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商工会令和3年度標語 
 

「地域に活力を！ 

 そこにはいつも商工会」  

 去る7月15日（木）第11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11事業所の18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。 

事業所名 富田養蜂園 
中国料理 

いーある 
松井酒店 

㈲土屋製畳 

土屋銘茶 

㈲土屋製畳 

土屋銘茶 
㈱いづみ荘 青木木工 

㈲土屋製畳 

土屋銘茶 
青木木工 

商品名 桜のはちみつ しゃぎょらー 
義時飴 

（酒粕飴） 

抹茶入り 

玄米茶 

抹茶入り

ティーバッグ

（水出し茶） 

抹茶入り玄米 

ティーバッグ 

いづみ荘名

物ビーフシ

チュー 

天然木 

キーホルダー 

鎌倉殿の13人 

天然木 

キーホルダー 

韮山反射炉 

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 

事業所名 
㈲仲原商事 

いちごプラザ 

大福や 
㈱LAPIS-LAZULI 

ふかせ 

菓子店 
一句石 一句石 一句石 

㈱エムアイ

ファクトリー 
カフェメグ 

商品名 
いちごの 

チーズプリン 

伊豆の国ﾌﾙｰ

ﾂｽｲｶとｲﾁｺﾞ

のﾐｯｸｽｼﾞｬﾑ 

伊豆の国ﾌﾙｰﾂ

さつまいもとｲﾁ

ｺﾞのﾐｯｸｽｼﾞｬﾑ 

韮山塾  

角打ちサブレ 

森のかき氷 

韮山いちご 

ミルク 

森のかき氷 

いわた抹茶

ミルク 

森のかき氷 

丹那ティラ

ミス 

義時ミネラル

ウォーター球体

ボトルセット 

いちご 

スムージー 

【商工会主催イベント開催中止について】  

 新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、「静岡県イベント開催における感染防止方針」に沿っ

た開催が困難であること、参加者及び関係者の健康・安全面を第一に考慮した結果、多数の参加者が集う下記

イベントの開催を中止することにいたしました。何卒ご理解を賜りたくお願い申し上げます。  

＜該当イベント＞  ・10月18日） 韮山商工祭【令和3年度中止】       

             ・10月25日） 伊豆の国市商工会産業振興祭【延期 ※時期未定】 

             ・11月15日） 伊豆長岡商工祭【令和3年度中止】 

 新型コロナ感染拡大防止のために延期されていた商工会法60

周年記念式典が7月10日に静岡市内にて開催されました。式典

では、下記の通り経営改善普及事業に関する功労者等の表彰が

執り行われました。 

 大沢会長が県知事表彰（産業振興功知事褒章）、青年部が中

小企業庁長官表彰の伝達、理事の土屋雄三氏、稲村浩宣氏、

杉山大一氏が全国商工会連合会長表彰の伝達を受けました。  

 

〈県知事表彰〉 

産業振興知事褒賞 
 

伊豆の国市商工会 

（会長） 大沢秀光 氏 

～～大切な商工会会員の皆様、だからこそ加入できる特別な制度～

～ 
貯蓄共済・福祉共済ご加入キャンペーン実施 

 経営者と家族のために商売の将来を考えるセミナー 
 

 事業承継には一般的に5～10年かかると言われています。第三者への承継はもちろん、親族への承継に対しても

準備する事、やらなければならないことがたくさんあります。そして中小・小規模企業では事業承継が自らの生活

に直結します。5年後10年後の事業と生活と家庭のプランを家族で考えましょう。 
 

●日 程  ＜全2回＞ 令和3年10月28日（木）・11月4日（木）  

      両日19：00～21：00 ＊上記2日間で完結するセミナーです。原則両日ご出席下さい。 

●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  現状把握、商売の未来図、残りの人生のライフプラン 

●受講料  無料（要予約） ●定 員 20名 

●講 師  専門家（中小企業診断士等） 

●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2022年1月より韮山時代劇場に設置される大河ドラマ館＜北条パーク（仮称）＞にて、物

産館を運営することとなりました。つきましては、過去に多くの大河ドラマ館で運営を行ってきた近畿日本ツー

リストさんと、上田市の大河ドラマ館で物販を行っていた真田雁丸屋の池田さんを講師に迎え、皆様の既存の商

品を大河ドラマを目的に来訪されたお客様に購入してもらう商品に変身させるノウハウをお話していただきま

す。当日は過去の大河ドラマ館でよく売れた商品の特徴や、価格、パッケージの作り方など、いずれも既存の商

品にひと手間加えた低コストな工夫で売れるようになった事例をお話いただきます。受講料は無料です。 

 出席される方の業種は問いません。貴社のお土産品、飲食店のメニュー、お菓子、飲料、雑貨などご持参の

上、ご出席ください。きっと売れる商品に変身するヒントが得られると思います。 
 

・日    時：令和3年10月13日（水） 14：00～15：30 予定 

・場    所：韮山時代劇場 映像ホール 

・問合せ、申込：伊豆の国市商工会 本所・各支所 

        本所（韮山）   住所：四日町290  TEL：055-949-3090 

        伊豆長岡支所   住所：古奈255   TEL：055-948-5333 

        大仁支所     住所：大仁454   TEL：0558-76-3060 

 

〈中小企業庁長官表彰の伝達〉 

 優良青年部 
 

 伊豆の国市商工会青年部 

 

「義時ゆかりの國伊豆の国」 
PRロゴマーク 

※注意※ 

ロゴマークの使用

には申請が必要 

・ 10年満期の積立保険 

・ 加入年齢による死亡保険 

・ 掛金は1口2,000円 

・ 5日以上の入院で見舞金 

・ 積立一部払出し制度 

・ 新規加入時健康診断助成金 

加入案内等職員が 

伺いますのでよろしく 

お願いいたします！！ 

・ 掛金は2,000円から                                

・ 職業による掛金の差はありません                     

・ 仕事中、日常生活でも保障                     

・ ご家族全員の賠償事故をカバー   

 〈全国商工会連合会長表彰の伝達〉 

 役員功労者 
   

  （理事）土屋雄三 氏 

  （理事）稲村浩宣 氏 

  （理事）杉山大一 氏 表彰を受ける 大沢会長 

青年部長 花村 嘉 氏 



   〈伊豆長岡支所〉 

◎日時  10月8日（金） 

      18：00～20：30 

◎場所 伊豆の国市商工会 

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 

 
 

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低

限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者

に支払わなければならないとする制度です。 

 原則として、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバ

イトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者

とその使用者に適用されます。 

令和3年10月4日から ９１３円 

 

            

 

      
 

 

       

   

 

●日   程  毎月第1水曜日（原則）【要予約】 

         10月6日・11月10日・12月1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   静岡県事業承継ネットワーク  

           中小企業診断士 藤巻 かな江 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4水曜日（原則）【要予約】 

      10月27日・11月24日・12月22日 
        

●相談時間   ①  9：30～10：30 ②11：00～12：00 

   ③13：00～14：00 ④14：30～15：30 

     ⑤16：00～17：00 

●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 

※要予約 
静岡県の最低賃金について 

  

 
静岡働き方改革推進支援センター 2021年度 静岡労働局委託事業 

〈お申し込み・お問い合わせ〉静岡働き方改革推進支援センター （受託・運営 静岡県中小企業団体中央会） 

       住所：静岡県葵区追手町44番地の1 静岡県産業経済会館5階 （フリーアクセス）  0800-2005451 

       詳しくは、ホームページをご覧ください。 http://work.siz-sba.or.jp  

◇働き方改革の実行に向け無料の窓口相談・ 

 専門家派遣をご活用ください。 

◎無料相談対応 
人材の育成・確保・定着を目的とした雇用管理改善など労務管理等のご相談に対応します。 

【受付時間】平日9：00～17：00 （フリーアクセス・メール・来所にて相談できます。） 

◎専門家派遣 労務管理等の専門家を無料で事業所に派遣し、ご相談に対応します。（※最大６回まで） 

◎セミナー講師派遣 
事業所団体（組合・商工会・業界団体等）、任意の企業グループ対象にセミナーを開催。 

※講師を無料にて派遣します。 

 

◎換金場所：伊豆の国市商工会 本所・各支所 

  本所（韮山）   住所：四日町290  TEL：055-949-3090 

  伊豆長岡支所   住所：古奈255   TEL：055-948-5333 

  大仁支所     住所：大仁454   TEL：0558-76-3060 

    営業時間：8:30～17:00（休館：土・日・祝日・12/29～1/3） 

◎換金締切日・振込日一覧 
 

 
1 回目 2 回目 

締切日 振込予定日 締切日 振込予定日 

9月 6日（月） 10日（金） 21日（火） 28日（火） 

10月 5日（火） 12日（火） 20日（水） 26日（火） 

11月 5日（金） 11日（木） 22日（月） 29日（月） 

12月 6日（月） 10日（金） 20日（月） 24日（金） 

令和4年1月 11日（火） 17日（月） ※ 1月11日（火）が最終換金日です 

商品券お取り扱い事業所で受け取った商品券

は下記締切日までに商工会へお持ち下さい。  

【市民の皆様へ】 
未だ猛威を振るうコロナウイルスの影響を受ける飲食店をテークアウトで盛り上げましょう。 

テークアウトが出来るお店の店頭には右図ののぼり旗が掲げられています。 
 

【テークアウトをされている飲食店の方へ】 
伊豆の国市商工会の会員でテークアウトを実施している店舗には右図ののぼり旗を無料配布し

ています。まだ受け取っていない方、以前受け取ったものが破れた、著しく汚れてしまったな

ど、交換をご希望の方は商工会本所、各支所まで受取りに 

お越しください。尚、非会員様にも配布が可能ですが、 

実費2,000円をいただきます。ご了承下さい。 

    

 

 

   

中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定する制度です。 

認定を受けた中小企業は、税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。  

   〈計画に記載する項目の事例は以下の通りです〉 

➡ハザードマップ等を活用した自然災害リスクの確認方法 

➡安否確認や避難の実施方法など、発災時の初動対応の手順 

➡人員確保、建物・設備の保護、資金繰り対策、情報保護に 

 向けた具体的な事前対策 

➡訓練の実施や計画の見直しなど、事業継続力強化の実行性を 

  確保するための取組  等 

  専門家による事業継続計画 

   （事業所ＢＣＰ）の個別相談会 

(注)裏面に取り扱い事業所名を記入 

   または押印の上、お持ち下さい。 

「事業継続力強化計画」の認定制度とは 

※要事前 

  予約 

日 時： 令和 ３年１１月１０日（水）１０時～１６時（各1時程度） 

場 所： 伊豆の国市商工会 本所（静岡組合事務所とリモート開催） 

主 催： 静岡県ＢＣＰコンサルティング協同組合 

協 力： 伊豆の国市商工会（TEL 055-949-3090） 

 〈大沢会長コラム〉大河ドラマ「鎌倉殿の13人」  

 いよいよ令和4年（2022年）、年明け早々の1月8日

より、鎌倉幕府の第2代執権・北条義時を主人公とし

た「鎌倉殿の13人」がNHKにて放送されます。 

 伊豆の国市を2年間観てきたNHKプロデューサー

が、伊豆の国市には歴史となる看板があると、語って

いました。北条義時を簡潔に紹介しますと、義時は、

平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武士であ

り、北条氏の一門・鎌倉幕府の第2代執権を務めまし

た。伊豆の国市江間で生を受け、父は北条時政、姉は

北条政子、義兄が源頼朝で、源氏の将軍が3代で途絶

えた後、鎌倉幕府の執権として政治を担い、承久の乱

を経て「武士の世」の礎を築いた人物であります。 

 放送決定を契機とし、主人公である義時の功績を学

び、郷土愛を醸成するとともに、その誕生の地である

伊豆の国市の魅力を広く全国に発信することで、交流

人口の拡大に結び付け、教育・文化活動の推進と観光

をはじめとした産業の振興に繋げていければと考えて

います。そして、市・県・関係団体等が連携し、地域

の活性化を様々な施策により実現するよう願います。

NHK大河ドラマは、歴史ドラマとして根強い人気を

誇っています。ご当地が最大の応援団で、舞台地はマ

スコミ等により短期的に大量の情報発信がされること

から、集客効果が大きいと言われており、事業を推進

するための組織体制を構築し、放送に合わせて様々な

観光施策を展開する必要があります。宿泊を伴う観光

客の増加や関連グッズ・土産物の売上の増加により、

経済効果は数億円規模に上るといわれています。 

 大河ドラマの放送を契機とした地域振興について

は、主人公である北条義時が創建した北条寺をはじ

め、父・北条時政の墓がある願成就院、義兄・源頼朝

が平治の乱に敗れた際の配流地である蛭ケ小島、姉・

北条政子が誕生の際に産湯をつかった井戸等、源氏・

北条一門にゆかりのある神社・史跡等が多く存在して

います。放送を契機に地域の魅力の再発見の機会とす

るとともに、「北条義時」を全国にPRしていき「韮山

反射炉」、伊豆長岡温泉等伊豆の国市の魅力を含め

た、市内の周遊観光につなげ、地元の偉人を知ること

で、郷土愛の醸成にも繋げるチャンスですので、市民

全体で源氏・北条一門のゆかりの地であることを発信

していきましょう。 

 北条義時以外にも、鎌倉殿を支えた家来が12人お

り、県東部の各市町にも北条氏や、その家来のゆかり

の地が存在することから、県東部の市町と連携を深

め、新型コロナウイルス感染症の影響により発生した

経済的な損失を取り戻す、千載一隅のチャンスであり

低迷する県東部地域を盛り上げていければと思いま

す。 

 脚本は、三谷幸喜氏。同氏が手掛ける大河ドラマは

2014年、2016年に続いて3作目です。ヒット作を数多く

手がけ、ファンも多いです。大河ドラマで、まちを変

え、放送が終了した後もこの地が発展していくように

創りたいと言っています。また、勝負の大河、NHKが

伊豆の国市をPRしてくれるのは最終回までです。 

 どうしたら、お客様が再び訪れてくれるのか、みん

なで考えましょう。 
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