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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」  

            

 

      
 

 

       

   

 

令和４年度 伊豆の国市 

 ★券 種    共通券5枚と専用券7枚の12枚綴り  

 ★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   商品券の引換券を販売窓口に提示してください。   

（引換券は伊豆の国市から市内全世帯に6/20頃に送付されています。代理購入可） 

≪有効期限≫ 購入日より ～ 令和4年12月31日  

●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 

 平日   9:00～15:00 

※商工会では、平日の日中販売はいたしません。  

※伊豆の国市商工会各支所(伊豆長岡･大仁)では 

  販売いたしません。 

●商工会 ：本所のみ (伊豆の国市四日町290) 
 

       8/6(土)、7(日)、20(土) 

土・日   10:00～16:00 

●商工会 ：本所のみ (伊豆の国市四日町290) 
          

       8/1(月)、4(木)、15(月) 

平日の夜 17:30～20:00 

 平日   9:00～17:00 

●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 

※最新のプレミアム商品券取り扱い店は商工会HPで確認できます。 

                → http://www.izunokuni.org/  

※商品券の取扱店随時募集中です。（市内事業所限定） 

 〈販売期間〉     ※第１次販売(～7月31日)は終了しました 
 

☆ 第2次販売 → 8月1日(月)  ～  8月14日（日） 
            （第2次の購入限度額1万円、1 世帯 1 冊） 
 

☆ 第3次販売 → 8月15日(月) ～ 8月31日（水）     
              (第3次の購入限度額3万円、1 世帯 3 冊） 

 現在販売中です  

（売り切れ次第、販売終了） 

   8/1 きにゃんね大仁夏祭り      19:45～ 約30分間  

8/3 韮山狩野川まつり2022     20:15～ 約20分間 

8/4 伊豆長岡温泉戦国花火大会  20:15～ 約20分間  
伊豆の国 花火大会開催 

  

 

◎開催日時等が決まり次第、商工会ホームページ等でご案内させて頂きます。 

◎内 容  経営、財務、人材育成、販路開拓等 

◎対象者  創業予定者、創業後間もない事業者（1～3年程度） 

※伊豆の国市創業等支援事業費補助金等の申請には当セミナーの受講が必須となります。 

開催予告 伊豆の国創業塾  

【創業等支援事業費補助金】 創業等に係る経費に対して一部補助する制度です。   

  ■対象者：「伊豆の国創業塾」の全日程を修了し、市内で創業された方  

(問い合わせ先)伊豆の国市 商工課  TEL 055-948-1415 

 「何から始めれば？」「手続きは？」「開業資金を 

準備したい！」「創業計画書を作りたい、見直したい」

にお応えします！ 

伊豆の国市商工会では市と提携し、創業を考えている方、創業して間もない方を対象に創業に必要な知識やノウハウを習

得できるセミナーを開催します。数々の経営サポート実績を持つ中小企業診断士をはじめとする専門家が実現可能な創業

ノウハウを伝授します。 

○創業塾に関するお問合せ  
  伊豆の国市商工会 
(本所)      TEL055-949-3090  
(伊豆長岡支所)TEL055-948-5333  
(大仁支所)  TEL0558-76-3060 

 

  
8.20 

                   市内で求人を検討している各企業・  

団体の人事担当者の方と、直接気軽にお話しができる機会です。 

参加業種 
旅館、福祉 

 建設、製造 

 など 

 対象求人 
正社員(含：新卒) 

パート、 

   アルバイト 

土  

１３：００～１５：３０(最終入場１５：００) 

企業数  伊豆の国市・伊豆市に 

            事業所がある 

持ち物  筆記用具など（履歴書不要） 

対  象  求職者(学生の保護者だけの参加も可能！) 

        年齢制限はございません 

伊豆の国市長岡中央公民館 

■あやめ会館3F多目的ホール 

★U I Jターン大歓迎！★事前申し込み不要 

★入場無料（入退場自由） 

  《キャリアカウンセラー相談ブース》 

キャリアカウンセラーが就職説明会

の受け方などをアドバイスします！ 

  就活が 
初めての方も   

   安心!! 
 

23社  

◆希望する方に、ハローワークに提出する 

求職活動証明書を交付します。 

※マスク着用でご参加ください。発熱のある方は参加できません。 

▶協力/しずおかジョブステーション、しずおか人材サポートデスク 

【お問合せ先】 

伊豆の国市商工課 055-948-1415 

受付時間/平日(土日祝日除く) 9：00～17：00 

▶主催/伊豆市、伊豆市商工会、伊豆の国市、伊豆の国市商工会 

どなたでも参加できます！

※新型コロナウイルス感染拡大等により中止となる場合があります。 

   
本 所 伊豆長岡支所 大仁支所 

 

 

 

 
 

    

   8/1 きにゃんね大仁夏祭り      19:45～ 約30分間  

8/3 韮山狩野川まつり2022     20:15～ 約20分間 

8/4 伊豆長岡温泉戦国花火大会  20:15～ 約20分間  
伊豆の国 花火大会開催 

  伊豆の国市商工会 
 

相談・サービスのご案内 

経営のことなら小さなことでも親身になって相談にのってくれるところをお探しの方へ 

アドバイスや専門家によるフォローアップが受け

られます。 

■経営革新(商品開発,販路開拓,特許,商標登録等) 

■商工会顧問弁護士による個別の相談 

 
   まずは 

「あなたのお悩み」 

聞かせて下さい！ 

  （相談無料） 

税務・経理に関するご相談はお気軽にどうぞ。

年末調整や確定申告期には特別相談日を設

け指導いたします。 

■商工会顧問税理士による無料税務相談 

労働保険・社会保険・退職金等のご相談に応じます。 

■商工会が運営する「労働保険事務組合」へ

の事務委託 

■建設業の労災保険特別加入（一人親方）制度 

■経営戦略、経営計画、経営方針、商品 

開発、販路開拓等についてアドバイス 

■経営分析、会計事務についてアドバイス 

■新技術の開発、新事業への展開を図りたい 

■日本政策金融公庫  
普通貸付・生活衛生貸付（保証協会による保証料不要） 

■各金融機関 
経営改善、経営安定資金、開業パワーアップ支援 

資金、成長産業分野支援資金 

安心・有利な、共済・年金保険制度を斡旋し 

ております。 

■商工貯蓄共済■全国商工会会員福祉共済 

■小規模企業共済 ■経営セーフティ共済 

                      昼間はキッチンカーやマルシェで楽しくお買い物、夜は伊豆の国音頭などの

音楽に合わせて、みんなで楽しく盆踊りを踊りましょう！伊豆の国盆踊りNightのステージイベントには、 

ぬえ左衛門も登場！是非お越しください！           

× (土) 8.20 

●日  時／ ８月20日（土）10時～20時 

         ひだまりマーケットは10時から、伊豆の国盆踊りNightは17時から開催 

         ※大河ドラマ館も20時まで夜間開館します。 
 

●内  容／ 【ひだまりマーケット】 手作り雑貨、キッチンカー、スイーツ販売など 

          【伊豆の国盆踊りNight】 会場参加型の盆踊り、ステージイベント、キッチンカー、浴衣着付体験など 
 

●ステージ出演／伊豆長岡芸妓連、伊豆太鼓、伊豆の国市音頭保存会、樹の子、ぬえ左衛門 
 

●主  催／大河ドラマ「鎌倉殿の13人」伊豆の国市推進協議会 誘客おもてなし部会 

●協  力／伊豆の国市商工会 

●お問い合わせ／大河ドラマ「鎌倉殿の13人」伊豆の国市推進協議会事務局 

           （伊豆の国市観光文化課内）      ☎055-948-1480  
 「創業」  「各種補助金」 「事業承継」  

≪ぜひ、商工会に加入しませんか≫  

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1529372098/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly80LmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tN1BpOGQzcDVqN1kvVlZHVmw4azdncUkvQUFBQUFBQUF0bk0vakM2NW83VXFHSFkvdzEyMDAtaDYzMC1wLWstbm8tbnUva2lneW91X2J1c2luZXNzX21hbi5wbmc-/RS=%5EADB9G


 

            

 

      
 

 

       

   

 

●日 程    毎月第1水曜日（原則）【要予約】 

          8月3日・9月7日・10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 

            

 

      
 

 

       

   

 

 

 

三島税務署では、インボイス制度の説明会を実施します。 
 

●と き：8月25日(木)、9月22日(木) 

  午前の部 10：00～11：00 

  午後の部 14：00～15：30   ※午後の部は、 

   消費税の仕組みから知りたい人向けとなります。 

●ところ：三島税務署 別館会議室 

●申込み：電話にて事前申し込み 

 三島税務署   法人課税第一部門   

☎ 055-987-6942 

●日 程    毎月第4水曜日（原則）【要予約】 

         8月3日・9月7日・10月5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    勝山 俊輔 氏 （専門家コーディネーター） 

         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 

りの味を受け継いでくれる人を探すのは容易ではないと

いうのです。今後こうした店が後継者難で相次いでなく

なってしまえば、地域経済への打撃も小さくはないと思

います。黒字なのに廃業なんて、もったいないし惜しい

ということで、今この事業を第三者に引き継ぐことを支

援する全国的な取り組みが進んでいます。例を挙げます

と商工会や商工会議所が、国が設立した事業継承・引継

ぎ支援センターや金融機関等の支援機関と連携し、事業

を売りたい側と、買いたい側の仲立ちをする支援を行い

ます。お互いのニーズが合うと判断したら、両者をひき

あわせます。 

 当会でも事業継承は重点事業として平成26年より取り

掛かっております。非常に根気のいることです。特色が

あって人気の店であれば、なくなるということは、地域

経済の貴重な支え手を失うことになりますし、まちの灯

りが消えてしまいます。長く続いてきた事業には、なに

がしかの理由があります。地元の人たちが認めた価値が

あります。その価値をどう引き継いでいくのか、小規模

事業者への支援は喫緊の課題です。社会全体でも考える

課題ではないのでしょうか。  

〈会長コラム〉 

 

 

 

 

 

 

       

         「伊豆の国市商工会 商工フェア」を開催します 

 

 ●開催予定日 ： 令和4年10月16日(日)10:00～ 
   ●開催場所   ： 韮山時代劇場ひだまり広場 

   ●出展事業者 ： 約30事業所以上 

    ●内     容 ： 伊豆の国ブランド品販売 

             各種イベント実施(予定) 

                   

〇時間 18：00～20：30 
 

◎場所 伊豆の国市商工会 

         〈伊豆長岡支所〉 

家の新築や屋根や外壁の塗装、 

エアコンの取付やオール電化、 

浴室、トイレをリフォームその他何でも 

【お問合せ】 

伊豆長岡支所 TEL 055-948-5333 

 建築 

無料相談 
※要予約 

 

 

 

 

お知らせ 

       

 

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、 

            ホームページを新設、商品パッケージの 

      リニューアル等   

～小規模事業者持続化補助金活用事例のご紹介～ 

☞ 

業種 活用事例 

建設業 施主も使用できるハンドドリルの購入 

理容業 
店舗改装し、ネイルや、ボディケアが出来る半個

室を設けた 

飲食店 
顧客に日本酒のボトルを見て選んで頂けるショー

ケースタイプの冷蔵庫購入 

小売業 ブログ型のHPの作成 

小売業 自社オリジナル商品化粧箱の作成 

菓子製造 新規蒸し器の導入 

農業 
生産物保存の為の超低温冷凍庫の購入・商品パッ

ケージの刷新 

飲食店 高齢者向けに床張りの店内を掘りごたつに改装 

建設業 自社のリフォーム事業PRの為のリーフレット作成   〈公募締切〉商工会受付:締切10日営業日前まで 

 第９次公募締切:令和４年９月２０日（火） 

  

  ★令和4年8月～10月、貯蓄共済・福祉共済に加入された方へ 

      ⇒ 伊豆の国物産館で使える商品券を贈呈 

  ★貯蓄共済・福祉共済に3口以上新規加入された１名様に 

      ⇒ 日帰り還元旅行をご優待！ 

     【令和3年12月～令和5年3月まで加入対象】 
【日帰り還元旅行】「森町 小國神社＆ふじのくに茶の都ミュージアムと 

          葛城北の丸での昼食」 

  ■日程 / 令和4年11月17日（木） 

満期更新は新規扱いとなりますが、ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ期間中 

に解約しての新規加入は無効といたします。詳細に関 

しましては後日DMにてご案内いたします。 

        

        
             

  

 

 

 

 

 

 

 

 
＜青年部員募集中＞ 
☆商工会青年部は随時部員を募集しています☆ 詳しくは、

伊豆の国市商工会伊豆長岡支所まで  TEL 055-948-5333            

        ＜伊豆の国市盆踊りNight＞ 
 

8/20に開催される伊豆の国市盆踊りNightに、ぬえ左

衛門・青年部も参加します。ぬえ左衛門ステージイベ

ント(じゃんけん大会)・輪投げブース出展を予定して

います。 
「じゃんけん大会」 

 

    

             

 

女性部  

来訪された女性部の方からは北条義時ゆかりの寺院などいろいろ

な伊豆の国市を見て感じていただき大好評でした。 

今秋にも受入予定をいただいています。今が“旬”の伊豆の国市

これからもますます盛上げていきます！是非ご来訪下さい！ 

 5月13日 

「函南町商工会女性部」の皆さま 

 7月13日 

「松崎町商工会女性部」の皆さま  
女性部では、9月14日（水）、9月22日（木）、同内

容で神奈川県二宮町商工会女性部のおもてなし交

流事業、江の島を巡る視察研修旅行を予定してい

ます。詳細に関しては女性部員様あてに後日参加

案内をお送りしますのでお楽しみに！！ 

伊豆の国市商工会女性部はバス研修・講習会

と１年を通じて活動しています。年間1000円

の会費でいろいろチャレンジしましょう。 

詳しくは事務局まで。  

【電話】055-949-3090（本所）   

    0558-76-3060（大仁支所） 

全国商工会女性部連合会主催「おもてなし交流事業」、今年度は 

タイムリーに大河ドラマ館を中心とした内容で受入れをしています。 

☆商工会女性部はいつでも加入できます☆ 

 

小規模事業者持続化補助金 

申請時の注意事項 
 

〇事業計画書の作成が必要です。 

 事業計画書の作成につきましては、商工会による 

 支援が可能です。下記相談締切日程までに  

 最寄りの商工会へご相談下さい。 

〇商工会への相談は公募締切10営業日前までに 

 ご相談下さい。下記日程を過ぎるとご相談を 

 受けられない場合がございます。ご了承下さい。 

 商工会相談受付締切：9月5日（月） 

 
【お問合せ・相談窓口】 

伊豆の国市商工会  

本   所  TEL：055-949-3090 

伊豆長岡支所 TEL：055-948-5333 

大 仁 支 所  TEL：0558-76-3060 

 中小･小規模事業者の間では、後継者不足から、事業を廃

業する動きがあります。そこで、事業を親族ではなく従業員

や第三者に受け継いでもらうよう支援する事業があります。 

 アンケートでは、コロナ禍が長引いた場合廃業を検討する

と答えた事業所があります。こうした廃業の動きが広がって

いる背景には、経営者の高齢化があります。高齢化が進ん

で、経営者が若い人に切り替わっていけば良いのですが、そ

うではないのです。 

 民間調査会社が行ったアンケート結果では、子供がいな

い、又は子供に継ぐ意思がないなど、後継者がいないことを

理由に挙げた企業が回答の３割近くにのぼっており、更に注

目したいのは、そもそも誰か家族以外への継承は視野に無

く、自分の代での廃業を考える人が、その内の43.2％になっ

ています。ところが、廃業した企業でも、６割は直前の経営

状況が黒字という調査結果が出ています。本人は店をたたみ

たいと考えていても、何年も続いている企業の中には、地域

から必要とされている企業も多いといわれています。身近な

飲食店がそうした例だと思います。こうした店の多くは経営

者も高齢になり、後継者が見つからず募集をしても、こだわ 


