぎにつながると言う心配もあり
ます。確かに便利な面が多いので、スマートフォンでやりとりす
る社会になっていくのかもしれません。ただ、どうしても現金が
いいという人はいます。セキュリティー対策を
はじめ、不安をなくす対策をとるのはもちろん
のこと、この人たちが困ることがないような検
討も必要かと思う昨今です。

8月以降の相談日程は下記の通りです。

◎日 時： 8月22日（水）・9月26日（水）
◎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 9：30～10：30
②11：00～12：00
③13：00～14：00
④14：30～15：30
⑤16：00～17：00

