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「明日の地域
築く我らの商工会」

～ 夢の花咲く伊豆の国
商工会2018 ～

１０/２１（日）１０：００～１５：３０

日時：平成30年

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！！

にら券で抽選券（10にら）を
焼きそば、かき氷、フランク
買って、豪華景品を当てよう！
フルト、コロッケ、輪投げ、ケ ※「4K大型液晶テレビ」、
バブ、伊豆の国ブランド、金 「旅行券10万円分」、「有名テーマパークチケット」、
魚すく い、アジアン フード、
他豪華景品多数 ！！
他多数！
（予定）

（当日は有料）

重要!!

～伊豆の地震と災害～

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）

☆とんぼの会
☆伊豆総合高校 郷土芸能部
☆韮山高校 吹奏楽部
☆韮山時代劇場付属劇団「いず夢」
☆伊豆の国チアリーディングチーム
（POWERFUL KIDS）
☆韮山中学校吹奏楽部
☆伊豆中央高校 軽音楽部
☆MA・RI・KA DANCE STUDIO
☆江戸芸住吉踊りかっぽれ道場
☆伊豆の国音頭

〔昨年度開催中止による前売にら券・抽選券の取扱いについて〕

★「第3回伊豆の国バル」只今好評開催中です！★
まだ行かれていない方も間に合いますよ♪
当日チケットを販売していますので、
是非お得に楽しんでください♪

【当日券販売所】
10月1～4日（9：00～16:00）
伊豆長岡駅前観光案内所（10：00～）
当日券
！
伊豆の国市観光協会（10：00～）
販売中
伊豆の国市商工会本所・各支所（～17：00）
4,000円 その他チケット販売掲示のあるバル参加店舗
詳しくは http://machipo.jp/hansharo-bar にて
(5枚1セット)
注：バル券は期限を過ぎると使えません。期間内にご使用下さい。

女性部のお店

餅まきも
あるよ!!

☆見どころ盛りだくさん☆（一例）

☆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アンケートに回答してGet!
②産業振興祭の折込チラシを会場に持参してGet!
③当日のアピタの2,000円以上のレシートでGet!
☆ぬえ左衛門といずのくに親善大使による
ステージイベント
○お 問 合 せ ：伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090
○当日の連絡先：080-1587-2112（10月28日のみ）

大仁支所

TEL

0558-76-3060

※駐車場が少ないため 公共交通機関
をご利用下さい。

今年度商工祭では、昨年度発行したにら券・抽選券を使用します。
今年度販売するにら券・抽選券に掲示されている開催年度、開催日時等は昨年度の
内容となっておりますので、お間違えのないようお願いいたします。
また、昨年度購入いただいた前売にら券・抽選券は、今年度商工祭で使用できます。
融資の
相談

※荒天中止

場所：アピタ大仁店 北側駐車場

会場：韮山時代劇場ひだまり広場 ※荒天中止

前売りにら券
発売中！
●１セット
2,000円（200にら）
●前売り「にら券」には
抽選券２枚付き。

10月28日（日） 9：30～13：30

○お問合せ○
・伊豆の国市商工会
TEL 055-949-3090
・当日の連絡先
TEL 080-1587-2112

in 伊豆の国市
商工会

【日時】 平成30年11月9日（金）
10：00～16：00(要予約)
【場所】 伊豆の国市商工会本所

日時：平成30年

11月18日（日） 9：30～14：00

場所:伊豆長岡庁舎前広場

商工会員による模
擬店が
たくさん出ます！族

ぬえも行くぬん!

【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!!

～「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

地域の魅力を再発見する体験型プログラム
平成30年9月28日(金)～10月28日(日)
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/

◆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57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。

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

◎守るための共済

⇒福祉共済トータル「がん」
⇒シンプル「がん」補償

✰初期のがんでも安心 診断共済金として100万円
✰再発・転移しても診断共済金として100万円

◎小規模企業共済制度
「経営者の退職金制度」

＊ただし、支払事由に該当した最終の診断確定日か
らその日を含めて1年以内である場合は、がん診
断共済金はお支払いできません。

✰国が全額出資している中小企業基盤
整備機構が運営
✰制度に加入できる人
✰病気・けがの入院も日帰りから補償
*がんの手術はもちろん、病気やけがで所定の手術
常時使用する従業員が20人以下
受けられたとき、何度でも補償します。
(商業サービス業では5人以下)の個
✰先進医療に係る費用が全額自己負担となる所定の
人事業主及び会社の役員
先進医療を受けられたとき、何度でも補償します。
✰毎月の掛金は1,000円から70,000円
＊対象となる先進医療については確認が必要です。
✰掛金は全額「小規模企業共済掛金
✰高血圧等の持病があっても加入できます。
控除」として課税対象所得から控除
＊お引き受けできない病気・症状もあります。健康
✰事業資金等の貸付けが受けられます
状態に関する告知書の確認が必要。

病気入院に備える共済 ◎貯蓄共済医療特約型

貯める・死亡保障の共済
◎商工貯蓄共済(10年満期型)1口/月額2,000円
◎小規模企業共済(掛金1ヶ月1,000円～70,000円)

けがに備える共済 ◎福祉共済1ヶ月2,000円

「人生１００年時代」

◎経営セーフティ共済
（中小企業倒産防止共済制度）

人生１００年、決してオーバーな表現でなく、
次第に現実味が増して本当にそうなってきます。
✰国が全額出資している中小企業基盤整備機構が運営
まず、平均寿命を見ても１９５０年（昭和２５年）時点では
✰万が一取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収
女性が６１．５歳、男性が５８．０でしたが、それが年々伸び
困難になった場合、貸付けが受けられる制度(回収
てきて、今や、女性が８７歳、男性が８１歳です。今後も平均
困難となった売掛金債権等の額と掛金総額の10倍に
寿命はさらに延びて、２０６５年には、女性が９１歳となって
相当する額・最高は8,000万円)のいずれか少ない額。
９０歳を超えます。そして男性は８５歳になるだろうと言われ
✰制度に加入できる人
ています。これは平均寿命ですので、実際に１００歳を超える
個人事業主、資本金等の額又は従業員数により該
人が、どんどん増えていくでしょう。現在では、１００歳以上
当する企業、企業組合、協業組合、事業協同組合、
の人は約６万８００人なのが、２０６５年には５４万７０００
商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業
人までに増えるだろうと予測されています。ですから、人生１
を行っている組合
００年、本当にオーバーではないと言えます。
✰毎月の掛金は5,000円～200,000円
そこで気になるのが、長生きするのにかかる生活費はどうす
✰税法上損金(法人)、必要経費(個人事業)に算入できる
ればいいかであります。人生が長くなると言っても結局、長く
◎福祉共済「生命」保証プラン
なるのは老後なんです。今までは人生８０年と言われ６５歳で
死亡保障の共済
1000万～6000万円加入可能
引退すると老後が１５年です。しかし、人生１００年となると

老後はぐっと伸びて３５年になります。人生の３分の１が老後
と言う事になります。こうなりますと、今までの考え方は通用
しなくなるでしょう。資産があったとしても、できるだけ長く
働いて少しでも収入を得なければなりません。生涯現役が重要
になってくることになります。収入がある人はいいが、低収入
で働いている人はどうすればいいのかが問題です。
年をとって再雇用になると普通は、賃金は大きく下がります
し同じ仕事をしていても、収入に大きな差があります。個人で
働く人たちは仕事が不安定であります。こうした人たちが働き
続けるためにはどう支援をしていったらいいのか考えていかな
ければならないでしょう。
今は、仕事がなくなったり収入がなくなると失業給付や、生
活保護になります。それを、低収入でも頑張っている人には、
無条件に一定のお金を配るという政策や制度が必要ではないか
と考えます。
人生１００年時代、生涯現役を貫き通して働く人や、環境を
どうすべきなのか大きな議論が必要だと思います。

平成29年度に伊豆の国市から経営革新計画の承認を
取得した5社の企業を取得順にご紹介します。

経営革新計画とは？
経営革新計画の承認対象となる「新事業活
動」とは、次の4つの「新たな取組み」の
ことをいいます。
1.新商品の開発又は生産
2.新しいサービスの開発又は提供
3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4.サービスの新たな提供の方式の導入
その他の新たな事業活動
経営革新計画の承認を受けると下記のよう
な支援策があります。
・保証、融資の優遇措置
・補助金による支援措置
・販路開拓の支援措置
など
伊豆の国市商工会では経営革新計画作成の
支援を行っております。

宮下建築
【所在地】

〒410-2123
伊豆の国市四日町11-5
HP http://ikuken.sakura.ne.jp/
architect/
tel 055-949-3271

彩

鶏

【所在地】

〒410-2201
伊豆の国市古奈120-4
HP http://izuirodori.com/
tel 055-948-5115

◎日時 10月12日（金）
18：00～20：30
◎場所 伊豆の国市商工会
〈伊豆長岡支所〉

“らくがき”から図面を作成し、施主自ら
設計した家を形にするいえづくりの提供
施主が描いた理想の家を実際に形にして建て
ることで、顧客満足度の向上を図り、新築後の
メンテナンスや、リフォームを請け負う。ま
た、設計図を描いた施主の子供が大人になり、
マイホームを持つときにも当社に注文していた
だけるような、一生涯だけでなく次世代までの
お付き合いを目指していく。

登録するには

魅力ある個店とは？

3つの基本理念に賛同し宣言選択項目の中か
ら1つ以上を宣言した目標に向かってがんばる個店です。是非ご登録下さい。

【登録のお申込み】特設ウェブサイトhttp://f-koten.jp/からお
申込出来ます。または伊豆の国市商工会 大仁支所
TEL 0558-76-3060までご連絡下さい。

伊豆のブランド鶏「天城軍鶏」の脂を有効活
用すべく、新商品「鶏油コロッケ」を開発。
商品の開発にあたっては、コーヒー等を独自
の配合で添加することで、天城軍鶏の脂がもつ
甘味を引き立たせた商品と開発した。

9月8日に、伊豆の国市総合会館アクシスかつらぎで行われた『IZU食彩トレイドフェア』
へのご来場ありがとうございました。
来場者の投票により決定しました、第4回おいしいIZUグランプリの結果を発表します。
伊豆山海おぼろ寿司
㈱だるま
伊豆の国市

TEL0557-95-8080

✔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、トイレのリフォーム ・・その他何でも
【お問合せ】伊豆の国市商工会 伊豆長岡支所
TEL 055-948-5333

天城軍鶏の脂がもつ甘味等を活かした新た
なコロッケ商品の開発・販売

静岡県の最低賃金が
改訂されました
●日 程

毎月第4水曜日【要予約】

順位

社名

商品名

地区

4

丹那牛乳

のむヨーグ・
ヨーグいちご

函南町

5

大木乳業㈱

ふわっと
枇杷パウンド

伊豆市

ｽｲｰﾄｺｰﾝ入りはんぺん

6

港月堂

チーズ
どら焼き

河津町

さつまあげはやま
松崎町

7

㈲下山
養魚場

わさび最中
2kg18本

TEL 055-948-0818

TEL 0558-43-3535

●相談時間

① 9：30～10：30 ②11：00～12：00
③13：00～14：00 ④14：30～15：30

伊豆の国市商工会 本所（伊豆の国市四日町290）
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
●主 催
静岡県事業引継支援センター
●問合せ・申込 伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090

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。融資等の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

地域別
最低賃金

静岡県
最低賃金

最低賃金額
時間額

858円
（832円）

効力発生
年月日

H30.10.3

～～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
伊豆市

※（）内は改定前の金額です

10月24日・11月28日・12月26日
●場 所
●講 師

伊豆の
さざえ御飯
㈱徳造丸
東伊豆町

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。

10月・11月の相談日程は下記の通りです。

◎日 時： 10月24日（水）・11月28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

