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 伊豆の国市商工会 

会長 大沢 秀光 

 ●●● 年頭のご挨拶 ●●● 

あけましておめでとうございます。 

皆様方におかれましては輝かしい新春を、お迎えになられた

ことと心よりお慶び申し上げます。昨年は商工会に対しご理

解と温かいご支援を賜りまして、心からお礼を申し上げま

す。本年も変わらぬご指導、ご支援のほどよろしくお願い致

します。 

 さて、小規模事業者を取り巻く経営環境は依然として厳し

い状況が続いています。新型コロナウイルス感染症や燃料・

原材料の供給制約に影響されながらも、中小企業・小規模事

業者は、変動する国際情勢や円安に伴う製造・流通・販売コ

ストの上昇、深刻化する人手不足と最低賃金の引上げ、さら

にはコロナ禍での過剰債務など厳しい経営環境にあります。

商工会も組織を上げて最大限尽力してまいります。 

 そのような中で、伊豆の国市商工会では、平成27年度に経

済産業省から認定を受けた第1次伊豆の国市商工会経営発達支

援計画も平成30年度に第２次認定を受け、来年度は更新手続

きとなり第3次計画に向けて、策定を進めています。来年度

も、この発達支援計画に基づき、小規模事業者のより一層の

経営力向上、活力強化に向けた事業を実施することで、事業

所の経営基盤の安定・強化に取り組み支援してまいります。 

伴走型小規模事業者支援推進事業で事業承継セミナー・創

業・伊豆の国ブランド販路支援を行い、検証会を開催し確実

なものにしています。また、創業塾・事業承継のそれぞれの

講習会の開催や個社支援では、持続化補助金・経営力向上事

業費補助金・事業再構築補助金等を申請し採択をされていま

す。 

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の放送は、伊豆の国市を全国

にアピールし地域社会の活性化を促進する機会になりまし

た。また、来場者に対し本市の魅力を伝える場、地域の特産

品のPR、観光スポットへの周遊促進など、市内の消費拡大に

繋げることができました。商工会では、早くから大河ドラマ

館は「経済効果大」だとして、設置を呼びかけました。そし

て、いち早く委員会を立ち上げ、物産館の運営を行うことと

し目標の来場者10万人を７月中に達成し、やがては18万人を

超えるとみています。大河ドラマ終了後もこの地が発展して

いくように、伊豆の国の特産品・土産品等を「物産館」で販

売したように取扱窓口・販売方法を模索しています。 

「会員と地域あっての商工会」の認識のもと、地域経済の

活性化につながるいろいろな事業・活動を実施してゆく。そ

のためにも、地域事業への支援と連携をし、地域の維持発展

の先陣に立つ商工会でありたい。 

 結びに、この一年が皆様方にとり、これまでにも増してよ

い年となりますよう祈念し、年頭のご挨拶といたします。 

 

商工会法施行60周年記念標語 
  

 

  「地域と共に60年！  

   未来を築く商工会」 

◇◇◇新年のご挨拶◇◇

 伊豆の国市 

市長 山下 正行 

  新年、明けましておめでとうございます。 

  皆様におかれましては、健やかに新年を迎えら

れたこととお慶び申し上げます。 

  昨年は、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」効果によ

り、コロナの波はあったものの、全国から伊豆の

国市へ多くの来訪者を迎えることができました。

大河ドラマ館には当初の予想を大幅に上回る来場

者があり、併設した物産館にも多くのお客様が訪

れました。 

 商工会の皆様のご努力により物産館には数多く

の商品が並べられ、懇切丁寧なおもてなしと伊豆

の国市のＰＲにご尽力いただき厚く御礼申し上げ

ます。また、花壇整備による美化活動、市内各店

舗によるゆかりの品の商品開発、販売など多くの

取り組みをもってご協力いただきました。深く感

謝申し上げます。 

引き続き、「鎌倉殿の13人」を契機に開始され

た官民連携によるまちづくりを継続して実施して

いけるように、歴史、自然、温泉、農産物、景観

などの地域資源を最大限に活用したまちづくりを

推進し、地域の活性化に繋げて参りたいと考えて

おります。 

地域経済は事業者の皆様に牽引されておりま

す。他方、依然として続くコロナ禍、電気料の値

上げやエネルギー、資材の高騰を受け、事業者の

皆様にとって大変厳しい状況が続いております。

さらに、若年世代の市外流出による地域経済の担

い手不足といった市の産業を取りまく問題への対

処も大きな課題の一つです。 

市としましては、今後とも状況に応じた経済再

生に向けた支援の実施、個人消費の喚起等の取り

組みを迅速に行ってまいります。加えて、起業・

創業の促進、就業希望者への支援などの雇用創出

に商工会と連携し、事業者の皆様が安心して事業

展開できるように努めて参ります。 

 結びに、伊豆の国市商工会のますますのご発展

と、会員ご一同様のご健勝を祈念申し上げ、新年

のご挨拶といたします。  

                             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。  

「事業継続力強化計画」の認定制度とは 

日 時： 令和 5年 2月 9日（木） 14：00～15：00 

場 所： 伊豆の国市商工会本所 2F 会議室  
                           （伊豆の国市四日町290） 

定 員： 20名（要予約・先着順）、受講無料 
            ※ご希望により個別相談会を別日で行います。 

講 師： あいおいニッセイ同和損害保険㈱SDGsｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ吉永様 

共 催： 伊豆の国市商工会・伊豆の国市  

後 援： あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 

  災害、感染症が起こると企業経営に重大な影響を及ぼします。そういった影響を低減するために、事業継続力強化計画を

作成することが重要となります。近年の自然災害の増加・激甚化等を受け中小企業の事業継続力強化計画に関する認定

制度が設けられています。 伊豆の国市商工会でも中小企業の事業継続力強化を支援する為の計画（セミナーや個別相談

会開催など）を作成し、伊豆の国市と連名で本年4月、静岡県の認定を受けました。 そこで、「事業継続力強化計画認定制

度」や「事業継続力強化計画策定のためのステップや計画に盛り込む内容」についてわかりやすく解説いたします。 

本セミナーでは、人手不足、物価高騰等様々な課題に直面している小規模事業者がDXを 

活用する事で、もっと楽に利益に繋げていくか、DXとは何なのかを事例を交えながらご 

紹介するセミナーです。ZOOMでの参加も可能となっておりますので、是非ご参加ください。 

【講師プロフィール】 

アルパーコンサルティング株式会社 代表取締役  
独立行政法人中小企業基盤整備機構・中小企業アドバイザー 

（地域支援機関等サポート事業・よろず支援拠点全国本部） 

機構サポーター（広報活動） 

復興支援アドバイザー 

経営管理修士（MBA 明治大学） 
静岡県商工会連合会小規模企業ビジネスパワーアップ支援事業専門家 

【講師】古川 忠彦 氏 

                     ～経営計画作成セミナーのご案内～ 
  

   

    「経営計画作成セミナー・個別相談会」を開催します。「小規模事業者持続化補助金」は、 

  小規模事業者が、持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓に取り組む費用の 

  2/3を補助するものです。（補助上限額：50万円）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

参加費 

無料 

□■□■□■□開催日時 □■□■□■□■□ 

経営計画作成セミナー 

  ※個別相談会のみの参加は出来ません 
  ※下記日程の内、いずれかの日程を選択 
 

  ◆日 時：令和 5年2月1日（水）10：00～16：00 

                      2日（木）10：00～16：00 
                   3日（金）10：00～16：00  

          ※セミナーは2日間とも出席が必要です 
 

◆日 時：令和 5年1月20日（金）19：00～21：00 

                24日（火）19：00～21：00 

個別相談会    

□講   師 ：玉置 久倫 氏（中小企業診断士） 

□場   所 ：伊豆の国市商工会本所（伊豆の国市四日町290） 

□申込期限 ：1月16日（月）定員30名（定員になり次第締切） 

□お申込方法：下記の窓口に電話でお問合せ下さい。 

     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 

ー事業継続力強化支援計画事業ー 

＊各事業所1時間 

（定員30名）  

「小規模事業者 

    持続化補助金」 

    申請対応セミナー  

要予約 

DXセミナーのご案内 

(参加費無料・要予約) 

お電話でお申込み下さい。 

伊豆の国市商工会 本所/055-949-3090  

    

☑企業名を中小企業庁HPで公表＆認定ロゴマークの使用が可能 

☑低利融資、信用保証枠の拡大などの金融支援  

☑防災・減災設備に対する税制措置 

☑補助金（ものづくり補助金など）の加点要件など 

 ➀企業経営から見た、災害・感染リスクと事前対策の重要性 

 ➁事業継続力強化計画認定制度とは 

 ➂事業継続力強化計画とは 

 ➃事業継続力強化計画策定後について 

申込書にご記入の上、商工会に持参・ＦＡＸ・メールで 

お申し込み下さい。(ZOOM受講の方はメールでお申込み下さい) 

 伊豆の国市商工会長岡支所（伊豆の国市古奈255） 

       TEL/055-948-5333   FAX/055-947-2389 

       (URL)    http://www.izunokuni.org/ 

        (E-mail)  izunokuni@dolphin.ocn.ne.jp  

※ZOOM受講を希望される方は必ず講習会申込書 

メール記載欄に「ZOOM受講希望」とご記入下さい 

〈お申し込み〉 

1/27 
  (金) 

 令和5年2月3日（金）  

14：00～16：00 
 伊豆の国市商工会館2階大会議室 
            (伊豆の国市四日町290)   
 会場20名(ZOOMでの受講も可能)    

第11次申請締切：令和5年2月下旬（要領より） 

（通常枠）  

※申込書は伊豆の国市商工会HPからダウンロードできます。 

mailto:izunokuni@dolphin.ocn.ne.jp


 

   

 

 
 
 

 

 

    

 

 
要予約 

 伊豆の国市商工会の顧問税理士による個別税務相談会を開催いた 

します。決算・確定申告書の作成・確認、不明な点や気になる事、 

消費税･贈与･土地の譲渡などに関する税務の相談にお役立て下さい。 

【申込先】  ■本      所 TEL 055-949-3090 

   ■伊豆長岡支所 TEL 055-948-5333 

   ■大  仁  支  所 TEL 0558-76-3060  

 

◎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〉 

◎TEL 055-948-5333 ※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。 

       

 

 

 

 

       伊豆の国市プレミアム付商品券 

お取り扱いの事業所様へ 

★全国高校生パンコンテスト 

  実技審査・プレゼンテーション・表彰式 

★コンテスト開催記念抽選会 

★田方農業高等学校製作巨大パンオブジェ展示 

    

 

 

 

 伊豆の国市近隣の28事業所が出展し、中学3年生155名に各業種の仕事を紹介しました。 

 生徒は事前に出展者一覧を見て、話を聞きたい3つの業種を選択し、職業フェア当日に 

30分毎区切られた時間割でブースをまわりました。各ブースでは、専門的な内容を生徒にわかり 

やすく説明する為、体験や動画を用いるなど工夫をされておりました。調理師ブースでは魚を 

さばく体験、警察ブースによる指紋採取体験、ラジオ局ブースでパーソナリティ体験、一般建設 

業ブースでは重機のオペレータ体験、介護職ブースでは車イス体験などが行われ大好評でした。 

【青年部】 『おらが街の職を知ろう!!職業フェア』 

調理師ブースの様子 

☆商工会女性部はいつでも加入できます 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       

                                              TEL 055-949-3090(本所) 

                                              TEL 0558-76-3060（大仁支所） 

 令和４年11月７日（月）伊豆地区の 

８商工会女性部員が参加する「若手後 

継者等育成事業講習会」が伊豆の国市 

江川邸にて開催されました。歴史観光 

資源である江川邸の説明をいただき、 

アコーディオン奏者の杉山卓氏より地域 

                   資源（伊豆地区の 

                   魅力についての 

                   講習とアコーディ 

                   オン演奏に耳を 

                   傾けました。 

〈若手後継者育成事業講習会〉 
  〈視察研修（江の島）〉 

    

 
 

伊豆の国市プレミアム商品券事業 

伊豆の国市で買い物するなら                だら～ 

最大 20 ％戻ってくるキャンペーン 

       最終換金日のお知らせ 

                

                

 

 

 

 

 

道祖神まつり 

 道祖神は賽の神(さいのかみ)とも呼

ばれ、一般に村の入口にあり、旅の安

全祈願や、外部から村に疫病が侵入す

るのを防ぐと言われています。 

   

伊豆長岡地区商工会役員が7体の道祖神に 

参拝を行います。ぜひ一度ご覧下さい。 

  ①アクシスかつらぎ前  

  ②古奈あやめ湯前  

  ③マックスバリュ伊豆長岡店前  

  ④長岡第2分団詰所前  

  ⑤市役所別館前  

  ⑥長瀬入口  

  ⑦江間いちご狩りセンター前 

令和5年1月17日(火) 

 毘沙門天大祭だるま市 

令和5年1月3日(火) 

※会場付近に駐車場がないため、大仁駅   

 前有料駐車場をご利用ください。 

   ●時間：9：30～15：30 

  ●場所：市内大仁区 (雨天決行) 

      「大仁梅林」及び「大仁神社境内」 
      (伊豆箱根鉄道大仁駅より徒歩5分） 

令和5年2月19日(日) 

 おおひと梅まつり 

写生コンクール 、演芸各種、 

甘酒無料サービス（予定）  

【問合せ】伊豆の国市観光協会         

           TEL 055-948-0304  ～伊豆の国市観光協会主催～ 
・会場/湯らっくす公園特設会場 

・時間/１４：００～ 

  鵺ばらい祭 

令和5年1月29日(日) 

              

                

 

 

 

 

             ***ご協力いただいた事業所様のご紹介【順不同・敬称略】*** 
①郵便局(韮山郵便局)②ＩＴ業(㈱アーティスティックス)③金融サービス業(三島信用金庫 韮山支店)④養護老人ホーム(長岡寮湯の家)⑤手話通訳士(伊豆

の国市 障がい福祉課)⑥ラジオパーソナリティ(ＦＭいずのくに)⑦ＷＥＢデザイナー(ＮＥＸＴ ＦＵＴＵＲＥ)⑧弁護士(伊豆中央法律事務所)⑨小売業(㈲

竹村昇商店)⑩医薬品製造(旭化成ファーマ㈱)⑪社会保険労務士業(ふるや社労士事務所)⑫塗装・看板(㈲長栄塗装工業)⑬農業(ＪＡ富士伊豆 青壮年部)⑭

芸者(伊豆長岡芸能事業協同組合)⑮保健師(伊豆の国市 健康づくり課)⑯警察官(大仁警察署)⑰生花販売(㈲その生花店)⑱介護職(ぬくもりの里)⑲ダクト製

造、ダクト施工(㈱凌勇興業)⑳葬祭業(㈱ＪＡメモリアルセンター)㉑医療業(伊豆保健医療センター)㉒石材業(㈲山口石材)㉓自動車整備(㈲渡辺自動車)㉔造

園業(㈲オリモ)㉕一般建設業(㈱中村重機工業)㉖電気工事(大沢電気㈱)㉗一般廃棄物収集運搬業(㈲長岡環境サービス)㉘調理師(一社）伊豆誠心調理師会) 

    まだ間に合う！！必要な対応とその準備 

■日 時：令和５年１月１９日（木） １４：００～ 

■会 場：伊豆の国市商工会館本所 2階大会議室 

■講  師：山尾 秀則 氏  

※この講習会で消費税の制度を再確認し、登録まで完了できます 

免税業者も無関係ではありません！ 

令和５年１月２１日(土)、２２日(日) 
（時間） １０：００～１４：３０ 

・全国有名店・市内市外パンの販売 

・パンコンテスト実技審査 

・ちびっこパン作り体験教室 

・大仁警察署（生活安全課・大仁防犯協会・ 

 交通課・交通安全協会） パトカー展示・ 

  ゲーム・クイズなど 

・親子で体験！パンゲーム 

〈ステージイベント〉 

・参加&体験型パンイベント  

・大仁中学校吹奏楽部演奏会 

  

パン好きな方にはたまらない 

楽しいイベント盛りだくさん♪♪ 

主催・問合せ先：伊豆の国パン祖のパン祭実行委員会 

                 (伊豆の国市産業部商工課内) 

                  TEL 055-948-1415 

後    援   ：伊豆の国市商工会 

（雨天時あやめ会館3階）   〈中学生対象〉 

11/12(土)韮山中学校にて   

ラジオ局ブースの様子 

            

 

      
 

 

       

   

 

   《相談日》 毎月第1水曜日 （要予約） 

●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   /事業者・創業予定者 

              

  法律相談 

掛川みなみ商工会 

  労務相談 

  金融相談 

●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 定例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 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、専門家による経営に関する 

相談を一括して行うことができます。 

（会場）伊豆の国市韮山文化センター 

     （韮山時代劇場） 

◇第1弾券 令和5年1月  5日(木)17時迄 
                  

◇第２弾券 令和5年2月20日(月)17時迄 
 

     上記の日時までに商工会へご持参下さい 
 

   ・第1弾と第2弾は最終換金日が違います。 

    ・それぞれの最終換金日以降は換金ができません 
商工会の年始業務開始日：1月4日(水) 8：30～ 

振込：令和5年1月13日(金) 

振込：令和5年2月27日(月) 

  （よろず支援拠点） 

  DX 関連 

参加費 

 無料 

 本セミナーは2部制で実施します。1部のみ、2部のみのご参加も可能です。 

第１部 14：00～16：00 山尾税理士によるインボイス制度講習会 

・インボイス（適格請求書等保存方式）とは？ 

・インボイス制度はうちにも関係ある？ 

・インボイスで何が変わる？ 

・これからのスケジュールは？ 

第２部 16：00～17：00 三島税務署による登録申請相談会 
・インボイス発行事業者の登録申請書の記載方法や注意点や申請の 

  手続きについて。(申請書はその場で申請書にご記入、提出もできます) 

  【お問合せ】伊豆の国市商工会 本所（担当：鳰川） TEL055-949-3090   

定員 30名 

税理士法人 坂本＆パートナー 所長   

税理士・中小企業診断士          

＊対象店舗⇒    PayPayｱﾌﾟﾘの「近くのお店」 から、応援ﾏｰｸの表示がある PayPay利用可能事業所。   

＊ﾎﾟｲﾝﾄ付与は、支払日から30日後   ＊予算が終了次第、終了 ■お問合せ：伊豆の国市産業部 商工課 055-948-1415                      

●日程 / 1月  11日(水) ・ 〈よろず支援拠点/DXのみ〉17日(火) 

        2月    1日(水)   

         3月    1日(水) 

■期間 令和５年１月５日（木） ～１月31日（火）  

■１回の会計の ﾎﾟｲﾝﾄ上限  2,000円（お買い物¥10,000）  
■期間中のﾎﾟｲﾝﾄ上限     5,000円  

【講師】 

11月30日(水)・12月1日(木)３年ぶりの視察研修を行いました 

大河ドラマ館と 

鎌倉古道に続く 

お寺などご案内 

  江川邸、 

大河ドラマ 

館をご案内  

岡部町商工会 

●時間：7：30～ だるまの販売 

●場所：国清寺前 
      （伊豆の国市奈古谷1240-1 ） 

毘沙門天は国清寺の鎮守で、七福神の一人

です。奈古谷の国清寺毘沙門堂で毎年１月３

日早朝(７時30分～)に開催され、だるまの販

売が行われます。 
＊一般の参拝は新型コロナ感染防止の観点から自粛いた

だいております。 

「おもてなし交流事業」 

 特産品のオリーブを活かした 

 商品開発などは今後の参考と 

 なるものでした。又、伊豆の 

国市のPRも行ってきました。 

(要予約) 

注意 

令和5年 

1月5日(木) 

  より 

第17回                      


