
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 

 

 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 
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「目指せ！日本一の地域企業力     

       ふじのくにの商工会」」」   

 

 

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」 

    ・反射炉ブランド認定事業 

    ・異業種交流推進事業によるアンテナショップの開設  

    ・巡回支援ツールを活用した巡回訪問の強化と充実 

    ・国、県の緊急経済、雇用対策事業等利活用の促進 

    ・創業、経営革新指導体制の拡充(金融機関との連携強化等) 

    ・ＢCＰ「災害時事業継続計画」の策定支援   

    ・農商工連携地域資源活用事業の推進  

    ・地域企業のアピール事業の推進(メディアの活用等) 

 ・伊豆の国市グランドデザインの検討 

 

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」 

    ・韮山反射炉世界文化遺産登録に係るまちづくりへの 

          積極的な参画による地域振興の推進 

          （反射炉プロジェクト実行委員会の運営強化） 

    ・事業承継に関する情報収集の強化 

    ・地域資源を活用した地域づくりの研究 

    ・行政、地域関係団体との連携強化 

 
 

 

       

   

 

～～平成26年度 伊豆の国市商工会通常総会開催～～ 

 市内のあらゆる資源を活  

用し、できるだけ多くの  

関係者が連携して取り組も 

うとしている反射炉プロジェクトを、伊豆の国市の 

経済活性、成長戦略の第1弾と位置づけ中長期的視点 

で取り組んで参りたいと考えています。 

 また、市当局と市内の経済関係団体が連携して 

取り組む仕組みを提案しています。市長を中心とし 

た伊豆の国市の戦略会議であります。   

 地方分権の時代だからこそ、伊豆の国市の将来を 

共有する関係者の合意が大切であります。 

 農商工連携や6次産業化が叫ばれておりますが、 

その前提となるのが同じまちに暮らし、将来を共 

有する人々の連携であります。 

 商工会は、力の弱い小規模零細事業者が、生き抜 

くために作られた共助組織です。役職員一丸となっ 

て共助力の増大に努めます。更に、事務局による経 

営指導のサービスや政府の成長戦略を支える中小企 

業施策の周知等を通じて、会員事業者の更なる自助 

努力を促して参ります。加えて、小野市長、土屋県 

議並びに県連の絶大なご尽力をお願いする形で公助 

の増大を、得たいと考えています。 

 商工会が、自助・共助・公助の増強を通じて、地 

域力の中核となることで、暮らし易いまちづくりと 

地域経済の活性化の道筋を見出したいと考えており 

ますので、会員各位のご支援とご協力をお願い申し 

上げます。 

会長挨拶 

重点項目 

【予算】平成26年度一般会計（平成26年4月1日～平成27年3月31日） 

伊豆の国反射炉ブランド認定商品募集!! 
伊豆の国反射炉ブランドとは・・・ 

 伊豆の国市商工会が反射炉プロジェクトの一環として、『いずのくに再発見』をテーマに、伊豆の国市らしい、魅

力ある逸品をブランド認定し、市内外に広くPRすることで、伊豆の国市をもっとよく知ってもらうきっかけとして、

また、伊豆の国市の自慢の逸品を全国に向けて発信する取り組みです。 

1 登録対象 

・食いしん坊ぬえ左衛門  部門・・・食料品（飲食店メニュー含む） 

・ものづくりてつざえもん 部門・・・工業製品（工芸品含む） 

・観光、体験狩野川城山  部門・・・サービス 

2 登録品目数 1事業所概ね3品程度  

3 

募集要件 

（要件を全て 

満たすこと） 

①伊豆の国市内で生産又は、加工されていること。 

②伊豆の国市内に事業所を有すること。 

③原則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

当分を手数料として徴収。 

④各種法令に違反していないこと。 

4 

認定基準 

（食料品、サービスにお

いては①～④の条件を全

て満たすもの） 

①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、イメージアップになること。 

②商品に対するこだわり、アイデアを有すること。 

③味、見栄え、独自性に優れていること。 

④価格が適当であること。 

⑤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。 

5 
第一次申請受付期間 

申請方法 

2014年5月22日～6月8日まで。 

申込には別紙申込用紙を使用。FAX可。 

第二次募集〆切 9月末。第三次募集〆切 12月末。 

6 ブランド認定料・更新料 無料（非会員は認定時及び年度毎に会費相当分を徴収） 

7 
ブランド認定 

選考方法 

認定委員会を組織し、概ね四半期程度ごとに認定会を開催する。 

認定委員は、商工会長、学識経験者、市民等を選出し、審査、認定をする。 

8 
ブランド認定に 

よるメリット 

①2014年8月1日南條にOPENするアンテナショップでの販売が可能。 

②メディア等によるPR活動が可能。 

③Ｂ to Ｂ（企業間取引）をサポート。 

④認定されるとブランド認定証の掲示や、商品へ認定ステッカーの添付が可能。 

9 お問合せ先 伊豆の国市商工会 本所 TEL055-949-3090 FAX055-949-2740 

10 ブランド認定審査 ブランド認定審査会は6月下旬開催。結果発表は7月上旬を予定。 

今年2月11日に東駿河湾環状道路と伊豆中央道が連結致しました

が、皆さん、実際に走ってみてのご感想は如何でしょうか。136号

線の南条交差点が、信号待ちしなくても通過できます。三島駅の

北側への通勤が大変楽になったと聞いています。暮らしやすさと

いう点では明らかに効果があります。住みたいまちに一歩近づい

たと言えると思います。次は、訪れたいまちづくりであります。 

まさに、そのチャンスが訪れようとしています。6月28日には、

圏央道が東名の海老名JCと中央道の高尾山JCの間が開通します。

昨年、交流を始めた八王子まで1時間半で行くことができます。頼

政公のご縁の群馬県高崎市までの時間距離が大幅に短縮されま

す。あやめ祭りの交流を、かつての規模に拡大するチャンスであ

ります。 

反射炉応援団が、市民の関心を高める活動を展開しています。

丹庵公の偉業は郷土の誇りであり、反射炉はその象徴だと市民に

訴えるべきだと考えています。明治日本の産業が目覚ましい発展

を遂げた背景は、植民地化されなかったことが、最も大きな要因

であります。それを、具体的に見せつけたのが、丹庵公という次

第であります。5万人の市民が我がまちの誇り・反射炉と丹庵公を

共有することが、伊豆の国の将来に大きな希望を与えると考えて

います。反射炉に続いて、2020年のオリンピック、パラリンピッ

クも大きなチャンスであります。東京は、パラリンピック開催を

通じて、障碍者にも高齢者にも優しいまちづくりを意図している

と言われています。首都圏に近いという伊豆の特徴が、改めて見

直される機会ではないでしょうか。伊豆が、バリアフリー対応の

先進地という取組は如何でしょうか。 

 
 

 

       

   

 

“ふる里を 考  えるコラム” 考 
 

 

    第3の矢「成長戦略」    
「アベノミクスがまだ来ない」という方がいますが、”まだ来

ない”ではなく、待っているだけではいつまで待っても来ないと

いうのが正解です。何故なら、安倍政権が作った第3の矢と言わ

れる成長戦略は、霞が関の官僚が考えた「支援策」に過ぎず、成

長戦略の当事者は民間事業者だからです。序でに言えば、第1の

矢の「金融緩和」は日銀、第2の矢の「財政出動」は政府が実施

主体であり、やりやすいところから進めたという次第です。 

マスコミの論調で、成長戦略の成果が見えてこないといって

いますが、元々そう簡単に答えが見いだせるものではありませ

ん。それより、待っているだけでは答えは出ない、自分で取りに

行く積極性が必要だとの報道に期待しています。 

中小企業庁が発行する「中小企業施策利用ガイドブック」

に、中小企業、特に小規模事業者が取り組もうとする成長戦略の

支援策が、詰まっています。ミラサポというウェブサイトもある

そうです。冒頭の利用の手引きに「本書は、震災対策・資金繰り

支援をはじめとした重点施策を含め、中小企業の方がご利用にな

る際の手引書として、各支援制度の概要を紹介するものです。」

と、書かれています。 

  1、経営サポート;技術力強化、ベンチャー支援、知的財産支

援、再生支援、雇用・人材支援、海外展開支援、経営安定支援、

小規模企業支援。2、金融サポート、3、財務サポート、4、商業・

地域サポート、5、分野別サポート、6、相談・情報提供の6つの

ジャンルに分かれています。 

商工会事務局は、自らを、中小企業庁と会員の多数を占める小

規模事業者の中立ちと位置づけ、一人でも多くの会員事業所が手

を出せる支援策を見つける手助けをしようと取り組んでいます。

そのためには、職員ひとり一人がガイドブックの内容を精査する

必要があり、同時に会員事業所の事情も知らなければならないと

いうことで、取組を始めました。 

元々、駆け込み寺、浅く広く等々が、商工会の経営指導の実態

です。今回の取組が、職員の資質の向上に繋がると共に、会員事

業所の事情に精通するという効果も期待します。まさに、商工会

の事務局並びに個々の職員にとっても正念場を迎えています。 

青年部の活動にも大きな期待を持っています。文字文化の時代

に育った親父さんの世代が最も苦手とするデジタル情報の世界で

の対応を、青年部に提案しています。自分の事業所の将来に向け

ての成長戦略こそ、次世代の当事者である青年部員が必至に取り

組まなければならない最大の課題でありますので、ネットを駆使

して、自分の事業所に最も適した政府の支援策を見つけ出そうと

呼びかけています。 

会長 土屋龍太郎 

認定ステッカー 

伊豆の国反射炉ブランド事業始動!! 



 

  

 伊豆の国市商工会では毎月第

二日曜日にアピタ大仁店内にて

建築無料相談を行っておりま

す。伊豆の国市商工会の建設部

会の役員が新築、増改築、リ

フォーム、お庭やカーポートな

ど、住まいに関する疑問なら何

でも無料で相談に応じます。 
  

☆開催日時☆  ☆開催時間☆ ☆開催場所☆ 

毎月第二日曜日 11:00～15:00  アピタ大仁店内 

 

   

 

 
 

 

 

6/8 
（日） 

商工会青年部通常総会商工会青年部通常総会商工会青年部通常総会   新青年部長に新青年部長に新青年部長に   武田 友良 氏武田 友良 氏武田 友良 氏   (土屋モータース(土屋モータース(土屋モータース：：：伊豆の国市南條)伊豆の国市南條)伊豆の国市南條)   

 青年部新役員(敬称略) 

 

【部 長】武田 友良  土屋モータース 

【副部長】佐藤 淳一  長岡自動車工業㈲ 

【副部長】村越 英明  POMODORO 

【会 計】大矢 健晴  晴照造園 

【常任委員 (総務・正)】杉山 雅一 杉山商店 

【常任委員 (総務・副)】津田 憲一 伊豆活魚 

【  〃  (研修・正)】石川 裕康 ㈲イシカワ電気 

【  〃  (研修・副)】秋田 豊  ㈲清水新聞店 

【  〃  (事業・正)】町田 一剛 町重商店 

【  〃  (事業・副)】大沢 真彦 大沢電気㈱ 

【  〃   (県青連)】瀬尾 和寿 カズ＆アイ 

【相談役】前田 泰宏 ㈲マエダ美化 

【監事】石橋 剛  ㈲石橋修建築設計室 

【監事】加藤 光裕 ㈲伊豆プラ 

 伊豆の国市商工会青年部では 

去る4月20日(日)平成26年度通常 

総会をホテルサンバレー伊豆長岡

(本館)にて開催しました。 

 議事では任期満了に伴う役員改選

が行われ、新部長に武田友良氏が選

任されました。 

 また、26年度事業計画では青年部

の組織強化活動の実施を重点事業と

して掲げその他、他団体事業への協

力などの事業計画についても説明が

され、その他議案もすべて承認されました。 

 総会では、優良部員表彰として秋田 豊(㈲清水新聞店)

が表彰され、本年度青年部を卒業する石橋剛氏(㈲石橋修

建築設計室)、加藤光裕氏(㈲伊豆プラ)、熊谷修一氏(㈲ア

イ工芸)、渡辺紳太郎氏(㈲柳月)の4名に感謝状が送られま

した。 

企業に役立つ各種共済情報 

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主または会社等の

役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に生活の

安定等を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で

す。いわば「経営者の退職金制度」といえます。 

►全国で約120万人の経営者が加入 

►掛金は全額所得控除 

►無理のない掛金 

    月額1,000円～70,000円の範囲で自由に選択 

・共済金の受け取りは一括・分割・併用の3タイプ 

  受け取り時にも税制面での大きなメリット 

  (退職所得扱い・公的年金等の雑所得扱い) 

(例) 掛金月額10,000円の場合（一括受取例） 

         〔事業をやめた時〕〔退職.子への譲渡〕 

►20年 掛金２４０万→  ２４８万    ２４１万円 

►30年 掛金３６０万→  ４３４万    ３８３万円 

・常時しようする従業員が２０人以下（商業・サービス業  

  では５人以下）の個人事業主および会社の役員 

経営セーフティ共済は、万一取引先が倒産し、売掛金債権等が回

収困難になった場合に、共済金の貸付が受けられる制度 

です。「もしも」のときの資金調達として当面の資金繰りをバッ

クアップ、連鎖倒産から企業を守ります。 

►現在全国で約３０万社が加入 

►掛金は損金又は必要経費に 

►無理のない掛金 年額5,000～80,000円の範囲で自由に選択 

►掛金１０倍の範囲内で最高３２００万まで貸付 

＊掛金は掛金総額が320万になるまで積み立てられ、掛金総額 

 が掛金月額の４０倍に達した後は掛止めもできます。 

►加入条件は中小企業者で引続き１年以上事業を行っている方 

►貸付条件は「無担保・無保証人」、５年償還です。 

►共済解約の場合→１２ヶ月以上掛金納付の場合８０％～ 

１００％が解約手当金として支給されます。 

 ◆詳しいお問い合わせはこちらまで◆ 

中小企業基盤整備機構 共済相談室 050‐5541－7171 

事業所名 代表者名 事業所名 代表者名 事業所名 代表者名

㈲ダイコー美装 湯浅　裕二 BRANCH 河内　美也 ㈲松下建築設計事務所 松下　安男

鳶業 中村　裕次 ㈱FMいずのくに 西島　常祥 ㈱伊豆の国観光サービス 森川　直紀

大工業 阿部　忠行 生活建築工房すぎやま 杉山　　斉 ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ  ﾜﾀﾅﾍﾞ 渡邉　章彦

すまコーヒー 久保井 美保子 井出建材 鈴木　敦之 司法書士山田茂樹 山田　茂樹

青年部長 前田　泰宏 カザマ建築設計 風間　健一 山下建築 山下　　茂

あぅん 遠藤　弘子 西庵 西村 美和子 たまりば髪之助 和田　　匠

勝又春一税理士事務所 勝又　春一 居酒屋お帰りやす 下浅 松次郎 鈴香総業 鈴木　香司

苺農業 日比野 一高 Pizzeria Kanchano 神田　幸紀 らーめんの波平 山下　好弘

伊豆中央法律事務所 尾沢　勇紀 ナガオカ歯科医院 渥美　元康 田方たばこ販売協同組合 吉田　恒巳

美米ら（うまいら） 木内　安彦 公文式長岡北教室 浜村　博子 不動産賃貸業 勝村　次郎

サークルK伊豆の国四日町店 角谷　良太 柚香 日吉　春子 不動産賃貸業 室伏 さなえ

スナック　サンルイ 郡山　敬子 お好み焼き　かづき 橋場　一隆 不動産賃貸業 杉原　辰雄

西川はり灸指圧接骨院 西川　元徳 山口技工 山口　金作 桑原建材 桑原　久蔵

あきほ工業 大川　昌彦 西山仮設工業 西山　充哉 ㈱和弘産業 田丸　尊雄

小町 平田 由美子 不動産賃貸業 杉山　和美

 

●転嫁に関する問い合わせ。 

●広告、宣伝に関するお問合せ。 

●消費税の総額表示に関するお問合せ。 

●便乗値上げに関するお問合せ。 
 

その他、取引先からの消費税の転嫁拒否などお

困りのことは伊豆の国市商工会までお問合せ下

さい。伊豆の国市商工会 TEL 055-949-03090 
 

または 消費税価格転嫁等総合相談センター 

    専用ダイヤル 0570-200-123 

消費税増税より2ヶ月が経過しましたが、

下記のようなことはございませんか？ 

 

青年部長に就任した 

武田友良さん 

平成25年度新会員の皆様です・よろしくお願いします 

  

 

  

  

サンプル画像 

この春、今まで1種類だったぬえ左衛門の公式デザインが新しく

増えました！この機会に、お店や会社の商品や宣伝にぬえ左衛門

のデザインを使ってみてはいかがでしょうか？ 

 新デザインは近日アップ予定ですが、デザインの利用方法につ

いての規約や詳細は、ぬえ左衛門公式ＨＰに掲載しています。 

 その他ご不明な点等ありましたら、伊豆の国市商工会本所まで

お問合せ下さい。 
 

ぬえ左衛門公式ＨＰ：http://nuezaemon.net/ 
 

Facebook：https://www.facebook.com/nuezaemon 

アピタ大仁店内 

H25.4.1～H26.3.31（敬称略） 

   1、地域活動事業（反射炉プロジェクト事業支援） 

2、婚活支援事業  

3、おもてなし交流事業(全国女性連合会事業) 

4、地域資源や文化を見直し、それらを活かした事業の研究 

  (地域モデル事業支援) 

5、部員の健康維持と資質向上のための講習会・講演会の実施 

6、経営のパートナーとしての情報収集と部員相互の仲間づくり 

7、環境活動(3地区花壇整備・県アダプトロード事業への協力) 

8、各種イベント、献血推進運動への参加 

9、県連、伊豆地区連事業への参加協力 

10、先進地視察研修の実施。   
 

  あなたも伊豆の国市商工会女性部の仲間になりませんか。  

  詳しくは事務局まで！ 

(*^。^*) 

仲間っていいものですね。 

重点 

項目 

5月15日 長岡区民館 あやめの宿 

 
「けが」の補償仕事中の事故、日常の事故、交通事故、地震や噴火、津波も補償  

◎掛金は、年齢、性別、職種に関係なく一律です。 

◎満80歳までにご加入いただくと、満85歳まで継続加入いただけます。 

「病気」の補償「病気の補償もしっかり欲しい」という方は医療特約をプラス 

◎掛金は、年齢、性別、職種に関係なく一律です。 

◎満74歳までにご加入いただくと、満80歳まで継続加入いただけます。 

「がん」の補償「がんの補償がしっかり欲しい」という方は「がん」補償タイプ 

◎掛金は、年齢、性別、職種に関係なく一律です。 

◎満74歳までにご加入いただくと、満80歳まで継続加入いただけます。 

「「「生命」の生命」の生命」の保障保障保障   万一の病気や不慮の事故での死亡・高度障害に備える大型保障万一の病気や不慮の事故での死亡・高度障害に備える大型保障万一の病気や不慮の事故での死亡・高度障害に備える大型保障 

死亡・高度障害共済金に特化した最高6,000万円の大型保障 

年齢、性別により共済掛金は異なります。満6歳~65歳 加入期間は10年間 

詳しくは伊豆の国市商工会まで TEL 055-949-3090 

 


