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◆ 会長挨拶 

会長 大沢 秀光 

重点事業 

 山々の緑が色濃くなり、さわやかな初夏の陽気となり

ました。皆様方には、日頃より、商工会の活動に対し格

別のご支援ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。 

さて、中小・小規模企業を取り巻く環境は、長引く新

型コロナウイルス感染症の猛威やロシアのウクライナ侵

攻の影響を受けた原油や原材料価格の高騰などにより、

厳しい状況が続いています。 

商工会員の皆様におかれましては、事業承継や働き方

改革及びデジタル化への対応による生産性の向上などの

構造的な課題を抱える中で、このような環境変化に対応

し、事業継続に向けて日々ご苦労されていることと思い

ます。 

商工会では、会員事業所の皆さんが抱える経営相談に

的確に対応するため、窓口相談の体制を強化しており、

新型コロナウイルス特別相談窓口で、相談に対応してお

ります。 

令和４年度は、デジタル化及びインボイス制度の円滑

な導入支援を行うための窓口を新たに開設し、専門家等

を活用して窓口支援体制のさらなる強化を図ってまいり

ます。 

 このように中小・小規模企業の経営環境が目まぐるし

く変化する中、会員事業所への伴走型支援をより強化す

るため、静岡県商工会連合会が策定した商工会アクショ

～新年度を迎えて～ 

～～令和４年度 伊豆の国市商工会通常総会開催～～ 

  

   

     

 □お問合せ先□ 

❖ 伊豆の国市商工課 /大沼・小池・渡邊055-948-1415（平日8：30～17：15） 

❖ 伊豆の国市商工会 /山本・鶴見        055-948-5333（平日8：30～17：15） 

  令和４年８月２０日（土）１３時００分～１５時３０分/あやめ会館３Ｆ多目的ホール（伊豆の国市長岡346-1） 

☐講 師 小和田 哲男 氏 

    静岡大学名誉教授、文学博士  

☐日時 令和 4 年 6月16 日(木) 

      19時00分～20時30分  

        （開場：18時00分） 

☐会 場      韮山時代劇場(大ホール) 

               1944年静岡県生まれ。 

専門は日本中世史、特に戦国時代史

で、主著『後北条氏研究』『近江浅井氏

の研究』のほか、『小和田哲男著作集』

などの研究書の刊行で、戦国時代史研

究の第一人者として知られている。 「お

んな城主 直虎」や「歴史秘話ヒストリア」

「知恵泉」をはじめ、数多くの時代考証や

歴史番組での解説を担当 。戦国武将

などの史実に照らし合わせ、現代の世を

生き抜くヒントを分かりやすい言葉でお伝え

する。静岡大学名誉教授。 

小和田 哲男 氏 

【ご協力のお願い】＊マスク着用 ＊手指の消毒 ＊発熱されている方はご遠慮ください。 

 参加企業 募集中! 

☐定  員 200名（先着順） 

☐申  込 伊豆の国市商工会 

       本所へ電話・FAXにてお申込下さい。 

□申込締切 令和4年6月8日（水） 

□お問合せ 伊豆の国市商工会 本所  

  TEL/055(949)3090・FAX/055(949)2740 

☐主   催 伊豆の国市商工会  

☐後   援 伊豆の国市 

入場無料 

２０２２ 

◆出展要項（抜粋）◆ 

１、出展・掲示料  無料 

２、伊豆の国市または伊豆市内で事業を行っている企業 

 (法人、個人事業主)で、正社員・パート・アルバイトの採用 

  計画があること  

３、ブース数  両市合わせて先着20ブース  

・当日ブースに担当者が常駐して事業の説明ができること 

・当日ブースへの常駐ができない場合は採用情報の掲示のみも可能 

４、申込先等 出展申込書を伊豆の国市HPからダウンロードして 
      〔ホーム > くらし > 伊豆おシゴトさがしフェア2022出展企業募集のご案内 〕 

        → 伊豆の国市商工課にFAX(055-948-2926)又は郵送 

５、申込期日 令和４年６月１０日（金）必着 

プロフィール 要予約 

プログラムに基づき、全職員による 

組織的な支援を目指し経営支援員を 

設置しています。 

 今後は、経営指導員と経営支援員が 

連携し、より効果的な支援を行える 

よう商工会職員のOBを活用したOJTや 

デジタル化支援のスペシャリストを育成する研修の実

施により支援ノウハウの向上を図ってまいります。 

 商工会は、コロナ禍での中小・小規模企業への伴走

型支援を通じ、これまで商工会を利用していなかった

事業所からの期待値が高まっており、商工会の役割は

益々重要になっており会員が増加しつつあります。 

 ワクチン接種が進み観光地への人出は徐々に戻りつ

つあるなど、個人消費の回復といった明るい兆候も出

てきております。こうした機運を失速させないために

も、引き続き感染防止等の危機管理に万全を期すこと

が求められています。その反面、世界経済の不安定

化、急激な経済正常化に伴う人手不足の深刻化など不

透明な要素を多く抱えています。 

 本年度も、中小・小規模企業の経営の拠り所とし

て、会員の皆様をはじめ地域の企業経営の安定、そし

て、地域経済の活性化に向けて精一杯取り組んでいく

所存でございますので、引き続きご協力をお願いいた

します。 

  

商工会県下統一標語 

 

「地域に活力を！ 

 そこにはいつも商工会 」  

Ⅰ 中小・小規模企業の経営力強化への支援 
「地域内事業所の振興により地域を活性化させるための取り組み」 

１．第2期経営発達支援計画による小規模企業の持続的発展  
    と地域経済の活性化の推進 
・経営計画作成支援とフォローアップの伴走支援 
・伊豆の国ブランド、伊豆の国物産館等の推進 
・店舗紹介事業の推進、地域企業のアピール事業の推進 
・小規模企業のＤＸ推進と支援（IT化、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 化） 
２．国、県、市の施策と連携した経営支援 
・専門家派遣等経営力向上、経営安定化への支援 
・各種補助金等、経営計画策定等の伴走型支援 
３．創業・事業承継・事業継続の支援 
・創業、経営革新指導体制の拡充 
・事業承継の啓発と個社支援、市と連携した支援体制の構築 
・ＢＣＰ「事業継続計画」策定支援、第1期事業継続力強化 
  支援計画の推進 
・各部会と連携した（仮称）伊豆の国市商工会防災協力会へ 
  の取り組み 
４.新型コロナウイルス感染症対策の支援事業の推進 
・行政と連携した支援と体制の構築 
・国、県、市の施策の推進 

Ⅱ 地域活性化事業の推進 
  「地域経済社会の維持に貢献する取り組み」 
・地域資源を活用した地域経済活性化の推進 
・2022年放映ＮＨＫ大河ドラマ『鎌倉殿の13人』に連動し 
 地域振興の取組み 
・行政、地域関係団体との連携強化  
 

Ⅲ 商工会組織・財政基盤の強化 
  「組織の活性化、自主財源を確保するための取り組み」 
 ・「企業訪問隊」による巡回訪問の実施 
 ・各部会活動の拡充、強化の推進 

・会員増強運動の推進 
 ・商工貯蓄共済及び全国商工会会員福祉共済の加入促進 

・新たな収益事業の研究 
・商工会館の耐震 
 

Ⅳ 職員の意識改革と資質向上の推進 
「地区内事業者からの専門化・高度化する相談に対応するた  
 めの取り組み」 
 ・専門的資格取得の促進 
 ・提案型支援に対応するスキル強化の機会提供 
 ・人事評価による意識改革 

【主 催】   

伊豆の国市、伊豆市、 

伊豆の国市商工会、 

伊豆市商工会 

第12次 伊豆の国ブランド募集 

【ブランド認定によるメリット】◎市内3か所のアンテナショップでの販売とPR ◎B to Bをサポート ◎ブランド認定 
                証の掲示・商品認定ステッカーの添付 ◎販路開拓支援事業情報の優先的斡旋 
【募集要件】 ①伊豆の国市内に事業所を有すること。 ②伊豆の国市商工会の会員であること。非会員はブランド認定 
        時に会費相当分の手数料がかかります。③各種法令に違反していないこと。 
               ＊＊登録品数は無制限ですが、自慢の逸品を登録願います。 
【登録対象】食料品(飲食店メニュー含む)、工業製品(工芸品含む)、サービス、北条義時にちなんだ商品(2020年新設) 

●伊豆の国市らしさ（歴史・文化・自然・温泉など）のテーマ性を含み、地域の活性化、イメージアップに繋がること ●商品に対するこだわり、アイデア

を有すること ●味、見栄え、独自性に優れていること ●価格が適当であること ●工業製品に関しては、特許、経営革新等独自性を有すること 

●伊豆の国ブランド認定審査会で認めたもの  

  

   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

★有効期限 令和4年7月1日～令和4年12月31日 

★額 面 1,000円券12枚綴りで12,000円分を1冊とし、10,000円で販売 
 

★購入方法  引換券を販売窓口に提示してください。 

券種 個人事業主の取扱店 法人の取扱店 

共通券 全ての取扱店で利用可能 全ての取扱店で利用可能 

専用券 全ての取扱店で利用可能 

以下の条件を全て満たす取扱店で使用可能 

・伊豆の国市内に店舗の法人登記がある 

・資本金5,000万円以下又は 

従業員50人以下の中小企業 

（10枚につき2枚（2,000円）のプレミアム付） ●スルガ銀行：伊豆長岡支店 

●三島信用金庫：韮山支店・長岡中央支店・田京支店・ 

            大仁支店 

●市内郵便局：韮山郵便局・伊豆長岡駅前郵便局・ 

          伊豆長岡郵便局・田京郵便局・大仁郵便局 

●商工会  ： 本所のみ(四日町290) 

      7/1(金)、4(月)、7(木)、19(火) 

      8/1(月)、4(木)、15(月) 

韮山時代劇場「伊豆の国物産館」（令和5年 

1月15日までの期間限定）での販売が可能 

【受付締切】令和4年7月7日(木) 
【申請方法】申込用紙を提出。FAX可。用紙は伊豆の国市商工会各支所にあります。 

 問合せ先：伊豆の国市商工会 大仁支所 TEL0558-76-3060 FAX0558-76-0720  

平日の夜 17ː30～20ː00 

●商工会  ： 本所のみ(四日町290) 

      7/2(土)、3(日)、9(土)、10(日) 

      8/6(土)、7(日)、20(土) 

 平日9ː00～15ː00 

※販売は本所(韮山)のみで各支所(伊豆長岡･大仁)では販売致しません。 

土・日     10ː00～16ː00 

（引換券は6月中旬に伊豆の国市から市内全世帯に送付されます。代理購入可） 

★販売期間  ※25,000冊販売 

≪第１次販売≫ 7/ 1～7/31(第1次の購入限度額1万円、1 セット） 

≪第２次販売≫ 8/ 1～8/14(第2次の購入限度額1万円、1 セット） 

≪第３次販売≫  8/15～8/31(第3次の購入限度額3万円、3 セット） 

★券 種 〈共通券5枚と専用券7枚の12枚綴り〉                  

※伊豆の国市民対象 

※商品券の取扱店も随時募集中です。 

 ※平日の日中販売は 

  商工会では致しま 

  せん。   



 

 

 

 

 

  

住宅リフォーム・新築をお考えの方へ！  
☆☆20万円以上の工事・リフォームに助成金が出ます☆☆ 
          (伊豆の国市内に現在建っている、または建築予定の住宅に限る） 

 注!  助成金を受けるには…工事着工前に商工会に申請し、 
     補助金決定後に着工することが条件です。 

【助成金額】  

・対象工事金額の15 ％(1,000円未満切捨て) 

・新築：最高40万円まで リフォーム：最高20万円まで 

・市内で利用できる商品券で全額支給 

【助成金申請条件】 

①市税等を滞納していない伊豆の国市民であること 
  （または住宅の新築・リフォームにより市外から転入して 

   住民登録しようとする者） 

②過去(平成24年～令和3年)に本助成事業による助成金を 

  受給していないこと(同一世帯につき1度のみ申請可能) 

【助成対象工事(※詳細は取扱規定参照)】 

市民が登録施工業者に発注する税込20万円以上のリフォー

ム･増改築工事、および新築工事。 

【申請先】 ・伊豆の国市商工会が申請を受け付け、審査や助成金支給を行います。  

【お問合せ・受付窓口】 ・伊豆の国市商工会 本所 (伊豆の国市四日町290)  TEL：055-949-3090 FAX：055-949-2740  

    (受付：祝日等を除く毎週 月･水･金曜日 9時～16時)              商工会HP：http://www.izunokuni.org/reform 

※取扱規定、施工業者一覧、申請様式など、詳細は下記商工会HPをご覧頂くか、お問合せ下さい。 

           【申請受付日】  

(毎週) 月・水・金 9時～16時 

 

【助成金額】     

・対象工事金額の50％ （1,000円未満切捨て） 

・最高50万円まで （2回目申請者は上限30万円） 

・振込にて全額支給 

【助成対象工事 (※詳細は取扱規定参照)】  

 商工会員店舗が登録施工業者に発注する※20万円以上の 

 リフォーム･増改築工事。(建物新築は対象外) 

 ※〈消費税免税・簡易課税業者〉…税込価格 

   〈消費税本則課税業者〉      …税抜価格 

【助成金申請条件】 

①過去（平成28年度～令和2年度）に本助成金を2回利用して 

  いないこと（令和3年度「新型感染症対策店舗リフォーム事業」の 

  利用回数は含まず） 

②申請者、登録施工業者共に伊豆の国市商工会員であること 

③市税等を滞納していない伊豆の国市内の店舗であること 

  店舗リフォーム 概要  住宅 新築・リフォーム 概要  

 
伊豆の国市住宅新築及びリフォーム助成事業  令和4年度     
伊豆の国市店舗リフォーム助成事業  

  ※現在受付中（受付日に注意） 

 

＊女性部会報誌 

「マーガレット第４号」 発行しました 
 

今回、伊豆の国市紹介コーナーにてNHK大河

ドラマ「鎌倉殿の13人」放映特集第2弾を掲

載！今回は、伊豆の景色の似合う八重姫と北条

政子にスポットをあてた内容となっています。 

＊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 
                 〈夏バージョン〉 

     （今回のギフトは７月中旬に発送します） 

 今年の夏も女性部員がお薦めする伊豆の 

 国ブランド認定商品をギフトセットにしまし 

 た！大変お得なオリジナルセットになって 

 います。大切な方への贈り物にぜひご活用 

 ください。 

 4月27日（水）山下伊豆の国市長・大沢商工会長を来賓に 

迎え総会を開催しました。土屋部長は「令和3年度コロナの 

時代に女性ならでの発想や工夫をしながら事業を行うことが 

できました。今後も女性部が地域の縁の下の力持ちとなって 

           活動していきたい」と挨拶し、 

           女性部の取組みが全国商工会 

           女性部連合会「まち(地域)づくり顕彰」の 

           表彰をうけた事を報告しました。総会終了後                    

           には伊豆保健医療センターの清水医師に 

           よる「『看取り』の現場から『生きる』を 

  考える」と題した講話がありこれからを 

  考えさせられる内容となりました。   

令和４年度 伊豆の国市商工会女性部通常総会開催 

 「まちづくり顕彰」盾    土屋洋美 女性部長   

「まちづくり顕彰」顕彰状     

 商工会青年部通常総会 青年部長 大沢 真彦 氏【大沢電気㈱：伊豆の国市古奈 】 

 青年部新役員(敬称略) 
 

【部 長】 大沢 真彦 大沢電気㈱ 

【副部長】 木下 道治 ベストライフ総合保険 

【副部長】 尾沢 勇紀 伊豆中央法律事務所 

【副部長】 井川 弘二郎 一二三鮎屋 

【会 計】 花村 嘉 ㈲長岡環境サービス 

【常任委員(担い手強化･正)】山口 拓也 ㈲山口石材 

【 〃   (担い手強化･副)】竹村 和孝 ㈲竹村昇商店 

【 〃   (まちおこし･正)】師岡 弥生 ㈲その生花店 

【 〃 (まちおこし･副)】岩﨑 真都 ㈲イワサキエクスプレス 

【監 事】織茂 大吾 ㈲オリモ 

 伊豆の国市商工会青年部は令和4年4月27日 

（場所：伊豆の国市商工会本所 商工会館）、 

令和４年度通常総会を行いました。 

 議事では任期満了に伴う役員改選が行われ、 

新部長に大沢真彦氏が選任されました。 

 令和４年度事業計画では継続事業である 

「ぬえ左衛門事業」の他、近年の部員減少

の対策として部員増強事業、地元中学生向 

けの職業フェア等を計画しています。 
大沢 真彦 青年部長 

☆商工会青年部は随時部員を募集しています☆ 

                  詳しくは商工会事務局まで TEL 055-948-5333 

                        
 

 

令和4年6月29日㈬ 15時～17時 

修善寺総合会館2階 大研修室  

50名(定員になり次第締め切ります)  

       

 

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 

       新規顧客の獲得、販路開拓に要した 

     費用の2/3を国が補助します 
 

○補助金額：補助率2/3、最大50万円を補助します。 

○対  象：会社および個人事業主であり、常時使用 

      する従業員の数が一定以下の商工業者。 

 

 

 

 
 

○内  容：新規顧客向けのチラシを作成、配布、 

            HPを新設、商品パッケージのリニューアル等   

☞ 

  〈第8次公募〆切〉  

令和4年6月3日（金） 

・第 9次締切 令和4年 9月中旬 

・第10次締切 令和4年12月上旬 

〈令和4年度〉  

(第２次) 

〇補助額  ： 最大50万円 

〇補助率  ： 2/3以内 

〇対象経費： 開発費、機械装置等（含ITソフトウェア）、 

         広報費、委託費 他 

〇申請締切： 令和4年7月22日 

〇申請方法：所定の申請書類を最寄りの商工会 

                ・商工会議所に持参又は郵送  

【補助対象者】小規模事業者で、経営革新計画の承認を受けた  

  ことがなく、また過去にこの補助金を受けたことのない事業者 

【補助対象事業】以下の要件をすべて満たすもの 

①自社がこれまで行ったことがないもの又は既存のものを大幅 

   に改善するもの 

②新たな需要の開拓又は生産性の向上を目指して行うもの 

③経営革新計画の承認取得を目指す3年間の経営ビジョンを 

  策定した上で行うもの 

 

【伊豆市・伊豆の国市商工会工業部会・建設部会 共催講習会のご案内】  
 

      山本労働安全コンサルタント事務所 

       山本
やまもと

 信二
し ん じ

 氏 

       CSP労働安全コンサルタント 

（厚生労働省登録-708号）、人材育成コン 

サルタント、ものづくりマイスターとして活

動。安全衛生教育全般、リスクアセスメント、

技能検定、作業手順作成等を得意とする。   

講師プロフィール 

日 時 

会 場 

定 員 

申込締切 令和4年6月17日(金)まで 

申 込 先 伊豆の国市商工会伊豆長岡支所 

TEL：055-948-5333 

・労働安全衛生法とは 

・主な作業ごとに必要な資格、 

 講習 

・質疑応答 

 

セミナー内容 

 ◎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 

            

 

      
 

 

       

   

 

●日   程  毎月第1水曜日（原則）【要予約】 

          7月6日・8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・引継ぎ支援センター  

           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1水曜日（原則）【要予約】 

           7月6日・8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） 

●専 門 家   勝山 俊輔 氏〈DX（ＩＴ化・デジタル化）支援など〉 

●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 

経営発達支援計画検証会報告 

 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4年3月28日、伊豆の国市商工会

にて、中小企業診断士･北川裕章氏、伊豆の国市経済環

境部長･天野正人氏、県連合会主幹･伊藤彰氏等を招

き、令和3年度の経営発達支援計画の実績についてPDCA

（計画、実行、確認、行動）サイクルに基づき検証会

を行いました。実施結果は本会HPをご覧下さい。次回

検証会は10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/        
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