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 伊豆の国市商工会 

会長 大沢 秀光 

 ●●● 年頭のご挨拶 ●●● 

 令和3年の年頭にあたり、謹んで新年のごあいさつを申

し上げます。 

 会員事業所の皆様をはじめ関係各位におかれまして

は、平素より本会の運営ならびに活動につきまして、格

別のご理解とご支援を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、新年を迎え昨年を振り返りますと、新型コロナ

ウイルス一色だったように感じます。そんなコロナ禍の

下、地元で活躍されている事業者の皆様、従業員の皆様

にご協力を頂き深く感謝しています。 

 また昨年は、商工会法施行60周年という節目の年であ

りました。人口減少や少子高齢化はもとより、新型コロ

ナの流行など、事業者にとっても激動の1年でありまし

た。商工会は経営改善普及事業を通じて小規模事業者に

寄り添った支援を行い、その発展を支えるとともに地域

の発展にも寄与しています。また小規模企業振興基本法

の制定により、小規模事業者に光が当たり個人・家族経

営の事業者に対し、これまで以上の支援ができるように

なりました。 

 目先の問題としては、デフレからの脱却に見通しがつ

かないことや、人口減少など多岐に亘りますが、商工会

として特に注視していることとして、「事業承継」が挙

げられます。後継者不足から、自主的に事業をやめる廃

業の動きが広がっております。ここにも、コロナ禍の影

響が出ているのでしょうか。元来、小規模企業では、廃

業の件数が増加傾向でしたが、コロナ感染の収束が長引

いた場合、廃業をする事業所の増加が懸念されます。経

営者の高齢化や後継者がいない、自分の代での廃業を考

えている人がいます。何年も続いている事業所は、地域

から必要とされている事業所です。地域経済への打撃も

小さくないでしょう。黒字なのに廃業なんて、もったい

ないというか惜しいです。そこで、当商工会でも、事業

承継セミナーや相談窓口を設けています。長く続けてき

た事業にはその理由があり、地元の人々が認めた価値が

あります。 

商工会は、地域資源の発掘や特産品開発など、役割を

果たしてまいります。厳しい経済環境は続くと思います

が、事業者の経営力強化・地域経済の持続的発展を実現

し、地域経済を支える経済団体として取り組んでまいり

ます。 

 この1年が、皆様方にとり、これまでにも増して良い年

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）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

□■□■□■□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3年2月2日（火）10：00～16：00 

                     3日（水）10：00～16：00 
                  4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3年1月21日（木）19：00～21：00 

               26日（火）19：00～21：00 

   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15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 

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  

 

商工会法施行60周年記念標語 
  

 

  「地域と共に60年！  

   未来を築く商工会」 

新年、明けましておめでとうございます。謹んで、

年頭のご挨拶を申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の拡大は世界中を震撼さ

せ、未だ終息の目途がたたず予断を許さない状況であ

ります。 

そして、社会経済の低迷は、商工会員の皆様にも大

打撃を与えました。そのような中で、4月に発令され

た緊急事態宣言の折には、営業自粛や休業にご協力い

ただき、不要不急の外出を控えた市民とともに、爆発

的な感染拡大を防いだことに、感謝申し上げます。 

依然として終息の目途はたちませんが、それぞれに

「ウィズ コロナ」時代の新しい事業形式に取り組ん

でいただいていることと思います。 

昨年、商工会主催イベントが数々中止となったこと

は残念なことではありましたが、青年部による中学生

対象の「おらが街の職を知ろう！職業フェア」の開

催、女性部による「伊豆の国ブランドギフトセット」

の販売は、コロナ禍の中、実施方法を模索し、新たな

方法を見出し、取り組んでいただいたことは大変意義

のあることでした。 

しかし、自粛や制約が昂じて経済の打撃、心身の健

康、社会生活など、様々な分野での悪影響が心配され

ます。市といたしましても、感染防止のみならず、経

済支援、心身のケアも強化し取り組んでまいりますの

で、心を一つにして、この難局を乗り越えて参りま

しょう。 

2022年放送のＮＨＫ大河ドラマが伊豆の国市で生ま

れ育ち、鎌倉幕府の第2代執権にまで登り詰めた、北

条義時公を主人公とした「鎌倉殿の13人」に決定しま

した。 

放送開始まで、あと1年。この機会を千載一遇の

チャンスと捉え、伊豆の国市のみならず、県東部・伊

豆地域の官民が一体となり、コロナ禍で落ち込んだ観

光や経済の活性化のために歴史・文化の魅力を全国発

信していきますので、商工会の皆様を始めとする多く

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、新しい年が皆

様にとりまして素晴らしい年となりますようご祈念申

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 

事業収入減少割合 軽減率

50％以上減少 全額

30％以上50％未満減少 ２分の1

新型コロナウイルスの影響に伴う 令和3年度固定資産税の軽減について         

 

 

 

 

■対象となる方 

・常時使用する従業員が1,000人以下の個人 

・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 

・資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の 

 法人（大企業の子会社は除く） 

■対象となる資産 

 ・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税 

■特例措置の要件及び特例率 

 ・令和2年2月～10月までの間における連続する3か月の期間の 

  事業収入の合計額と、１年前の同時期の3か月を比較し、下表に 

  当てはまる割合により軽減率を決定します。 

■申請手続き 

【必要書類】①事業収入が減少していることを証明する資料  

      ②特例家屋の居住用・事業用割合を確認する資料 

       
 認定経営革新等支援機関等で申請書/確認書を発行してもらう 
 

（認定経営革新等支援機関等に該当する機関とは…税理士、公認会計士、 

 中小企業診断士、金融機関<銀行・信用金庫等>、中央会、商工会議所、 

 商工会、監査法人、青色申告会など） 
  
           

        伊豆の国市税務課に提出 
 

(又は事業用家屋及び設備等の償却資産がある自治体の税務取り扱い部署) 
 

【お問合せ先】伊豆の国市商工会 （TEL/055-949-3090） 

       伊豆の国市税務課 （TEL/055-948-2907）  

申告期間：令和3年1月以降～2月1日 

※※詳細は伊豆の国市HPをご覧ください。 

 

■開催日時：令和3年2月3日（水） 18:40～20:00（受付18:20～） 

■開催場所：大仁くぬぎ会館（伊豆の国市大仁334） 

■参加条件：どなたでも参加可能です。 

■定  員：50名 

■内  容： 
 人との信頼関係を深めるためにとても重要な「コミュニケーショ  

 ンスキル」。コミュニケーションがうまくとれず、「どう声をか 

 けていいのか悩んでいる」、「もっと職場環境を円滑にしていき 

 たい」「わかりやすく伝えたい」という方は是非セミナーへご参 

 加ください。相手の心を一瞬で掴む具体的な方法を実際に会話し 

 て体感していただきながら、楽しくわかりやすく学べます。 

■講  師：㈱Unleash 代表取締役 長浜 勝志 氏 

■プロフィール： 
 人間関係における離職者ゼロの職場実現を目     

 的に掲げ、選択理論心理学や交流分析などの心 

 理学の要素を活用し、マネージャー育成、 

 コニュニケーションの研修・企業営業コンサル等の関わる人の人  

 生の質の向上に貢献している。 

■問合せ・申込先：伊豆の国市商工会 伊豆長岡支所 

         TEL：055-948-5333・FAX：055-948-2389        

青年部主催 コミュニケーションスキルアップセミナー（参加無料）  

商品券の利用が増える年始1月の換金日

を当初予定より1日追加し、下記の日程

になりました。※最終換金日に変更無し 

換金 換金受付締切日 振込日 

第4回 令和3年1月5日（火） 1月12日（火） 

第5回 
令和3年1月20日（水） 

追 加 換 金 受 付 日 
1月27日（水） 

第6回 令和3年2月5日（金） 2月10日（水） 

第7回 令和3年3月5日（金） 3月10日（水） 

最終回 令和3年4月12日（月） 4月19日（月） 

〈小規模事業者持続化補助金〉 

令和2年度第4次募集（※今年度最終） 

応募〆切日：令和3年2月5日（金） 
 

注意：通常申請書の作成には2～3週間を要

します。応募を希望される方はお早めに商

工会までご相談下さい。 



              

                

 

   

 

   

 

 
令和３年１月２３日(土) 

         ２４日(日) 
時間 １０：００～１４：００ 

会場 伊豆の国市韮山文化センター 

    韮山小学校 

★第15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 
 

※チラシにて販売店舗を確認できます 

 

〈イベント〉 

・静岡県警察音楽隊演奏会  （23日11時00分～） 

・韮山中学校吹奏楽部演奏会（24日11時30分～） 

・巨大パンオブジェ展示 
 

・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 

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♪♪ 

             

                

 

 

 

 

 

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3年1月14日(木) 
 毘沙門天大祭だるま市 

令和3年1月3日(日) 

※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3年2月14日(日) 

 おおひと梅まつり 

【問合せ】伊豆の国市観光協会         

        TEL 055-948-0304 ～鵺ばらい祭実行委員会主催～ 

今年はライブ配信のみ 
時間など詳細は追ってお知らせします 

 

時間：7：30～9：00 

場所：国清寺境内 
    （伊豆の国市奈古谷1240-1 ） 

毘沙門天は国清寺の鎮守で、七福神の

一人です。本年は１月３日朝(7：30～)に

国清寺境内にてだるまの販売を行いま

す。 

 鵺ばらい祭 

 令和3年3月28日(日)（予定） 

 

 

    

 

 

 

 

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･土地の譲渡などに関

する税務のご相談も承りますのでお役立てください。      

【申込先】 ■本      所 TEL 055-949-3090 

   ■伊豆長岡支所 TEL 055-948-5333 

   ■大 仁 支所 TEL 0558-76-3060  

□ 学科及び定員 

【静岡キャンパス】〒424-0881 静岡市清水区楠160 機械・制御技術科(30人)・電気技術科(20人)・建築設備科(20人) 

【沼津キャンパス】〒410-0022 沼津市大岡4044-24 機械・生産技術科(20人)・電子情報技術科(20人)・情報技術科(20人) 

□ 授業料等 

 

 

           ※別途、教科書・作業服・資格試験受験等の諸経費が必要です。 

□ 募集日程、試験科目 

 

 

 

 

 
 

□ 問合せ先 静岡県経済産業部職業能力開発課  TEL：054-221-2821  

Eﾒｰﾙ：syokunow@pref.shizuoka.lg.jp ホームページ：https://scot.shizuoka.jp 

区分 
一般入学試験 

第4次 

出願受付期間 令和3年1月19日(火)～2月3日(水) 

試験日 令和3年2月14日(日) 

試験科目 数学Ⅰ、面接 

試験会場 清水技術専門校（静岡市清水区楠160） 

入校料 授業料 入校検定料 

県内84,600円／県外219,900円 234,600円 18,000円 

 ◎当会報発行月の 

     第2金曜日  

 〈18：00～20：30〉 
 

◎場所 伊豆の国市商工会 

     〈伊豆長岡支所〉 

※要予約 
✔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 

新型コロナウイルス感染症

の影響により中止の可能性

があります。ご了承ください。 

【お問合せ】伊豆長岡支所 

 TEL 055-948-5333 

経営発達支援計画中間検証会報告 

 経済産業省に認定を受けた伊豆の国市商工会の経営

発達支援計画は、令和2年11月27日、伊豆の国市商工会

にて、中小企業診断士･北川裕章氏を招き、令和2年度

の経営発達支援計画の中間検証会を行いました。令和1

年の実施結果は本会HPをご覧下さい。次回検証会は3月

実施予定です。 

発達支援計画期間（平成30年4月～令和5年3月） 
 

本会HPにて実施結果を報告 
http://www.izunokuni.org/        

            

 

      
 

 

       

   

 

●日   程  毎月第1水曜日（原則）【要予約】 

          1月6日・2月3日・3月3日 
 

●相談時間   ①  9：30～10：30 ②11：00～12：00 

    
●場   所   伊豆の国市商工会 本所（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 菊間 範明 氏 

●問合せ・申込 伊豆の国市商工会  

           本所 TEL 055-949-3090 

            

 

      
 

 

       

   

 

●日   程  毎月第1水曜日（原則）【要予約】 

          1月20日・2月3日・3月3日 
        

●相談時間   ①  9：30～10：30 ②11：00～12：00 

   ③13：00～14：00 ④14：30～15：30   

●場   所   伊豆の国市商工会 本所（四日町290） 

●講   師   森山 直徳 氏 （専門家コーディネーター） 

●主   催   静岡県よろず支援拠点 

●問合せ・申込 伊豆の国市商工会  

           本所 TEL 055-949-3090 

会場 

顧問税理士名 
開催日 相談内容 

■本所（韮山） 

松井 元 氏 

2月24日（水） 

3月  1日（月） 

税務相談 

決算・確定申告書の作成、確認 

■伊豆長岡支所 

中谷 忍 氏 

2月18日（木） 

2月26日（金） 

3月  4日（木） 

税務相談 

決算・確定申告書の作成、確認 

■大仁支所 

中村 壽夫 氏 

2月15日（月） 

3月  5日（金） 

税務相談 

決算・確定申告書の作成、確認 

【開催時間】 全日程 午前9時～午後4時 

 
 

11月18日（水）女性部では2022年NHK大河ドラ

マの主役「北条義時」にスポットをあて、ゆかり

の地を巡りました。 

①成福寺→鎌倉古道→②守山八幡宮→③北条義時 

（江間小四郎）館跡→④豆塚神社→⑤北條寺 

各所でこの土地ならではのお話

をいただきました。これからの

おもてなし事業

に活かし、多く

の方々に伊豆の

国市を訪れていただきたいです。  

 
  

 11月21日南條本区子ども会の皆さん

と花の植替えを行いました。ソーシャ

ルディスタンスを保ち、冬に向けて

「花でエールを！！」と題した、温か

みのある色の花壇をお楽しみ下さい 

 

 

 
  

たくさんのご注文ありがとうご

ざいました。12月9日、各地に

発送しました。 

 伊豆の国市の良いものを知っ

ていただき、また来訪いただけ

る日をお待ちしています。 

企業の海外展開や科学技術の進展など、社会の変化に対応できる人材を育成するため、清水技術専門校及び沼

津技術専門校の教育内容を高度化し、静岡県立工科短期大学校を開校します。 

写生コンクール、野点、出店、 

写真コンテスト表彰式（予定）、 

演芸各種（雅楽と神楽、伊豆長岡芸妓の舞、 

子ども創作能、地元アーティストのライブなど）  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 ○使用期限以降はゆうゆうカードは 

 利用できません。ご注意下さい。 

【ご来場の皆様へ】 

・新型コロナウイルス感染症

対策のため、入場する際に氏

名や連絡先を確認します。パ

ン祖のパン祭チラシや広報い

ずのくにの入場券を記入しお

持ちしてください。 

・レジ袋の削減のためエコ

バックの持参をお願いしま

す。 

・厚生労働省の接触確認アプ

リ（COCOA）をご活用くだ

さい。 

※状況により内容変更または中止となる場合があります。 
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