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令和元年度県下統一標語 
  

 

  「明日(あす)の地域  

   築く我らの商工会」 

 伊豆の国市商工会 

会長 大沢 秀光 

 ●●● 年頭のご挨拶 ●●● 

あ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、お健やかに新年をお迎えにな

られたこととお慶び申し上げます。また、日頃は商工会

に対しご理解と温かいご支援を賜っており、心からお礼

を申し上げます。本年も変わらぬご指導、ご支援のほど

よろしくお願いいたします。 

 はじめに、台風19号による大規模自然災害により被災

された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに一日

も早い復旧・復興をお祈りするとともに、商工会も組織

を上げて最大限尽力してまいります。 

 さて、小規模事業者を取り巻く経営環境は依然として

厳しい状況が続くことが予想されています。全国では、

2019年の企業倒産が11年ぶりに増加する恐れがあるとさ

れています。これは、米中貿易摩擦や中国経済の停滞感

が強まっているためとされています。消費増税や人手不

足、相次ぐ自然災害も背景にあり、少子高齢化や過疎化

で疲幣する地方経済に影を落としているとしています。 

 そのような中で、伊豆の国市商工会では、第2次発達支

援計画に基づき、伴走型小規模事業者支援推進事業で事

業承継セミナー・創業塾・伊豆の国ブランド販路支援を

行い、検証会を開催し確実なものにしています。また、

創業塾・事業承継のそれぞれの講習会の開催や個社支援

では、持続化補助金・経営力向上事業費補助金・ものづ

くり補助金・ＩＴ補助金等を申請し採択をされていま

す。 

 また、金融機関や道の駅「伊豆のへそ」との連携、併

せて県よろず支援拠点サテライト個別相談会の開催や県

事業承継ネットワーク支援拠点サテライト個別相談会の

実施等、行政や地域団体との連携強化や諸課題の共有と

調整を行っています。 

 商工会としても、地方創生や地域再生の最前線に立

ち、地域の発展に大きな役割を果たすのは小規模事業者

であります。「会員と地域あっての商工会」の認識のも

と、地域の活性化につながるあらゆる事業・活動を実施

してゆく。そのためにも、地域事業への支援と連携を

し、地域の維持発展の先陣に立つ商工会でありたい。 

 結びに、この一年が皆様方にとり、これまでにも増し

てよい年となりますよう祈念し、年頭のご挨拶といたし

ます。 

参加 

無料 
                     ～経営計画作成セミナーのご案内～ 
  

   

    「経営計画作成セミナー・個別相談会」を開催します。「小規模事業者持続化補助金」は、 

  小規模事業者が、持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓に取り組む費用の 

  2/3を補助するものです。（補助上限額：50万円）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

    

☐講  師 与良 正男 氏 

      毎日新聞社専門編集委員  

☐日  時 令和 2年1月15日（水） 

      開演19時00分～20時30分   

☐会  場 アクシスかつらぎ多目的ホール 

☐定  員 200名（先着順） 

☐申  込 電話・FAXにてお申込下さい 

☐お問合せ 伊豆の国市商工会 本所 TEL055-949-3090 
FAX055-949-2740 

☐主  催 伊豆の国市商工会  

☐後  援 伊豆の国市 

入場無料 

（要予約） 

□■□■□■□開催日時 □■□■□■□■□■□■ 

経営計画作成セミナー 

  ※個別相談会のみの参加は出来ません 
  ※下記日程の内、いずれかの日程を選択 
 

 ◆日 時：令和２年２月４日（火）10：00～16：00 

                      ５日（水）10：00～16：00 
                   ６日（木）10：00～16：00  

       

    ※セミナーは2日間とも出席が必要です 
 

◆日 時：令和２年1月23日（木）19：00～21：15 

               28日（火）19：00～21：15 

   個別相談会   ※ 要予約 

 

 

 【対象】会社及び事業主であり、常時使用する従業員 

     の数が一定以下の商工業者 

 ※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 

   □講  師 ：玉置 久倫 氏（中小企業診断士） 

 □場  所 ：伊豆の国市商工会本所（伊豆の国市四日町290） 

 □申込期限 ：1月17日（金）定員30名（定員になり次第締切）【要予約】 

 □お申込方法：伊豆の国市商工会 本所・支所窓口に電話でお問合せ下さい。 

 □お問合せ先：伊豆の国市商工会 本所（Tel 055-949-3090） 

＊各事業所1時間 

伊豆の国市商工会 新春経済講演会  

      「地方のゆくえ 日本のゆくえ」 

参加無料です。（定員30名）  

「小規模事業者 

    持続化補助金」 

    申請対応セミナー  

1957年静岡県生まれ 

81年毎日新聞社入社。長く政

治取材に携わり、2014年から専

門編集委員。毎日新聞の社説

や夕刊コラム「熱血!与良政談」

などを担当。 

・早稲田大学大学院客員教授 

・文部科学省熟議懇談会委員 

・21世紀臨調運営委員 

ＴＢＳテレビ「Ｎスタ」「ひるおび」

などで活躍のコメンテーター 

プロフィール 

新年、明けましておめでとうございます。 

皆様におかれましては、お健やかに令和２年の新

春を迎えられたことと、心からお慶び申し上げま

す。 

さて、昨年10月12日に台風19号が襲来しました。

あまりの暴風、豪雨に昭和33年の狩野川台風の恐怖

を思い出された方も多かったのではないでしょう

か。伊豆の国市では、広い範囲に大きな被害がもた

らされ、国の激甚災害の指定がなされました。 

近年の異常な気象状況を見るたび、全国どこに

も、絶対に安全な場所はないと思わされます。ま

た、非常災害時では、自助、共助、公助が重要とさ

れており、互いに助け合うことの大切さを、再認識

させられました。今、なお生活再建のため、ご苦労

をされている皆様が一日も早く安心して暮らせる

日々に戻ることができますよう、市として支援、復

旧に努めてまいります。そして、この台風19号を教

訓に今後とも防災対策に取り組んでいく所存です。 

商工会におかれましては、「創業塾」を始め、た

くさんの事業を創り、商工のみならず、市、地域に

大きく貢献されておられますことに敬意を表し感謝

申し上げます。また、女性部の県内外市町との交流

事業に私も毎回お招きいただき、きめ細やかな実に

行き届いた「おもてなし」にいつも心が和み勇気づ

けられております。 

今年は、東京オリンピック・パラリンピックが開

催されます。伊豆の国市では、韮山反射炉で聖火リ

レーがおこなわれます。また、伊豆地域で自転車競

技が行なわれるため、国内外からたくさんのお客さ

まをお迎えすることになります。これを伊豆の国市

をアピールする絶好のチャンスと捉え、市民の皆様

と「おもてなし」に取り組んでまいりたいと考えて

おります。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、豊富な知識と経験をお示しい

ただき、お力添えをお願いいたします。 

結びに、伊豆の国市商工会のますますのご発展

と、会員ご一同様のご健勝を祈念申し上げ、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 

 

 

 
 

令和元年台風19号により被害を受けた県内の中小企業者等

の事業の再建を支援するため、静岡県より施設等の復旧に要

する経費の一部を助成する支援制度を創設します。 
 

 ≪(案)地域企業再建支援事業費補助金 

                     (自治体連携型補助金)≫ 
 ○対象経費：施設の修繕、機械設備の修理・購入費等 
           ※被災した日から令和2年2月28日（金）までに 

             支払いを完了した経費 

           ※保険金などによる補償を受けた額は控除とする 
 ○補助率等：対象経費の4分の3 最大7, 500万円補助 
                   ※経費の総額が150万円を超える場合のみ対象 

 ○書類受付：令和2年2月上旬～2月28日（金） 
 

※本情報は12月中旬時点、県議会による議決前時点のものとなり 

  ます。内容は変更する場合がありますのでご了承下さい。 

補助金にかかる要綱・要領等詳細・最新情報は下記お問合せ先まで 

令和元年台風19号の被害を受けた 

中小企業者等への県の支援制度創設について 

お問合せ先 

静岡県経済産業部商工業局商工振興課 TEL：054-221-3648 

静岡県HP（http://www.pref.shizuoka.jp/index.html） 

 

 
 

台風19号よる激甚災害の被災区域において、被害を受けた小規

模事業者の事業再建を支援するため、事業再建に向けた経営計

画の取組に要する経費の一部を補助する国の補助金です。 

※本公募は、台風19号による被害を受けた、かつ令和2年2月中 

  に事業が完了する取組を対象としたものです 
 

 ≪被災小規模事業者再建事業費補助金≫  
 (持続化補助金台風19号型) 

 ○対象事業者：台風19号により被害を受けた小規模事業者     

           ※被害の証明は、罹災証明書等の添付が必要 

 ○補助率等  ：対象経費の3分の2 最大100万円補助 

 ○公募期間  ：令和元年12月17日(火)～1月17日(金) 
 

「説明会（経営計画作成セミナー）」 
 開催日時 ：令和 2年 1月  7日（火） 14:00～15:00 

 場      所 ：伊豆の国市商工会本所（伊豆の国市四日町290） 

 参加申込 ：令和 2年 １月  7日（火） 当日まで（※要予約） 

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

～「被災小規模事業者再建事業費補助金」～ 

公募・説明会開催のお知らせ 



   

 

   

 

 
 
 

 
令和２年１月１８日(土)、１９日(日) 

 時間 １０：００～１４：３０ 

★第14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〉 

・大仁中学校吹奏楽部演奏会 

・巨大パンオブジェ展示 

・パン食いゲーム  ・パン当てゲーム 

・パン生地のばしコンテスト 

  〈映像ホールイベント〉 

・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 

令和2年1月11日(土) 

 時間 9：30～13：30 
〈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 

12：00 いちご販売 

12：30 いちごチャリティー 

13：00 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♪♪ 

【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 

✔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 

 
◎日時 1月10日（金） 

      18：00～20：30 

◎場所 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。 

     ❀おもてなし交流事業報告･予定❀         
令和元年11月6日（水）長野県辰野町商工会女性部員さんをおも

てなし。一日、伊豆の国市の各所を堪能していただきました。   

１月22日には栃木県壬生町商工会女性部を受入れ予定です。 

蔵屋鳴沢にてお茶摘み体験 

伊豆の国市歴史 

ボランティアガイド

さんより江川邸の 

案内を受けました 

  

４部会(商業・工業・建設・観光サービス)  

合同視察研修のご案内 

日   時： 令和2年2月23日(日) 

視 察 地： 羽田クロノゲート・迎賓館赤坂離宮 

       昼食は「すしざんまい奥ノ院」 

参 加 費： ￥7,000/お一人様(入場料、昼食代、バス代込) 〈迎賓館赤坂離宮〉 

募 集 定 員： 先着40名 

参加対象者： 商工会員及び会員家族、従業員及び従業員家族 

申 込 締 切： 1月17日(金)（定員になり次第締め切ります） 

【問い合せ・申込】伊豆の国市商工会 

 本     所  055-949-3090 

 伊豆長岡支所 055-948-5333 

 大 仁 支所 0558-76-3060 

  
 メニューにないことでもご相談 

下さい。 

 生活支援サービスの代金は、見積 

り（無料）後、お客様がご了解 

の上、実施となります。 

 まずはご相談下さい。 

連携センター（商工会事務所内） 

  電話055-948-9830 

     ☆「伊豆は一つ」事業報告☆ 
令和元年12月8日（日）休暇村南伊豆にて伊豆半島の8地区商工会青年部員62名が集まり 

「伊豆は一つ」事業が行われました。内容は基調講演「伊豆半島地域の創生に向けて」の講演、班に

分かれてのゲーム形式（地域の観光資源を使用した経済活性化プラン作成や投資）のグループディス

カッションが行われ、青年部員同士の懇親の場となりました。 

他地区の部員と 

グループディスカッション 

●羽田クロノゲートとは？ 
 

2013年にオープンしたヤマトグループが運営する 

日本最大級の物流施設です。国内外のあらゆる物流を 

取り扱っており、24時間365日稼働のセンター内は 

ほぼ無人･自動化され、無数に張り巡らされたコンベアや 

ロボットアーム等の機械が毎時4万個もの荷物を仕分けています。  

             

                

 

 

 

 

 

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。 

   

伊豆長岡地区商工会役員が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 

令和2年1月20日(月) 

 毘沙門天大祭だるま市 

令和2年1月3日(金) 

※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） 

令和2年2月16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：7：30～ 

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30分～)に開催さ

れ、だるまが販売されます。 

  鵺ばらい祭 

令和2年1月26日(日) 

 

 

    

 

 

 

 

     

  

要予約 

 伊豆の国市商工会の顧問税理士による個別税務相談会を開

催致します。決算申告にあたり、不明な点や気になる事があ

りましたら是非ご相談ください。消費税･贈与･土地の譲渡に

関することや、その他些細な事でも結構です。      

            
         

   
●日 程    毎月第1水曜日【要予約】 

         

●相談時間 

 
 

●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 
 

●主 催    静岡県事業引継支援センター 
 

●問合せ･  伊豆の国市商工会 本所 

  申込み先  TEL 055-949-3090 
【申込先】■本      所 TEL 055-949-3090 

   ■伊豆長岡支所 TEL 055-949-5333 

   ■大 仁 支所 TEL 0558-76-3060             
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