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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」  

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 10:00▶13：30 

10/ 
  日 

会場/韮山時代劇場  ひだまり広場 

伊豆の国市の美味いもの・すごい技術が大集合！ 

・開  会  式    /  9：45 

・開会(販売等開始)/10：00 

・ぬえ左衛門ｽﾃｰｼﾞ/10：45 

・第1回 大抽選会  /11：30 

・ぬえ左衛門ｽﾃｰｼﾞ/12：15 

・第2回 大抽選会  /12：45 

・閉      会   /13：30 

主催/伊豆の国市商工会                       

後援/伊豆の国市・静岡県商工会連合会 

   ～感染防止対策のお願い～ 
・会場内ではマスク着用をお願いします。 

・手洗い消毒の徹底をお願いします。 

・周りの人との間隔を取るようにご協力を 

 お願いします。 
 

（今後の新型コロナウイルス感染拡大状況により、 

 イベント開催および各内容について中止・変更の 

 可能性があります） 

※荒天中止 

抽選券をGetするには… 
 

☆会場でアンケートに回答してGet！ 

☆新聞折込チラシを持参してGet！ 

【問合せ先】伊豆の国市商工会  

Tel/055-949-3090 

  /080-1587-2112（当日のみ） 

【会場アクセス】 

韮山時代劇場 

商工フェア会場 

（※多数の事業所が出展予定です） 

駐車場/韮山小学校駐車場・グランドを 

     ご利用下さい。 
 ※前日に雨天等の場合はグランド使用不可 

 文 

 

中小企業診断士・社会保険労務士 
株式会社フォーライフコンサルティング代表取締役 

伊豆の国事業承継セミナー 

●講師 塩野富佐男 氏 

11月15日(火) 19：00～21：00  

「後継ぎ対策と経営者としてのエンディングを考える」 

・商売の未来図を明確にする 

・残りの人生のライフプラン・マネープランを考える 

・経営者エンディング計画と後継者成長計画 

・活用できる補助金・税制・経営相談 

経営革新、起業支援のコンサルティングを 

中心に活動。 

全国商工会連合会で長年、創業・経営革新

対策を担当したことから中小企業施策、小規

模事業者対策・創業・経営革新支援、事業

承継対策、補助金申請支援、BCP策定支援

に取り組んでいる。 

主催／伊豆の国市商工会 

お問合せ先／伊豆の国市四日町290 TEL 055-949-3090 

後援／伊豆の国市産業部商工課 

11月 8日(火) 19：00～21：00  
「商売を続けるべきか、やめるべきか」 

・10年後のご商売の姿を考えてみましょう 

・商売を続けるべきか、やめてしまうのか、判断のポイント 

・自社の事業用資産の価値を算定してみる 

・自社にも「目に見えない資産」があることも認識しましょう 

 日程 

 会場 伊豆の国市商工会 ２階大会議室 
        （伊豆の国市四日町290） 

～家族で考える5年後10年後の事業と生活と家庭のプラン～ 

            

 

      
 

 

       

   

 

              〈お問合せ〉 

伊豆の国市商工会 本所・各支所 

〇本所（韮山）伊豆の国市四日町290   

            055-949-3090 

〇伊豆長岡支所 伊豆の国市古奈255 

            055-948-5333 

〇大仁支所     伊豆の国市大仁454    

            0558-76-3060 

★プレミアム付商品券販売所  
 金融機関などを予定しています。詳しくはお手元に郵送される引換券をご覧ください。 

★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10/20頃に送付されます。代理購入可） 

★取扱店   市内364事業所（9/20現在） 

※商品券の取扱店を随時募集中です。 （市内事業所限定） 

 
■最新のプレミアム商品券取り扱い店・その他詳細は商工会HPで確認できます 

 

     

韮山小学校 

          ≪有効期間≫  

 令和4年11月 1日(火)  

 

  令和5年 2月15日(水)  

令和４年度 伊豆の国市 

第2弾は500円券！ 発売開始11月1日(火) 

        で 

のお買い物ができるおトクな商品券   

     
 

       第1次販売 

11月 1日(火) ～ 11月21日(月) 
（購入限度額5千円、1 世帯1 冊） 
 

       第2次販売 

11月 22日(火) ～ 12月  5日(月) 
 購入限度額5千円、1 世帯1 冊） 
 

       第3次販売 

12月  6日(火)～ 12月19日(月)     
 (購入限度額1万5千円、1 世帯3 冊） 

※24,000冊が終了次第販売終了 

〔券種〕専用券8枚＋共通券7枚の15枚綴り 

(1冊/500円×15枚＝7,500円分) 

      販売期間 

http://www.izunokuni.org/  

(伊豆の国市商工会HP) 

商工会青年部ｷｬﾗｸﾀｰ 

 ぬ え 左 衛 門 

〒 



 
 

〈大沢会長コラム〉  

 鉄道の運賃は、値上げが規制されています。必要

な費用に利益を乗せ、収入がそれを超えないよう

に、運賃を決める制度があるためです。 

 鉄道は同じ路線を走る競争相手がないため、不当

な値上げにならないようにという考えがあります。   

 実際は、曜日や時間帯に関係なく同一賃金です。

鉄道会社からは、取り巻く環境が、変わり見直しが

必要との意見があります。人口減少、飛行機や高速

バスの格安運賃、地方を中心にマイカーなどで、鉄

道利用者は大幅に減少しています。加えて、老朽化

対策、耐震補強などの安全対策費用、コロナ感染拡

大による在宅勤務やオンライン会議で、通勤や出張

の大幅な減少。その結果、収益が悪化し終息後も、

元には戻らないとの見方があります。これまでに、

収入増の取り組みを進めてきましたが、経営が厳し

いので運賃の変更・設定を認めてほしいという声が

強まっています。 

そこで、国土交通省では、鉄道会社からの要請

を聞き、結論を得た運賃から、実現に移していく

方針です。 

現在では、ダイナミックプライシングと言う案

も出ています。これは通勤ラッシュ時等の時間の

運賃を上げ、空いている時間を安くする案です。

これにより利用者は空いている時間に移り、平均

的に近づける方法です。今後、値上げだけでなく

新しい運賃サービスの検討もされるもようです。 

沿線住民には運賃据置し地域の施設や企業と連

携し、利用者の住民ニーズに合った運賃メニュー

にすることで、鉄道利用者の掘り起こしや地域の

活性化に繋げて、値上げの場合には利用者の負担

増は最小限にし、利便性の向上につながる方法を

考えているようです。  

【日時】 令和４年11月2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 TEL055-949-3090 

       ～「一日公庫」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提出いただければ、 

 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。 

 

  〈伊豆長岡支所〉 

◎日時  10月14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。 

 

   913円        944円 

※要予約 静岡県の最低賃金について 

            

 

      
 

 

       

   

 

《相談日》 （要予約） 

●日程   /10月5日、11月2日、12月7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 

●専門家  /中小企業診断士、社会保険労務士、 

         弁護士、DXコーディネーター 

●対象   /伊豆の国市在住・在勤者、伊豆の国市に創業 

         を予定している方及び伊豆の国市商工会員 

              

  よろず相談 

  法律相談 

  労務相談 
  金融相談 

  事業承継 

●資金調達 

  経営全般 
  

●事業計画の作成 

●補助金の相談 ●経営革新の取得 

伊豆の国市  ワンストップ経営相談窓口 
 

 （予約制・相談無料） 

〈お問合せ〉伊豆の国市商工会 本所・各支所 
〇本所（韮山）/055-949-3090  
〇大仁支所 /0558-76-3060 〇伊豆長岡支所 /055-948-5333 

商工会の窓口で、経営に関す 

る相談や申請・手続きを 

一括して行うことができます 

 ８月２０日（土）に韮山時代劇場で開催された 

「伊豆の国盆踊りnight」に青年部も参加しました！ 

 
青年部はステージイベント

で”ぬえ左衛門じゃんけん大

会”を実施。 

景品でぬえ左衛門グッズを

配布し、大変盛況でした。 

  ご加入 

キャンペーン 

～貯蓄共済・福祉共済に加入して日帰り旅行に出掛けよう！～  定員 

40名様 

（先着順） 

旅行実施日 令和4年11月17日(木) 

お問合せ先 

参加対象者 

参加負担金 

 行き先 遠州森町小國神社と葛城北の丸でのご昼食 

御一人様 3,000円 

貯蓄共済新規加入3口につき1名様または 

貯蓄共済・福祉共済合わせて新規加入3口につき1名様 

伊豆の国市商工会本所 055-949-3090 

 ＊貯蓄共済・福祉共済ともに１口の掛金は2,000円です  

   プレミアム商品券 

取り扱い事業所向け 

令和5年   

1月 5日(木) 
・受け取った商品券は下記の締切日までに商工会へお持ち下さい。  

・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。 

令和4年8月～10月の 

共済加入推進キャン 

ペーン期間中、 

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 

します。 

令和５年１０月から消費税の仕入れ税額控除方式として 

「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が始まります! 

（電話で事前予約をして下さい） ＊三島税務署主催の説明会 午前の部は課税事業者向け講習会  
                 午後の部は免税事業者向け講習会 

＊10月4日の講習会はZOOMのみの対応となります。 

◆事業者の方がインボイス制度への理解を深めていただく上でそれぞれの事業に応じた準備を進めていただけるよう下記の日程で 

  講習会・説明会を開催します。日程を確認し、ご希望によりお申込みください。 

 
 

講
習
会
・
説
明
会
日
程 

【問合せ】税務署（法人課税第一部門） 

             055-987-6942 

日時：令和４年11月9日（水） 

    14：00～16：00 
■講師：    三島税務署 職員 
＊当日申請手続きと提出ができます 

■会場：伊豆の国市商工会館 

■定員：30名  

＊ZOOMによるリモート受講可 

■参加費： 無料 
【申込・問合せ】 

 伊豆の国市商工会 本所  

（担当：浅井）055-949-3090 

  インボイス制度講習会 
     (会場：伊豆の国市商工会) 11月 

※要予約 
令和4年10月5日から 

第1弾 プレミアム商品券 

   最終換金受付日 

 

 
輪投げ出店では、１３０名

以上のお客さんに来店し

ていただきました。 

子供さん中心にご家族の

方にも輪投げを楽しんでい

ただけました。 

（令和3年） 

 税務署 主催  

 税務署 主催  

 税務署 主催  

 税務署 主催  

 
会員 

対象 


