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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」  

 

 我がまち魅力再発見！女性部オススメ伊豆の国ブランドギフトセット 

（今回のギフトはお歳暮用、12月初旬に発送です） 

女性部がおすすめする伊豆の国ブランド認定商品をギフトセットにしました！ 
 

〇「伊豆の国ほっこりギフト」  （常温）3,000円（税込・送料別）            

〇「伊豆の国プレミアムギフト」  （冷蔵）5,000円（税込・送料別） 
 

伊豆の国市商工会各支所・HPにて内容をご確認ください。 

 各セット上限50セットとなっておりますのでお早めにご注文ください。 

  
 

女性部が管理する花壇が、全国花の

まちづくりコンクールにおいて、個

人・団体1031件の応募の中から『花

のまちづくり奨励賞』を受賞いたし

ました。場所は反射路踏切交差点で

す。皆様ぜひご覧ください♪ 

【日時】 令和3年11月10日（水） 

      10：00～16：00 (要予約) 

【場所】 伊豆の国市商工会 本所 

     ご相談を希望される方は商工会まで 
 〈問合せ・お申込み先〉 
伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090 

～「コロナ特別相談会」とは～ 

✔日本政策金融公庫まで足を運ばなくても、 

       

✔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。 

✔事前に決算書等の資料をお預かりすることで、 

 より迅速に融資審査結果をご連絡できます。 

✔ご相談や融資制度のお問合せも可能です。 

≪日本政策金融公庫ご融資≫ 

伊豆の国物産館のコンセプトカラー・イメージキャラクター決定しました 

〇店舗名称 ・伊豆の国物産館 

〇営業期間 ・2022年1月15日（土）～2023年1月15日（日） 

 ・休業日：毎週水曜日（祝日の場合は開館、祝日直後の平日）※予定 

 ・大河ドラマ館：正式名称「鎌倉殿の13人 伊豆の国 大河ドラマ館」の開館日に準ずる 

〇営業時間 ・9：00～17：00 大河ドラマ館の営業時間に準ずる    

〇所在地 〒410-2123 静岡県伊豆の国市四日町772（韮山時代劇場内） 

  
 【仕様・予定】 

〇取扱商品  

 ・“義時ゆかりの國・伊豆の国”の魅力発信に寄与する商品 

 ・常温保存、冷蔵保存、他調整中 

〇納品業者の条件  

 ・“義時ゆかりの國・伊豆の国”の魅力発信に協力していただける事業所 

 ・物産館の規定にご賛同いただける方。規定は商工会HPをご参照下さい。 

〇仕入形態と売価決定 

 ・委託販売とする。 

 ・売価（税込）は納入企業が指定することとする。 

〇商品の納品、在庫確認 

 ・在庫をストックしておく場所がほとんど無い為、事業者様には定期的に 

   在庫の確認、補充をお願いします。 

〇商品の選定 

 ・お申込みいただきました商品の中から、商工会にて選定を行い、後日ご連絡をいたします。 

 ・出来る限り仕入を行いたいと考えておりますが、商品の販売スペースに限りが 

   ございますので、ご希望に添えない場合もございます。ご理解のほどお願いします。 

 ・仕入商品につきましては、3ヶ月ごとあるいは、季節ごとの見直しを行っていきます。 

 （見直し販売効果の上がらない商品については、ご辞退いただく場合もございます） 
 

●問合せ先：伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090  

●出品申込先：E-Mail bussankan@izunokuni.org ○注 申込書は原則メールで提出 

全国花のまちづくりコンクール『花のまちづくり奨励賞』受賞！ 

【伊豆の国物産館のコンセプトカラー】：えんじ色 

右図の幟旗に使用されている＜えんじ色＞を基調とした店づくりを行っていきます。幟旗の実物は街中

に掲げられているものをご覧ください。えんじ色は、店先ののれん、プライスカード、等をえんじ色に

統一していきます。商品パッケージを刷新する際に、えんじ色の使用をご検討いただけると統一感が出

ると思います。 

【イメージキャラクター】：鎌倉市観光協会が作成したキャラクター（右図参照） 

右図の北条義時を含め、登場人物合計13名のキャラクターが使用可能です（無料） 

ただし、鎌倉市観光協会への使用承諾が必要ですので、使用の際は鎌倉市観光協会HPを 

ご参照ください。 

 ◎日時  11月12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。 

✔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 

【お問合せ】 

 伊豆の国市商工会 伊豆長岡支所  

 TEL 055-948-5333 

※要予約 

商工会では高齢者の「安心みまもりネットワーク」づくりへ協力しています！ 
 

 地域の方々と日常的につながりのある伊豆の国市商工会では、市内地域包括支援センターへの協力

のもと、高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して自分らしく生活ができるよう、「安心みまもり

ネットワーク」づくりへ協力しています！ 

 店舗先や事業所、それぞれの業務をしている間や、普段の関係性の中で、高齢者の異変に早く気付

くことで「高齢者の安全な暮らしづくり」を提供し、地域のネットワーク構築を図っています。 

 協力店舗や事業所には、市内3地区それぞれに、下記のポスターやステッカーが貼用されています。 

 地域の皆様も是非、このマークを探してみてくださいね！ 

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  

10月・11月 

加入者対象 

【連絡先】本  所 055-949-3090 

               長岡支所 055-948-5333 

               大仁支所 0558-76-3060 

満期更新は新規扱いとなりますが、ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中に解約しての新規加入は無効といたします 

                 ＊抽選、お引替えは令和3年12月を予定しています＊ 

（写真はイメージです） 

貯蓄共済、福祉共済１件加入で 

素敵なプレゼントが抽選で当たる 

抽選券を一社につき１枚お渡し!! 

商工会員特製の‘おせち料理‘や家電製品のプレゼント！ 空気清浄機・セラミックファンヒータ－・アラジントースター  

 伊豆の国市商工会では、来年1月より韮山時代劇場にて開館するドラマ館（正式名称「鎌倉殿の13人  

伊豆の国 大河ドラマ館」）に訪れる方々へ、伊豆地域の特産品等を販売、市内を回遊してもらう事を目的

とした物産館【伊豆の国物産館】を運営することになりました。 

 只今、下記の販売条件にご了承いただける事業所からの出品を募集しております。詳細は11月中旬を 

目途に商工会HPへ仕入条件項目を記載しますので、ご覧いただきメールにてお申し込みをお願いします。 

〈物産館設置予定場所〉 

〈10月13日開催のセミナー・説明会〉 



 

 

            

 

      
 

 

       

   

 

●日   程  毎月第1水曜日（原則）【要予約】 

  11月10日・12月1日・令和4年1月5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 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】 

  11月24日・12月22日・令和4年1月26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 

 

    

 

 

   

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 

「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時間程度） 

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「伊豆の国物産館」 

 

・各施策により対象業種や申  

 請書類などが異なります。 

 

・詳しくは各施策の問い合わ 

 せ先へお問合せ下さい。 

 

・左図の施策の申請用紙は 

 商工会の本所、各支所の  

 窓口に用意してあります。 

 HPからの取得が難しい方  

 は、御来所下さい。 

施策名 申請〆切 給付額（上限） 問合せ先 

月次支援金 
11月30日 

＜9月分＞ 

中小法人等：20万円 

個人事業：10万円 

TEL 0120-211-240 

8:30～19:00 土日祝含む 

 静岡県 

中小企業等応援金 
12月28日 

中小法人等：10万円 

個人事業：5万円 

TEL 0120-880-380 

9:00～17:00 土日祝含む 

 静岡県 

中小企業等応援金 
12月28日 

中小法人等：60万円 

個人事業：30万円 

TEL 0120-880-380 

9:00～17:00 土日祝含む 

ふじのくに安全・ 

安心認証補助制度 

令和4年 

1月21日(金) 
10～30万円 
対象施設の面積等による 

TEL 0570-020-112 

8:30～17:15 平日のみ 

伊豆の国市小規模 

事業者等月次応援金 

令和4年 

1月31日(月) 

中小法人・個人事業 

10万円／月 

TEL 0558-76-8003 

9:00～17:00 平日のみ 

コロナ関連助成金・応援金等のご案内  ～申請お忘れないですか？～ 

補助金名 申請〆切 補助額（上限） 補助率 問合せ先 

小規模事業者 

持続化補助金＜一般型＞ 
6次:令和4年2月4日 50万円 2/3 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 
小規模事業者 

持続化補助金＜低感染リスク型＞ 

4次:令和3年11月10日 

5次:令和4年 1月12日 

6次:令和4年 3月 9日 

100万円 3/4 

販路拡大に取り組みたい事業者さんにお勧めの補助金 

〈青年部〉 

＜ぬり絵を飾る青年部員＞ 

みんな 

ありがと～ 

in アピタ大仁店 

 

 

    

 

 

 

 

無料   【日時】令和3年12月15日（水） 

      9：00～16：00(要予約) 

 【場所】伊豆の国市商工会 本所 

 【顧問税理士】 松井 元 氏 

●創業間もない方、初めての確定申告に向けて心配ごとはござい 

 ませんか？●消費税、贈与や土地の譲渡等、税務に関すること  

 ならどんなことでも結構です。この機会にぜひご相談下さい。 

 〈問合せ・申込〉伊豆の国市商工会 本所 055-949-3090 

 

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式（インボイス制

度）」が導入されます。適格請求書発行事業者（登録事業者）の

みが適格請求書（インボイス）を交付できます。 

インボイス制度は消費税課税事業者も免税事業者も関係のあ

る制度です。制度を十分に理解し早めに準備していきましょう。 

 
 消費税の 

インボイス登録制度 

         ※三島税務署にて制度説明会が開催されます※ 

 ▶11月26日（金）・12月9日（木）（各日10時～11時、14時～15時） 

         【会場】三島税務署別館会議室 

         【申込】電話にて予約 055-987-6942 

従来の「ぬえ左衛門」の色にとらわれず、 

ピンクや虹色のぬえ左衛門のような個性が

ある作品や余白スペースに花火やスイカ、

韮山反射炉などを描いた自由な作品も魅力

的でした。コンテストの結果、50名が入賞

となり、その中で優秀者に選ばれたのは、

和田莉歩さん（古奈）でした。 

第2弾のぬり絵コンテストを冬に開催を予定

しております。 

３４０点を超える、ぬり絵のご応募いただきありがとうございました！ 

青年部では、コロナ禍でイベントが中止となる現状でも3密を回避してできる 

企画を検討し、地域を盛り上げたいという思いから、ぬえ左衛門のぬり絵の 

コンテストを行いました。応募された作品は、アピタ大仁店様にご協力いただき 

9月19日（日）～26日（日）の8日間、作品展示を行いました。 

 去る令和2年7月、市内の観光、商工、教育文化など

36団体による、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」伊豆の国

市推進協議会が設立されました。発足と同時に協議会

正副会長が県知事を訪ね、新型コロナウイルスの打撃

を受けている観光産業にとって大河ドラマの放映は、

千載一隅の好機となるもので、この好機は伊豆の国市

だけでなく、東部地域や伊豆半島で連携することによ

り、多くの地域に潤いをもたらすことになり、観光交

流人口を拡大させ伊豆の観光地が一緒に元気になるこ

となど「大河」を機に協力要請をいたしました。川勝

知事は「観光を推進し、経済を回していきたい」と後

押しを約束してくれました。 

 また、伊豆の国市経済3団体は市に対して、大河ド

ラマを契機に多くの観光客に当地を訪問していただ

き、伊豆の国市を盛り上げる取り組みを図っていきた

い考えを伝え、新たな地域振興を図るために旗印とな

る「大河ドラマ館」の設置要望をいたしました。推進

協議会では、「麒麟がくる」の岐阜県ぎふ可児大河ド

ラマ館及び、岐阜大河ドラマ館の現地視察を実施しま

した。商工会としては、11月の総務委員会で大河ドラ

マ関係は商工会として委員会等の設置が望ましいので

はないかと委員に諮ったところ、どの部会で進めてい

くのか、推進協議会でも部会を創ることや、市役所に

は新しい課ができたことなど、商工会の観光サービス

部会や商業部会が主導となって伊豆の国ブランド認定

事業所との連携を行い、委員会を立ち上げる意見があ

り承認されました。 

 これを受け、大河ドラマをきっかけに、地域経済を

活性化させ、将来のまちづくりに繋げていくこととし

て、大河ドラマのタイトル「鎌倉殿の13人」にちな

み、委員を13人で構成し、県商工会連合会アンテナ

ショップ店長をアドバイザーに迎え、プロジェクト

チーム委員会を立ち上げました。 

 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に併設する「伊豆の国物

産館」を運営し、プロジェクト委員会が中心となって

進めていくことになりました。そこで先日、大河ドラ

マを契機に販路の拡大や売れる商品に変身させる方法

等について、近畿日本ツーリストさんや上田市の大河

ドラマで物販を行っていた方々を講師に迎え、セミ

ナー兼出店者説明会を実施しました。よく売れた商品

の特徴や、価格、誘客や特別メニューの作り方など、

ひと手間の工夫で売れるようになった事例の話を聞き

ました。 

 物産館では「伊豆の国ブランド」を中心とした市内

事業者・近隣市町の商品などを販売し、市内の周遊に

も繋げるべく、現在急ピッチで準備を進めておりま

す。店舗のスペースに限りがあるため、全ての出店者

様の希望に沿えない部分もあるかと思いますが、ご理

解、ご協力をよろしくお願いします。 

 ご当地が最大の応援団です。市民が大河ドラマに関

心を持っていただくことが大事です。訪れる方々に 

「おもてなし」の心で接してほしいものです。 

一般枠 

酒類事業者枠 
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