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◎日 程 ＜全3回＞令和3年9月3日(金)、9月6日(月)、9月9日(木)18時30分～21時30分 
   【予定】 ＜塾受講者個別相談＞令和3年9月13日(月)、9月15日(水)、9月17日(金) 日程の内1時間 

◎場 所  伊豆の国市商工会 本所 2階会議室(伊豆の国市四日町290） 

◎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。 

受講料無料 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：伊豆の国市役所農業商工課：TEL 0558-76-8003 

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 

○お問合せ・お申込：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 

 「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！ 

  

 

  

商工会令和3年度標語 
 

「地域に活力を！ 

 そこにはいつも商工会」  

業種 人数 

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   

〇募集予定：第6次〆切 令和3年10月1日 / 第7次〆切 令和4年2月4日 
〇そ の 他：補助金の申請には、事業計画書を作成する必要があります。作成は商工会の職員が 

      お手伝いすることが出来ますので、是非お申込み下さい。 

      尚、事業計画書の作成には少なくとも1ヶ月程度が必要ですので、なるべくお早めの 

      ご相談をお願いします。 

〇メリット：事業計画書を作ることは、自身の事業を客観的に見る必要があり、計画的に新規 

      事業を進めることが出来た。（採択者様の声） 

〇問合せ先：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 
 

過去の採択事例集 採択された事業の多くが広報費、機械器具の購入、店舗改装などです 

☞ 

業種 事業事例 

建設業 施主もリフォーム工事に参加するための素人でも使用できるハンドドリルを購入 

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 

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 

車板金修理 最新故障診断機の導入による新規顧客開拓 

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 

小売業 自社オリジナル商品化粧箱の作成 

飲食店 店頭でのテイクアウト惣菜販売の為の、保温器やショーケースの購入 

飲食店 高齢者向けに床張りの店内を掘りごたつに改装 

飲食店 テイクアウトの商品ラインナップを増やすために真空包装機を購入 

飲食店 店内の和式トイレを洋式トイレに変更 

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 

 

                       
 

～プロじゃなくても大丈夫！SNS映えする魅力的な写真を撮ろう～ 
本講座ではスマホやデジカメを使用した写真の撮り方・活かし方の販促手法をお伝え致します。 

インターネット上にアップする写真に求められる要素や、ホームページやネットショップから売上向上

に繋げるための写真のコツ、そして撮った写真をインターネット上にアップする手順を解説致します。 

    

  普段お使いのスマホやデジカメをご持参のうえご参加下さい 
 

●日 程  令和3年8月26日（木）19：00～21：00        

●場 所  韮山文化センター 映像ホール 

      【韮山時代劇場】（伊豆の国市四日町772） 

●受講料  無料（要予約）  

●定 員  40名（先着順） 

●問合せ・申込  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  

講師 馬橋 明里 氏 

受講料無料 

まずはお電話ください。☎055-949-3090（伊豆の国市商工会本所) 

 各種共済について詳しくご説明、ご提案させていただきます。 

  福祉共済〔けが・掛金は月々2,000円～〕の補償でご家族全員の賠償事故、最高2億円をカバーする個人賠償責任保険が  

  ついてきます。また、熱中症の補償が付帯されています。 

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


 

 梅雨が明け、真夏を迎える時期になりエアコンや

扇風機を手放せなくなりました。加えて今年はコロ

ナウイルス感染症対策でエアコンを自分で洗浄した

り、換気用に扇風機の使用機会が増えることが予想

されます。しかし使い方を一歩誤ると事故につなが

るケースが多く、注意が必要です。 

 エアコンの事故は、この5年で260件余りが報告さ

れ、エアコンを使い始める7月～8月が一番多くなっ

ています。その9割以上が火災になっていて死者も

出ています。原因で一番多いのは、内部の洗浄に伴

う事故であります。今年は新型コロナウイルスの影

響で身の回りを清潔にしたいという考えで、家族以

外や業者などを家の中に入れたくないという人もい

て、エアコン内部を自ら洗浄しようというケースが

増えているのではないかとみられています。しかし

十分な知識がないまま洗浄すると危険が伴います。  

 噴霧した洗浄剤の一部が電子基板などの電気部品

に付着すると、その水分によって電気の通り道がで

きて異常発熱が起き、やがて出火するケースになり

ます。エアコンは機種によって内部構造が違いま

す。洗浄はメーカーや業者に依頼するのが基本であ

ります。どうしても自分で洗浄する際には、洗浄液

が基板や電気配線とファンモーターなどの電気部品

にかからないようにする注意が必要です。 

 
◎日時 8月13日（金） 

    18：00～20：30 

◎場所 伊豆の国市商工会 

  〈伊豆長岡支所〉 

✔ 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 

【お問合せ】伊豆の国市商工会 伊豆長岡支所  

      TEL 055-948-5333 

※要予約 

            

 

      
 

 

       

   

 

●日 程    毎月第1水曜日（原則）【要予約】 

          8月4日・9月8日・10月6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） 

●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 

            

 

      
 

 

       

   

 

●日 程    毎月第4水曜日（原則）【要予約】 

         8月25日・9月22日・10月27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） 

●講 師     森山 直徳 氏 （専門家コーディネーター） 

●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 

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。 

 

 

１ 補助金概要：以下の飲食店を営む事業者が新型コロナウイルス感染防止対策のため設備や消耗品の購入に要した 

        費用を補助します。補助上限額までの対象費用が全額補助されます。 

  ①ふじのくに安全・安心認証制度の認証を受けた飲食店  

  ②認証制度の対象となる飲食店であって、認証を受けるために申請しているもの 

２ 補助対象期間：領収書に記載された支払日の期間が、令和2年1月6日（月）～令和3年12月31日（金）までのもの 

３ 詳しくは下記までお問合せ下さい  

  ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度事務局 TEL 0570-020-112 

 （平日午前8時30分から午後5時15分まで） 

 

 静岡市葵区の静岡県男女共同参画センターにて令和3年7月12日に開催された、令和3年

度商工会青年部主張発表大会において伊豆地区代表として出場した、伊豆の国市商工会

青年部所属「一二三鮎や」の井川弘二郎さん（伊豆の国市大仁）が優秀賞の県青年部連

合会長賞に選ばれました。 

 井川さんは、「青年部活動と地域の担い手育成『伊豆の未来につなげ 思いのリ

レー』」というテーマで、市内中学生向けに地元にある職業を知ってもらう為に青年部

で主催した「職業フェア」を通し、得たものを発表しました。当日は県内商工会青年部

員約140名（WEB参加含む）が出席する中、県内5地区の代表が出場し、青年部の成果や

地域振興に対する思いを発表しました。 

 次に多い事故が電源コードの改造です。コードとコード

をつないで使用すると、接触不良により発熱し火災になり

ます。またコンセントまで届かないからと言って、延長

コードを使うのも危険です。エアコンは電源を入れたとき

に最も電流が流れ、定格の数倍の電流が一時的に流れ、延

長コードのタップ内が異常発熱し、出火することがありま

す。このため、エアコンは専用のコンセントを使うことを

奨めます。 

 これ以外では、虫が室外機と本体をつなぐ配管部分から

侵入し、排水ホースの中に入るなどして、エアコン本体に

入り込んでしまうことがあります。その虫が電子基板にフ

ンをするとショートして発熱し、火災になった事故例もあ

ります。対策としては、虫のえさになるような植物を室外

機の周りに置かないことや、落ち葉などは取り除いてきれ

いにしておくことで防ぐことができます。 

 扇風機の事故も起きています、涼むだけでなく、新型コ

ロナウイルス感染防止のため部屋を換気に使う機会も増え

ているので、注意が必要です。事故例では20年以上使って

いた扇風機の首振り部分の断線で焼けてしまった例があり

ます。 

 今では、各メーカーは安全上問題なく

使うことができる期間を表示することが

義務付けられています。この期間を過ぎ

ると、故障する確率が高くなるので、こ

の機会に自宅の製品の確認をしてみては

いかがでしょうか。 

〈会長コラム〉 

 
令和3年度は２種類！ 
 

①キャッシュレス 

    決済ポイントバック 
 

②紙の商品券 

販売開始：令和３年９月１日(水) 
    有効期限： 令和3年12月31日(金) ＊4ヶ月間 

 
＊世帯全員がスマートフォンやタブレット端末を持っておらず、キャッシュレス決済が使用できない世帯に限ります。 
 

★ 〈紙の商品券〉  
                

    

 

 
 

 キャッシュレス決済を使用できない人 （対象：伊豆の国市民） 

●販売金額  500円券20枚つづりで10,000円分を￥8,000で販売 
 

●券種     共通券10枚と専用券10枚の計20枚 

                         
 ＊キャッシュレス決済を利用している、またはインストールすることで利用可能になる人 
 

★〈キャッシュレス決済ポイントバック〉             

 
 

 キャッシュレス決済を使用できる人（市内・市外問わず） 

〈お問い合わせ先〉伊豆の国市農業商工課 電話番号：0558-76-8003 

市内対象事業所で「キャッシュレス決済」を使用して買い物等をした場合、 

利用者に最大20％のポイントを付与します。 

〈プレミアム商品券参加事業所〉  商品券取扱店は、伊豆の国市ホームページで確認できます。          
〈キャッシュレス決済参加事業所〉 キャッシュレスアプリ内で検索下さい。 

【購入を希望する場合】（事前の申し込みが必要です） 
8月中に伊豆の国市役所へ申込書を提出する 

（申込用紙は市役所各庁舎にありますので、記入して郵送または各庁舎備え付けのポストへ投函して下さい） 

 
 

その後、伊豆の国市より購入引き換え券が届くので、販売窓口へ提示して購入。 

〈注〉キャッシュレス決済を利用できる世帯は紙の商品券を申請することはできません。 

～プレミアム商品券は市内のプレミアム商品券参加事業所でお取り扱いします～ 

   〈抽選〉 

3,000冊限定 

発表する 

井川弘二郎さん  

求人をお考えの企業・商店さま 〈登録いただけると〉 

・しずおか就職netへの登録・掲載をサポートします 

・移住支援金認定企業登録（県制度）のお手伝いをします 

・サポートデスク独自サイト内で会社の魅力発信ができます 

※いずれも静岡県の制度に沿ったもの（県委託事業）ですので費用は一切かかりません 

★お問い合わせ★ 

しずおか人材サポートデスク 

伊東デスク 西島義勝 
   TEL 090-1290-4439 
【受託事業者】 

    株式会社 東海道シグマ 


