
【4/30 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】  

 

■高山市で国・県・市の施策情報（高山市） 

分かりやすくまとめていただいた資料がありますのでご覧下さい 

http://www.takayama-

cci.or.jp/cgibin/whatsnew/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=120429092742 

 

■持続化給付金 個人事業 100万円・中小企業 200 万円（国） 

個人事業主 

http://www.takayama-

cci.or.jp/cgibin/whatsnew/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=120427150115 

 

中小企業 

http://www.takayama-

cci.or.jp/cgibin/whatsnew/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=120427150319 

 

申請ガイドが公開されていますので 該当される方は必要書類等をご準備しておいてくださ

い 

 

申請は電子申請のみとなります  

申請のサイトの解説は予算成立翌日 5/1 明日を予定されています 

分かり次第 皆様にお知らせします 

 

■休業協力金（岐阜県） 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/shingata_corona_kyugyoyosei.html 

 

対象業種の方で休業された方に限られます 

申請受付が始まっています（～5/20 まで）該当される方はお忘れなく 

電子申請のサイトが開設されました 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/kyouryokukin-shinsei.html 

 

■新型コロナウイルス感染症対応事業者応援補助金（岐阜県） 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/shokogyo/shokogyo-

shinko/11351/koronaouenhojyo.html 

 

明日から募集開始となります（6/5 まで） 

 

【5/1 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

■持続化給付金 個人事業 100万円・中小企業 200 万円（国） 

申請サイトが開設されました 

https://www.jizokuka-kyufu.jp/ 

 

【5/1 Vol.2 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

---------------------------------------------------------   

■持続化給付金 個人事業 100万円・中小企業 200 万円（国） 

http://www.takayama-cci.or.jp/cgibin/whatsnew/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=120429092742
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--------------------------------------------------------- 

申請サイトが開設されました 

https://www.jizokuka-kyufu.jp/ 

日中はサーバーが混みあい、なかなか進めないとの連絡が多数ありましたが 

徐々に改善され、市内でも申請完了された事業者の方もいらっしゃるようです 

※飛騨地域での相談窓口開設は今月下旬の予定 

 

---------------------------------------------------------   

■新型コロナウイルス感染症対応事業者応援補助金（岐阜県） 

---------------------------------------------------------   

補助制度は３種類、事務局は２事務局  

 

＜サービス産業＞ 

＜製造業その他産業＞ 

岐阜県商工会連合会 

https://r.goope.jp/srp-21/free/gifujizokuka 

 

＜新たなチャレンジ＞ 

岐阜県産業経済振興センター 

https://www.gpc-gifu.or.jp/fund/challenge/index.asp 

 

申請を検討されている方は 

高山商工会議所までお問合せください 

---------------------------------------------------------   

■納税猶予（国） 

---------------------------------------------------------   

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_01.pdf 

納税猶予の特例制度について 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf 

 

 

 

【5/5 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

○現在、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、岐阜県において、県下全域の事業者の対

象施設に対して休業要請・協力依頼が行われておりますが、下記のとおり休業要請等の期間

が延長となることが決定されました。 

 

要請期間  ４月１８日（土）～５月３１日（日） 

 

○休業要請等の対象施設につきましては、前回から変更はございませんが、下記の岐阜県公

式ホームページでご確認くださいますようお願い申し上げます。 

○県の発表では、今回の休業要請等の期間延長に伴う協力金の支給は予定されておりません。 

 

【問い合わせ先】 

県民総合相談窓口（コールセンター） 

電話 ０５８－２７２－８１９８  ８：３０～１７：１５（土日祝日も対応） 

https://www.jizokuka-kyufu.jp/
https://r.goope.jp/srp-21/free/gifujizokuka
https://www.gpc-gifu.or.jp/fund/challenge/index.asp
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_01.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf


 

【岐阜県公式ホームページ】 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/ 

【高山市公式ホームページ】 

  https://www.city.takayama.lg.jp/index.html 

 

【5/6 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

-------------------------------------------------------------- 

高山市新型コロナウイルス対策商業機能等持続化事業補助金(高山市） 

-------------------------------------------------------------- 

 

高山市から店舗、事務所などの賃料助成が始まりました 

新型コロナウイルス感染症により売上が減少している市内事業者などが 

負担する建物の賃借料の一部を助成されます 

 

詳しく高山市役所ホームページをご覧ください 

https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1012355/1012360.html 

 

【5/8 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

-----------------------------------------------------------------     

■高山市 新型コロナウイルス総合窓口 

----------------------------------------------------------------- 

高山市役所 本庁 地下市民ホール 

平日・土日祝日 ９時～１７時 

高山商工会議所の職員も相談対応しております 

お気軽にお立ち寄りください 

 

-----------------------------------------------------------------     

■高山市支援策一覧 

----------------------------------------------------------------- 

情報更新されました     

http://www.takayama-

cci.or.jp/cgibin/upload/data1/120429092742/0507_shiensaku_ichiran2.pdf 

 

-----------------------------------------------------------------   

■高山市新型コロナウイルス対策新ビジネス創出応援事業補助金（高山市） 

----------------------------------------------------------------- 

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日までの間に、新型コロナウイルス感染症による影響

を乗り越えるため 

新たなビジネスの創出や業態転換、経営の多角化に取り組む事業について補助されます 

4/1 からの分もさかのぼって対象、テイクアウト用の消耗品なども対象になっています 

 

詳しく高山市役所ホームページをご覧ください   

https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1012355/1012373.html 

   

-------------------------------------------------------------- 

■高山市新型コロナウイルス対策商業機能等持続化事業補助金(高山市） 

-------------------------------------------------------------- 

https://www.pref.gifu.lg.jp/
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高山市から店舗、事務所などの賃料助成が始まっています 

新型コロナウイルス感染症により売上が減少している市内事業者などが 

負担する建物の賃借料の一部を助成されます 

 

詳しく高山市役所ホームページをご覧ください 

https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1012355/1012360.html 

 

---------------------------------------------------------   

■持続化給付金 個人事業 100万円・中小企業 200 万円（国） 

--------------------------------------------------------- 

申請サイトが 

https://www.jizokuka-kyufu.jp/   

スマートフォン（ご家族でも）があれば簡単に申請できます 

 

※飛騨地域での相談窓口開設は５月下旬を予定ですが遅れる可能性があります 

 

---------------------------------------------------------    

■休業協力金（岐阜県） 

---------------------------------------------------------   

５月２０日まで 対象者の方お忘れなく   

https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/shingata_corona_kyugyoyosei.html 

 

対象業種の方で休業された方に限られます 休業延長となりましたが増額はありません 

 

 

【5/12 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

-----------------------------------------------------------------     

■高山商工会議所 新型コロナ施策情報ページ 

----------------------------------------------------------------- 

新型コロナ施策情報ページを開設しました 

国・県・市の支援施策についてリンクしています 

新たな情報が入り次第更新していきます 

 

http://www.takayama-cci.or.jp/member/korona.html 

 

-----------------------------------------------------------------     

■持続化補助金 ＷＥＢセミナーご覧ください 

----------------------------------------------------------------- 

持続化補助金について多数のお問合せをいただいています 

 

初めて持続化補助金にチャレンジされる方へ 

ＷＥＢセミナーで持続化補助金についてのコンテンツも用意されていますので 

一度ご覧いただき申請にチャレンジしてみてください 

 

http://esod-neo.com/intro/cci/takayama-cci.html 

 

WEB セミナー視聴はこちらから → ページ左上のログイン 

ID：k0871 PW：0380  入力で 視聴いただけます 

https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1012355/1012360.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/shingata_corona_kyugyoyosei.html
http://www.takayama-cci.or.jp/member/korona.html
http://esod-neo.com/intro/cci/takayama-cci.html


-----------------------------------------------------------------     

■高山市 新型コロナウイルス総合窓口 

----------------------------------------------------------------- 

高山市役所 本庁 地下市民ホール 

平日・土日祝日 ９時～１７時 

高山商工会議所の職員も相談対応しております お気軽にお立ち寄りください 

 

 

【5/15 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

-----------------------------------------------------------------     

■岐阜県 コロナ社会を生き抜く行動指針（業種ごとガイドライン） 

----------------------------------------------------------------- 

岐阜県よりコロナ社会を生き抜く行動指針（ガイドライン）が発表されました 

 

新型コロナウイルスの感染防止対策について、共通して実施していただくべき「共通事項」

とともに 

施設類型、業態ごとに特に留意する点を「個別事項」として示されています 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-

joho/aiigifu_newnormal.data/0515_corona_shishin.pdf 

 

-----------------------------------------------------------------     

■高山商工会議所 新型コロナ施策情報ページ 

----------------------------------------------------------------- 

新型コロナ施策情報ページを開設しました 

国・県・市の支援施策についてリンクしています 

新たな情報が入り次第更新していきます 

 

http://www.takayama-cci.or.jp/member/korona.html 

 

-----------------------------------------------------------------     

■県税の徴収猶予について 

----------------------------------------------------------------- 

新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は 

１年間、県税の徴収の猶予を受けることができるようになります。 

担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/zeikin/kenzei/11110/tokureiyuyo.html 

 

-----------------------------------------------------------------     

■社労士による雇用調整助成金 休日無料相談（予約制） 

----------------------------------------------------------------- 

岐阜県からのお知らせ 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の円滑な資金調達等を支援するため 

岐阜県商工会議所連合会、岐阜県商工会連合会及び（公財）岐阜県産業経済振興センターと

共同で 

県内事業者向けの休日経営相談会を開催しているところですが、同会場にて社会保険労務士

https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/aiigifu_newnormal.data/0515_corona_shishin.pdf
https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/aiigifu_newnormal.data/0515_corona_shishin.pdf
http://www.takayama-cci.or.jp/member/korona.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/zeikin/kenzei/11110/tokureiyuyo.html


による 

雇用調整助成金に関する休日無料相談も併せて実施されます。 

 

＜飛騨地域＞ 

と き ５月２３日(土) １３時～１７時 

ところ 飛騨総合庁舎内（高山市上岡本町 7-468） 

 

予約制 

申し込み先：岐阜県商工労働部労働雇用課労働企画係 

ＴＥＬ：０８０－８２５６－８０９５ 

受 付：（平日）８：３０～１７：１５ 

    （土日）９：００～１７：００ 

 

-----------------------------------------------------------------     

■持続化補助金 ＷＥＢセミナーご覧ください 

----------------------------------------------------------------- 

持続化補助金について多数のお問合せをいただいています 

 

初めて持続化補助金にチャレンジされる方へ 

ＷＥＢセミナーで持続化補助金についてのコンテンツも用意されていますので 

一度ご覧いただき申請にチャレンジしてみてください 

 

http://esod-neo.com/intro/cci/takayama-cci.html 

WEB セミナー視聴はこちらから → ページ左上のログイン 

ID：k0871 PW：0380  入力で 視聴いただけます 

 

-----------------------------------------------------------------     

■高山市 新型コロナウイルス総合窓口 

----------------------------------------------------------------- 

高山市役所 本庁 地下市民ホール 

平日・土日祝日 ９時～１７時 

高山商工会議所の職員も相談対応しております 

お気軽にお立ち寄りください 

 

 

【5/16 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

-----------------------------------------------   

■岐阜県からの休業要請等の一部解除等について   

----------------------------------------------- 

 

〇新型コロナウイルス感染症の影響により、県内全域を対象として４月１８日から５月３１

日までの間実施されている休業要請等については、一部施設を除き、５月１５日をもって解

除されることとなりました。 

 

〇営業再開等にあたっては、各事業者において、県の「コロナ社会を生き抜く行動指針」に

沿った感染防止対策の徹底（下記の岐阜県ホームページ参照）が求められます。 

 

http://esod-neo.com/intro/cci/takayama-cci.html


〇これまでにクラスターが発生した業種（※）、パチンコ店等については、県の行動指針に沿

った感染防止対策の確立（マニュアルの作成）を県が確認するまで、休業協力要請が継続さ

れます。 

※クラスター発生業種…キャバレー、ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、ライブハウス、

カラオケボックス、スポーツジム等 

 

○詳細につきましては、下記の岐阜県公式ホームページでご確認くださいますようお願い申

し上げます。 

 

【問い合わせ先】 

県民総合相談窓口（コールセンター） 

電話 ０５８－２７２－８１９８  ８：３０～１７：１５（土日祝日も対応） 

 

【岐阜県公式ホームページ】 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/ 

 

【高山市公式ホームページ】 

  https://www.city.takayama.lg.jp/index.html 

 

高山市新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 健康推進課（TEL 35-3160） 

高山市商工観光部 商工課（TEL 35-3144）・観光課（TEL 35-3145） 

 

 

【5/20 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

-----------------------------------------------   

■持続化給付金 申請サポート会場 5/24 から   

----------------------------------------------- 

持続化給付金（個人事業主 100万円まで、中小企業 200 万円まで）は電子申請が基本ですが、

電子申請の方法がわからない方、申請ができない方を対象とした申請サポート会場が開設さ

れました。 

なお、予約制となっておりますので、事前に予約されてからお出かけください。また、申請

でお困りの方がみえましたらご紹介いただけると幸いです。 

 

http://www.takayama-

cci.or.jp/cgibin/whatsnew/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=120518091212 

 

-----------------------------------------------   

■支（ささ）エール（yell)   

----------------------------------------------- 

岐阜県下１５商工会議所で組織する岐阜県商工会議所連合会では、自社の持てる力で、さま

ざまな支え合い、助け合いの取り組み（事業）を実施・展開している企業取り組み（事業）・

情報を広く周知するための Webサイト掲示板「支(ささ)エール(yell)」が開設しましたので、

是非ご利用ください 

 

https://www.gifuken-cci.com/ 

                                           

 

【5/22 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

https://www.pref.gifu.lg.jp/
https://www.city.takayama.lg.jp/index.html
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-----------------------------------------------   

■岐阜県コロナ対策行動指針 施設・店舗用ポスター   

----------------------------------------------- 

岐阜県からのお知らせ 

令和２年５月１４日の緊急事態指定区域の除外を受け、５月１５日に施設の使用制限の一部

解除とともに、各店舗におけるマニュアルの作成など感染防止対策の徹底について依頼申し

上げているところですが、この度、別添のとおり「店舗用ポスター」を作成いたしました。 

このポスターは、各店舗が実施する感染防止対策を利用客に示すものであり、事業者にとっ

ては感染防止の意識が高まるとともに、利用客にとっては安心して店舗を利用できることに

つながるものと考えます。 詳しくはリンクをご覧ください 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/corona-gifu-koudoushishin.html 

 

----------------------------------- 

■オンライン経営相談（中小企業庁）   

----------------------------------- 

国による経営相談体制強化事業による相談対応としてオンライン経営相談が始まりました。 

Zoom または Google Meet 使用して専門家とオンラインで相談できます（予約制） 

 

https://hojyokin.work/keieisoudan 

 

-------------------------------------     

■高山市 新型コロナウイルス総合窓口 

------------------------------------- 

高山市役所 本庁 地下市民ホール 

平日・土日祝日 ９時～１７時  

高山商工会議所の職員も相談対応（５月末まで）しております 

お気軽にお立ち寄りください 

 

                                           

【5/31 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

-----------------------------------------------   

■岐阜県  新型コロナ休日経営相談会 

----------------------------------------------- 

岐阜県からのお知らせ 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける県内事業者の皆さまへ 新型コロナウイルスに関

する「休日経営相談会」を開催します。 

  

と き 令和 2年 6月 20日（土）9時～5時まで 

ところ 飛騨総合庁舎 電話 0577-33-1111 

 

-----------------------------------------------------------   

■岐阜県  社会保険労務士による雇用調整助成金 休日無料相談 

-----------------------------------------------------------   

岐阜県からのお知らせ 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の円滑な資金調達等を支援するため、休日

経営相談会を開催しています。同会場にて社会保険労務士による雇用調整助成金に関する休

日無料相談が合わせて実施します。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/corona-gifu-koudoushishin.html
https://hojyokin.work/keieisoudan


 

高山会場 

と き 6月 20日（土）午後 1時～午後 5 時 予約制（先着順） 

ところ 飛騨総合庁舎 

 

予約申込の電話番号 080-8256-8095 

 

-----------------------------------------------   

■岐阜県コロナ対策行動指針 施設・店舗用ポスター   

----------------------------------------------- 

岐阜県からのお知らせ 

令和２年５月１４日の緊急事態指定区域の除外を受け、５月１５日に施設の使用制限の一部

解除とともに、各店舗におけるマニュアルの作成など感染防止対策の徹底について依頼申し

上げているところですが、この度、別添のとおり「店舗用ポスター」を作成いたしました。 

このポスターは、各店舗が実施する感染防止対策を利用客に示すものであり、事業者にとっ

ては感染防止の意識が高まるとともに、利用客にとっては安心して店舗を利用できることに

つながるものと考えます。 詳しくはリンクをご覧ください 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/corona-gifu-koudoushishin.html 

 

----------------------------------- 

■オンライン経営相談（中小企業庁）   

----------------------------------- 

国による経営相談体制強化事業による相談対応としてオンライン経営相談が始まりました。 

Zoom または Google Meet 使用して専門家とオンラインで相談できます（予約制） 

 

https://hojyokin.work/keieisoudan 

 

【6/9 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

-------------------------------------------------------------------------   

■新型コロナウイルス感染症による経済的影響に対する支援策(第 3弾) 高山市 

------------------------------------------------------------------------- 

高山市からのお知らせ 

新型コロナウイルス感染症による市内経済や市民生活への影響に対応するため第 3 弾目とな

る緊急経済対策の発表がありました 

詳しくはリンクをご覧ください 

https://www.city.takayama.lg.jp/1012000/1012521.html 

 

---------------------------------------------------------------------- 

■ネットショップ入門セミナー 6/25 オンライン参加もＯＫです 岐阜県 

---------------------------------------------------------------------- 

岐阜県からのお知らせ 

現在、新型コロナウイルスへの感染対策として、ネットショップのニーズが高まっていると

ころかと思います。 

この度、県が運営を委託する「ぎふネットショップ総合支援センター」において、下記の通

り、ネットショップの新規参入を検討されている事業者様向けに「今からはじめるネットシ

ョップ入門講座」を開催します。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/corona-gifu-koudoushishin.html
https://hojyokin.work/keieisoudan
https://www.city.takayama.lg.jp/1012000/1012521.html


 

・日時：６月２５日（木）１３：３０～１６：００ 

・場所：大垣市情報工房２階 会議室４ 

・対象：ネットショップを始めたい、開設を検討している方 

・定員：先着２０名（定員とは別で、オンライン受講も可能） 

・申込：電話もしくはホームページより申込 

リンクをご覧ください 

https://www.gifuec-support.com/ogaki-semi0625/ 

  

ぎふネットショップ総合支援センターでは、事業者様からのネットショップに関する相談受

付を行っています。 

今年度よりオンラインによる相談も可能となっておりますので、ご利用ください。   

 

 

【6/24 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

-----------------------------------------------   

■岐阜県  岐阜県感染警戒 QRシステム 

-----------------------------------------------  

不特定多数の方が利用する岐阜県内(岐阜市を除く。)の店舗、集客施設、イベントなどで感

染者が発生した場合、同じ日に訪れていた方にメールを送信し、必要な対応を促すことによ

り、感染拡大を防止するシステムです。施設などに掲示された QRコードを読み取り、かんた

んにメールアドレスを登録いただくことができます。 

 

詳しくはリンクをご覧ください 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/qr_keikai.html 

 

------------------------------------------------------------------ 

 ■岐阜県  新型コロナ対策実施店舗向けステッカーの申込みについて 

------------------------------------------------------------------    

岐阜県では、感染防止対策の指針となる「コロナ社会を生き抜く行動指針」や業界ごとのガ

イドラインに沿った感染防止対策をオール岐阜で進めています。 

この度、各事業所、店舗が感染防止対策を実施していることをわかりやすくＰＲするため、

新型コロナ対策実施店舗向けステッカーを作成することとしましたので、入手を希望される

方は、下記手続方法により、事業所・店舗が所在する市町村へ申し込みをお願いします。 

 

詳しくはリンクをごらんください 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/koronataisaku-sticker.html 

 

 

 

【6/26 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

-----------------------------------------------   

■国 持続化給付金 6/29 から支援対象が拡大されます 

-----------------------------------------------  

持続化給付金（個人 100万円、中小企業 200万円）について 

これまで給付の対象外であった 

https://www.gifuec-support.com/ogaki-semi0625/
https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/qr_keikai.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/koronataisaku-sticker.html


・雑所得・給与所得で申告されていた個人事業者の方 

・2020年 1月～3月に創業した事業者の方 

6/29 より対象となるようになりましたのでお知らせします 

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf 

 

--------------------------------------------------------------   

■岐阜県 社会保険労務士による休日無料相談 7/18 事前予約制 

--------------------------------------------------------------   

雇用調整助成金の申請を検討している県内事業者の方へ 

社会保険労務士による「休日無料相談」が下記の日程で実施されます 

相談を希望される方は、事前予約してください。 

http://www.takayama-cci.or.jp/cgibin/upload/data1/120626082832/kyujitusoudan.pdf 

 

 

と き 令和２年７月１８日（土）午後１時～５時 

ところ 飛騨総合庁舎（上岡本町 7-468）   

 

事前予約が必要です 電話番号 080-8256-8095   

 

----------------------------------------------------------   

■国 小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別型 第３回受付＞ 

----------------------------------------------------------   

※申請すれば給付される持続化給付金とは違います 

 

小規模事業者（従業員数 商業・サービス 5名以下 製造業・その他 20名以下）が 

自身で作成した経営計画書にもとづき地道な販路開拓に取り組む費用が対象となる補助金 

https://r2.jizokukahojokin.info/corona/ 

 

コロナ特別型の第 3回受付が開始されています 

コロナ特別型についてはＡＢＣ類型の取組が必要となります  

取組イメージ 

http://www.takayama-cci.or.jp/member/abc.pdf 

 

申請締切は 8月 7日必着となっていますが 

当所で準備する書類がありますのでお早目にご相談ください 

当所受付は 7月 29日まで 

 

----------------------------------------------------------   

■ 過去配信メールと特設ページ 

----------------------------------------------------------  

これまでの配信メールをご覧いただけます  

http://www.takayama-cci.or.jp/member/coronamail.pdf 

 

新型コロナ施策情報 特設ページ 

http://www.takayama-cci.or.jp/member/korona.html 

 

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
http://www.takayama-cci.or.jp/cgibin/upload/data1/120626082832/kyujitusoudan.pdf
https://r2.jizokukahojokin.info/corona/
http://www.takayama-cci.or.jp/member/abc.pdf
http://www.takayama-cci.or.jp/member/coronamail.pdf
http://www.takayama-cci.or.jp/member/korona.html


 

【7/2 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

---------------------------------------------------   

■高山市 WEBセミナー「ITによる新しい食品輸出」 

---------------------------------------------------  

高山市からのお知らせ 

この度 umamill 株式会社と名鉄協商株式会社の主催で、輸出プラットフォームのご案内をす

るオンラインセミナーを開催します。 

umamill株式会社が提供する、日本食輸出支援プラットフォームは、Webサイトを通じて海外

で日本の食品を探す「バイヤーの方」と日本の「食品メー 

カー（生産者）」をつなぐサービスです。 

安価でサンプル品を海外に送ることができ、umamill 株式会社と名鉄協商株式会社のサポー

トにより気軽に海外輸出が始められます。 Zoomを通したオンラ 

インセミナーとなりますので海外輸出に興味のある事業者様は、ぜひお気軽にご参加くださ

い。 

 

チラシについては当所のホームページをご覧ください 

http://www.takayama-

cci.or.jp/cgibin/whatsnew/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=12072091609 

 

日時：令和 2年 7月 14日（火）15時～16 時 

場所：Zoom にてご参加いただきます。 

参加費：無料 

参加方法：セミナー参加前に「氏名」「メールアドレス」「企業名」を以下からご登録くださ

い。   

【事前登録 URL】 

 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrde6ppzwiGNQmzj6sy_P283K2ZmYjWltf 

 

---------------------------------------------------   

■岐阜県 東京 県産品販売コーナー参加企業の募集    

---------------------------------------------------  

岐阜県からのお知らせ 

岐阜県では、令和 2 年 1 月より、東京都心のセレクトショップにおいて、首都圏の富裕層や

東京都在住の外国人をターゲットとした岐阜県産品販売コーナーを都内２か所に設置してい

ます。県内の伝統工芸品を中心に販売するほか、食品等も販売する店舗もあります。 

このたび、当該コーナーでの９～１１月の販売商品を選ぶため「商品選定会」の参加企業の

募集を開始しました。 

来年開催される東京オリンピック・パラリンピックに向けて東京都心のセレクトショップで

商品を販売できる絶好の機会です。また、首都圏市場を熟知したバイヤーからアドバイスを

受けることが可能です。 

 

詳細につきましては別添募集要項のほか、県のホームページをご覧ください。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/11370/coner202006.html 

 

参加をご希望の企業様は、別添出品申込書を、令和 2年 7月 9日（木）AM10：00必着で、メ

ールまたは FAXにて下記あてに提出ください。 

書類審査のうえ、商品選定会への参加可否をお知らせします。商品選定会は、令和 2 年 7 月

http://www.takayama-cci.or.jp/cgibin/whatsnew/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=12072091609
http://www.takayama-cci.or.jp/cgibin/whatsnew/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=12072091609
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrde6ppzwiGNQmzj6sy_P283K2ZmYjWltf
https://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/11370/coner202006.html


21 日（火）13時から OKB ふれあい会館 6階会議室で実施します。 

 

【7/3 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

----------------------------------------------------------------------   

■国 家賃支援給付金 （概要が発表されました 申請開始時期はまだです） 

----------------------------------------------------------------------     

家賃支援給付金について  

中小企業庁のホームページに、概要が掲載されました 申請開始時期は未定です 

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-

kyufu/index.html?fbclid=IwAR3Wgz7gYthZPfrgzSw0HxJkeqFkNHFA1xbIdSRNtOgpUAohFVIl0ErB

E0Q 

 

 

【7/7 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

----------------------------------------------------------------------   

■国 家賃支援給付金 （要領が発表されました 申請開始は 7/14 から） 

----------------------------------------------------------------------     

 

家賃支援給付金について  

中小企業庁のホームページに、要領が掲載されました 申請開始 7/14 から 

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html 

 

【7/10 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

----------------------------------------------------------------------   

■県 「新たな日常」対応宿泊施設応援補助金 募集開始 7/13～8/31 まで 

----------------------------------------------------------------------     

岐阜県からのお知らせ 

新型コロナウイルスとの闘いが長期化する中、「コロナとともにある（with_corona）新しい

日常（new_normal）」を生き抜いていくことが求められています。 

県では、この「新しい日常」へ対応していくための整備を進める宿泊施設を応援するため、

県内で宿泊事業者が実施する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対策その他

取組に必要な費用の一部を補助します。 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/shoko-rodo/kanko-

kikaku/new_normal.html 

 

 

【7/13 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

----------------------------------------------------------------------   

■県 新型コロナウイルス感染症対策に関する支援策 

----------------------------------------------------------------------   

国・岐阜県の新型コロナウィルス感染症対策に関する支援策がまとめられています 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html?fbclid=IwAR3Wgz7gYthZPfrgzSw0HxJkeqFkNHFA1xbIdSRNtOgpUAohFVIl0ErBE0Q
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html?fbclid=IwAR3Wgz7gYthZPfrgzSw0HxJkeqFkNHFA1xbIdSRNtOgpUAohFVIl0ErBE0Q
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html?fbclid=IwAR3Wgz7gYthZPfrgzSw0HxJkeqFkNHFA1xbIdSRNtOgpUAohFVIl0ErBE0Q
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/shoko-rodo/kanko-kikaku/new_normal.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/shoko-rodo/kanko-kikaku/new_normal.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/corona_taisaku_shien_saku.html?fbclid=IwAR05L84i7Gnvspvd2fUUMnuu-8TfOLbUH-xe1Dw8ADe08XYE8T84MmwEXLE


joho/corona_taisaku_shien_saku.html?fbclid=IwAR05L84i7Gnvspvd2fUUMnuu-8TfOLbUH-

xe1Dw8ADe08XYE8T84MmwEXLE 

 

----------------------------------------------------------------------   

■県 岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金（理美容所） 

---------------------------------------------------------------------- 

県内理美容所の感染症対策の経費として一事業所あたり定額 10 万円支給されます（8/20 ま

で） 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/dobutsu/seikatsu-

eisei/11222/coronasienkinribiyoujo.html?fbclid=IwAR07MKIq2GF3GWJOSkqeq2FWQIS9uUGE6

zYWs12fHHHE4gH3tekcn5sPy8I 

 

----------------------------------------------------------------------   

■県 岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金（施術所） 

---------------------------------------------------------------------- 

県内施術所の感染症対策の経費として一事業所あたり定額 10万円支給されます（8/20まで）  

  

https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/iryo/kakushu-

iryo/11229/kansenboushitaisakuzizyoshienkinsezyuttusho.html?fbclid=IwAR0Ou66l5quOU

WP295PUIbiHN_yDWj8E9Iz8RuobDqxMywo887klP-YHdJo 

 

 

【7/14 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

----------------------------------------------------------------------   

■国 家賃支援給付金 電子申請が 7/14から始まりました 2021/1/15まで 

----------------------------------------------------------------------   

国の家賃支援給付金の電子申請が始まりました 

電子申請サイト https://yachin-shien.go.jp/ 

 

----------------------------------------------------------------------   

■県 岐阜県感染症対策基本条例について 

----------------------------------------------------------------------   

岐阜県感染症対策基本条例が制定されました 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/kenko/kansensho/kansentaisakukihonjorei-pc.html 

 

【7/20 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

------------------------------------------------------------------------- 

■高山市 プレミアム付き商品券 加盟店募集中 7/29 販売開始 8/5利用開始 

------------------------------------------------------------------------- 

プレミアム付き商品券 みんなで応援商品券の加盟店登録 募集中 

まだ登録がお済でない方は 下記リンクをご覧ください 

 

http://www.takayama-cci.or.jp/member/premium2020.html 

 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/corona_taisaku_shien_saku.html?fbclid=IwAR05L84i7Gnvspvd2fUUMnuu-8TfOLbUH-xe1Dw8ADe08XYE8T84MmwEXLE
https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/corona_taisaku_shien_saku.html?fbclid=IwAR05L84i7Gnvspvd2fUUMnuu-8TfOLbUH-xe1Dw8ADe08XYE8T84MmwEXLE
https://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/dobutsu/seikatsu-eisei/11222/coronasienkinribiyoujo.html?fbclid=IwAR07MKIq2GF3GWJOSkqeq2FWQIS9uUGE6zYWs12fHHHE4gH3tekcn5sPy8I
https://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/dobutsu/seikatsu-eisei/11222/coronasienkinribiyoujo.html?fbclid=IwAR07MKIq2GF3GWJOSkqeq2FWQIS9uUGE6zYWs12fHHHE4gH3tekcn5sPy8I
https://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/dobutsu/seikatsu-eisei/11222/coronasienkinribiyoujo.html?fbclid=IwAR07MKIq2GF3GWJOSkqeq2FWQIS9uUGE6zYWs12fHHHE4gH3tekcn5sPy8I
https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/iryo/kakushu-iryo/11229/kansenboushitaisakuzizyoshienkinsezyuttusho.html?fbclid=IwAR0Ou66l5quOUWP295PUIbiHN_yDWj8E9Iz8RuobDqxMywo887klP-YHdJo
https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/iryo/kakushu-iryo/11229/kansenboushitaisakuzizyoshienkinsezyuttusho.html?fbclid=IwAR0Ou66l5quOUWP295PUIbiHN_yDWj8E9Iz8RuobDqxMywo887klP-YHdJo
https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/iryo/kakushu-iryo/11229/kansenboushitaisakuzizyoshienkinsezyuttusho.html?fbclid=IwAR0Ou66l5quOUWP295PUIbiHN_yDWj8E9Iz8RuobDqxMywo887klP-YHdJo
https://yachin-shien.go.jp/
https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/kenko/kansensho/kansentaisakukihonjorei-pc.html
http://www.takayama-cci.or.jp/member/premium2020.html


---------------------------------------------------------------------------------- 

■岐阜県 新型コロナウイルス感染症対応事業者応援補助金（岐阜県小規模事業者持続化補

助金) 製造・サービス・その他 

---------------------------------------------------------------------------------- 

岐阜県版持続化補助金 ２次募集が開始されました（7/20～8/12まで） 

申請を希望される場合はお早めにご相談を 必ず要項を確認してください 

 

製造業・サービス産業・その他産業（岐阜県商工会連合会） 

http://www.gifushoko.or.jp/gifu-jizokuka/ 

 

※申請すれば支給される給付金ではありません  

※経営計画書の作成が必要で、書類審査があります 

※審査後、採択されないと利用できません 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

■岐阜県 新型コロナウイルス感染症対応事業者応援補助金（岐阜県小規模事業者持続化補

助金) 新たなチャレンジ 

---------------------------------------------------------------------------------- 

岐阜県版持続化補助金 ２次募集が開始されました（7/20～8/12まで） 

申請を希望される場合はお早めにご相談を 必ず要項を確認してください 

 

新たなチャレンジ（岐阜県産業経済振興センター 

https://www.gpc-gifu.or.jp/fund/challenge/index.asp 

 

※申請すれば支給される給付金ではありません  

※経営計画書の作成が必要で、書類審査があります 

※審査後、採択されないと利用できません 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

■岐阜県 「新たな日常」対応宿泊施設応援補助金  8月 31日まで 

---------------------------------------------------------------------------------- 

※民泊事業は対象外です 

 

新型コロナウイルスとの闘いが長期化する中、「コロナとともにある（with_corona）新しい

日常（new_normal）」を生き抜いていくことが求められています。 

県では、この「新しい日常」へ対応していくための整備を進める宿泊施設を応援するため、

県内で宿泊事業者が実施する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対策その他

取組に必要な費用の一部を補助します。 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/shoko-rodo/kanko-

kikaku/new_normal.html 

 

【7/22 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

------------------------------------------------------------------------- 

■岐阜県 新型コロナウイルス感染症の再拡大について 県知事メッセージ 

------------------------------------------------------------------------- 

岐阜県からのお知らせ 

新型コロナウイルス感染症については、本県においても、７月に入り感染者が急増し、全国

http://www.gifushoko.or.jp/gifu-jizokuka/
https://www.gpc-gifu.or.jp/fund/challenge/index.asp
https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/shoko-rodo/kanko-kikaku/new_normal.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/shoko-rodo/kanko-kikaku/new_normal.html


初の高校クラスターが発生するなど、県内は新たな感染拡大局面に入りつつあります。 

こうした状況を受けて、昨日、「岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部員会議」を開催す

るとともに、新型コロナウイルス感染症の再拡大について、知事メッセージを発出いたしま

した。   

 

下記リンクをご覧ください 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/koronatizimessage.html 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-

joho/koronatizimessage.data/0721tizimessage.pdf 

 

 

【7/30 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

------------------------------------------------------------------------- 

■高山市 プレミアム付き商品券 販売開始しました 

------------------------------------------------------------------------- 

プレミアム付き商品券 みんなで応援商品券の発売を開始しました 

詳しくはリンクをご覧ください 

https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1004674/1012569.html 

 

加盟店登録 募集中 

まだ登録がお済でない方は 下記リンクをご覧ください 

http://www.takayama-cci.or.jp/member/premium2020.html 

 

------------------------------------------------------------------------- 

■岐阜県 社会保険労務士による休日無料相談会は 8/8 要事前予約 

------------------------------------------------------------------------- 

雇用調整助成金や各種制度について社会保険労務士による休日無料相談会が開催されます 

高山会場（飛騨総合庁舎）は 8月 8日（土）13:00～17:00 事前予約が必要です 

詳しくはリンクをご覧ください 

 

http://www.takayama-

cci.or.jp/cgibin/whatsnew/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=120730091405 

 

------------------------------------------------------------------------- 

■岐阜県 岐阜県×楽天 事業説明会＆楽天市場ＥＣセミナー（8/20 オンラインで）  

------------------------------------------------------------------------- 

新型コロナウイルスの感染拡大を契機に「新しい生活様式」として、買い物における通販・

ネットショップの利用などが求められている中、岐阜県では、国内最大級のネットモール「楽

天市場」への新規出店者支援を行います。事業説明会は 8月 20 日にオンラインにて。申込が

必要です 

詳しくはリンクをご覧ください 

 

http://www.takayama-

cci.or.jp/cgibin/whatsnew/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=120730132458 

 

【8/18 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

------------------------------------------------------------------------- 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/koronatizimessage.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/koronatizimessage.data/0721tizimessage.pdf
https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/koronatizimessage.data/0721tizimessage.pdf
https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1004674/1012569.html
http://www.takayama-cci.or.jp/member/premium2020.html
http://www.takayama-cci.or.jp/cgibin/whatsnew/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=120730091405
http://www.takayama-cci.or.jp/cgibin/whatsnew/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=120730091405
http://www.takayama-cci.or.jp/cgibin/whatsnew/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=120730132458
http://www.takayama-cci.or.jp/cgibin/whatsnew/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=120730132458


■岐阜県 ＥＣサイト新規構築等事業費補助金 （8/18～9/19 まで） 

------------------------------------------------------------------------- 

実店舗での売上が減少した県産品を販売する県内中小企業者等の非対面型ビジネスモデルへ

の対応を支援するため、ＥＣ（電子商取引をいう。以下同じ。）の自社サイトを新規構築又は

改修する事業に対し、必要な経費を補助する「ＥＣサイト新規構築等事業費補助金」の募集

を開始します。 

 

詳しくは下記リンクをご覧ください 

https://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/11370/ec-hojokin.html 

 

------------------------------------------------------------------------- 

■高山市 プレミアム付き商品券 販売好調（10/31 まで） 

------------------------------------------------------------------------- 

プレミアム付き商品券「みんなで応援商品券」好評販売中 

多くの市民の皆様に購入いただいています まだ購入されていない方は是非ご購入ください  

（商品券利用は 10/31まで） 

 

詳しくはリンクをご覧ください 

https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1004674/1012569.html 

 

加盟店登録されていな事業所の方 今からでも登録できます 

下記リンクをご覧ください 

http://www.takayama-cci.or.jp/member/premium2020.html 

 

------------------------------------------------------------------------- 

■商議所 データベース商談会 

------------------------------------------------------------------------- 

食の展示会「地方銀行フードセレクション」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、

従来の商談形式を変更し、商品データベースを活用した「データベース商談会」が開催され

ます。高山商工会議所では、食に関する事業者の方で全国への販路開拓を希望される方への

支援として「データベース商談会」の出店料の一部を補助します。販路開拓に興味のある方

はぜひお申込みください。   

 

詳しくは下記リンクをご覧ください   

http://www.takayama-

cci.or.jp/cgibin/whatsnew/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=12083101803 

 

【8/20 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

------------------------------------------------------------------------- 

■高山市 新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策 

------------------------------------------------------------------------- 

2020/8/19 高山市から緊急対策が発表されました 

安全・安心な市民生活の確保と経済活動の回復の両立を目指した各種施策が盛り込まれてい

ます 

詳しくはリンクをご覧ください 

https://www.city.takayama.lg.jp/1012677/1012745/1012960.html 

 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/11370/ec-hojokin.html
https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1004674/1012569.html
http://www.takayama-cci.or.jp/member/premium2020.html
http://www.takayama-cci.or.jp/cgibin/whatsnew/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=12083101803
http://www.takayama-cci.or.jp/cgibin/whatsnew/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=12083101803
https://www.city.takayama.lg.jp/1012677/1012745/1012960.html


 

【8/26 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

------------------------------------------------------------------------- 

■新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業 8/24～  

------------------------------------------------------------------------- 

日本政策金融公庫（日本公庫）、商工組合中央金庫（商工中金）の「新型コロナウイルス感染

症特別貸付」・「危機対応業務（危機対応融資）」等の特別利子補給の対象となる貸付により借

入を行った方のうち、一定の要件を満たす方に対して、貸付を受けた日から最長 3 年間にあ

たる利子相当額を一括して助成する事業が始まりました。 

https://www.smrj.go.jp/news/2020/riho.html 

 

融資利用されている方には、金融機関から順次、申請書類が郵送されます 

各自申請手続きのほうお忘れなく 申請期限は来年 12 月末まで 

 

 

【9/9 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

------------------------------------------------------------------------- 

■ＧｏＴｏトラベル地域共通クーポン事業者登録開始 9/8～  

------------------------------------------------------------------------- 

ＧｏＴｏトラベル キャンペーンの地域共通クーポンの取扱事業者登録が開催されました。

（クーポン利用は 10月 1日から） 

旅行で訪れた地域、隣接エリアで飲食店、土産物店、スーパー、コンビニ、観光施設、アクテ

ィビティー、劇場、映画館、バス、タクシーなど幅広い関連業種で利用可能のようなので、関

連しそうな方は事業者登録を。 

 

取扱要領 

https://biz.goto.jata-net.or.jp/common/formfiles/20200900_0000_couponguide.pdf 

オンライン説明会 

https://biz.goto.jata-net.or.jp/info/2020090201.html 

登録申請ページ  

https://biz.goto.jata-net.or.jp/coupon/ 

 

飲食店の方へ 

登録にはＧｏＴｏイートの登録が必要になりますが 

ＧｏＴｏイート事業の詳細がまだ決まっていませんのでわかり次第お知らせします。 

 

 

【9/11 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

---------------------------------------------------------- 

■高山商工会議所 会員アンケート 9/25 までに回答願います  

---------------------------------------------------------- 

新型コロナウイルス感染症の影響で、市内商工業者を取り巻く環境が厳しさ増しているなか 

高山商工会議所では、会員の皆様のご要望を踏まえた事業を展開していきたいと考えていま

す 

ご多忙のところ誠に恐縮ですが、当調査にご協力くださいますようお願い申し上げます 

 

高山商工会議所 会員アンケート 回答フォーム 

https://www.smrj.go.jp/news/2020/riho.html
https://biz.goto.jata-net.or.jp/common/formfiles/20200900_0000_couponguide.pdf
https://biz.goto.jata-net.or.jp/info/2020090201.html
https://biz.goto.jata-net.or.jp/coupon/


https://forms.gle/4rGXkCUWHmi86naGA 

 

※同内容のアンケートを会員向けお知らせ文書に同封して本日郵送しています 

（上記回答フォームでご回答いただいた方は、お知らせ文書のＦＡＸ回答は不要です） 

 

-------------------------------- 

■Ｇｏ Ｔｏイート事業について 

--------------------------------- 

Ｇｏ Ｔｏイート事業について多数のお問合せをいただいております 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html 

 

岐阜県の食事券委託事業の事業者は 8/25に決定していますが、事業詳細についてはまだ公表

されておりません 

事業者登録用のＨＰ(岐阜県版)を現在作成中のようで、今月末ごろにはＵＰされる予定のよ

うです 

ＨＰが完成いたしましたら、事業所の Web 登録が可能になりますので 情報が分かり次第 

皆様お知らせします 

 

 

【9/23 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

---------------------------------------------------------- 

■ぎふ Go To Eat キャンペーン 9/23 サイト OPEN しました 

---------------------------------------------------------- 

Go To イート事業について 岐阜県のサイトが OPEN しました 

飲食店の方は加盟店登録の条件をご覧いただき ご登録ください 

 

https://gotoeat-gifu.jp/ 

 

【9/24 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

----------------------------------------------------------------   

■ぎふ Go To Eat キャンペーン加盟店登録 ネット申請ができない方へ   

---------------------------------------------------------------- 

Go To イート事業について岐阜県のサイトが 9/23 に OPENしました 

https://gotoeat-gifu.jp/ 

飲食店の方でネット申請が困難な方に向けてＦＡＸでの登録も可能となりました 

 

申請用紙・注意事項・同意書を当所のホームページにＵＰしていますので 

ネット申請が困難な方は申請用紙をＦＡＸ送付にて登録をご利用ください 

（ネット利用が困難なお知り合いの飲食店の方がいらっしゃいましらご案内ください） 

http://www.takayama-cci.or.jp/member/korona.html 

 

 

【10/9 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

 

--------------------------------------------------------------------   

■岐阜県 「新たな日常」対応宿泊施設応援補助金 ２次募集（11/12まで）   

https://forms.gle/4rGXkCUWHmi86naGA
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html
https://gotoeat-gifu.jp/
https://gotoeat-gifu.jp/
http://www.takayama-cci.or.jp/member/korona.html


-------------------------------------------------------------------- 

岐阜県の宿泊施設応援補助金の２次募集が開始されました。補助対象期間は 2020/9/1～

2021/2/1まで。申請締め切りは 11/12まで。 

※１次募集を利用された方は対象外です 

詳しくはリンクをご覧ください 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/100359.html 

 

--------------------------------------------------------------------   

■国 Go to トラベル  地域共通クーポン加盟店登録 

-------------------------------------------------------------------- 

Go toトラベル事業 地域共通クーポン加盟店登録が始まっています。まだ登録されていな方

は下記リンクから登録できます。 

https://biz.goto.jata-net.or.jp/coupon/coupon1/ 

ページ下に郵送での登録方法のお知らせもあります 

 

--------------------------------------------------------------------   

■国 Go to イート  ぎふ Go To Eat キャンペーン 加盟店登録 

-------------------------------------------------------------------- 

Go toイート事業 ぎふ Go To Eat キャンペーン加盟登録が始まっています。まだ登録されて

いない飲食店の方は下記リンクから登録できます。 

https://gotoeat-gifu.jp/recruitment/ 

ＦＡＸ申込の書式は当所ページにＵＰしています 

http://www.takayama-cci.or.jp/member/korona.html 

 

------------------------------------------------------------------------   

■高山市 みんなで応援商品券（プレミアム付き商品券）使用期間は 10/31 まで 

------------------------------------------------------------------------ 

みんなで応援商品券（プレミアム付き商品券） 

使用期間は 10/31 までとなっております お使い忘れのないようご活用ください 

 

-----------------------------------------------------------------------------   

■国 小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型 （第 5回 当所受付 11/27まで） 

----------------------------------------------------------------------------- 

小規模事業者の地道な販路開拓を支援する「持続化補助金」コロナ特別型の第 5 回募集が追

加されました。 

コロナ特別対応型は、①「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへ

の転換」、「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと、②新型コロ

ナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策

定していることが必要となります。 

申請をお考えの方は、要項をご確認いただきチャレンジしてみてください。 

 

※締切は 12/10必着ですが、当所への相談は 11/27 までにお願いします。 

※審査には一定の 2か月程度の期間がかかり、採択されなければ利用できません。 

※持続化給付金のように申請すれば給付される補助金ではありません。 

 

持続化補助金 コロナ型のページ 

https://r2.jizokukahojokin.info/corona/ 

 

持続化補金 コロナ型の要項 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/100359.html
https://biz.goto.jata-net.or.jp/coupon/coupon1/
https://gotoeat-gifu.jp/recruitment/
http://www.takayama-cci.or.jp/member/korona.html
https://r2.jizokukahojokin.info/corona/


https://r2.jizokukahojokin.info/corona/files/6016/0162/7973/koubo_r2c_ver7.pdf 

 

----------------------------------------- 

■高山商議所 各種お知らせ 

----------------------------------------- 

◇「インボイス制度」導入への実務対応ポイントセミナー（11/2） 

インボイス制度が始まるの知ってますか？  

http://www.takayama-

cci.or.jp/cgibin/seminar/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=120106093255 

 

◇知的財産（商標・特許）個別相談会（10/22） 

その商品名 大丈夫ですか？ 

http://www.takayama-

cci.or.jp/cgibin/seminar/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=120923093319 

 

◇商工会議所 WEB セミナー 

500 以上の経営に役立つテーマのセミナーを 24時間いつでもご覧いただけます 

http://esod-neo.com/intro/cci/takayama-cci.html 

ID:k0871  pass:0380 

 

 

【10/15 高山商議所 新型コロナ施策情報メール配信】 

----------------------------------------------------------------------------- 

■ 国（高山市）新型コロナの影響に伴う固定資産等の軽減（申請は令和 3年 1月～） 

----------------------------------------------------------------------------- 

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者の保有

する事業用建物や設備の固定資産税及び都市計画税について令和 3 年度分に限り申告により

ゼロまたは 1／2 とします。高山市のホームページをご覧ください。（申請手続きは令和 3 年

1月～） 

https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000015/1005408/1000400/1000405/1012877.ht

ml 

 

※申請期間 令和 3年 1月 4日～令和 3年 2月 1日（消印有効） 

※認定支援機関（当所含む）の確認が必要となります 

 

------------------------------------------------------------  

■ 国 ぎふ Go To イート お食事券購入 事前受付 10/16～先着 

------------------------------------------------------------    

ぎふ Go To イート お食事券購入の事前受付が 10/16 10：00から開始 

https://www.gotoeat-gifu.jp/buy/ 

 

飲食店の方へ 

ぎふ Go To イート 加盟店登録がまだの方はぜひご登録ください 

（10/15現在で高山市内 200以上の店舗が加盟店登録をしています） 

https://www.gotoeat-gifu.jp/recruitment/ 

 

--------------------------------------------------- 

■ 国 新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業 

https://r2.jizokukahojokin.info/corona/files/6016/0162/7973/koubo_r2c_ver7.pdf
http://www.takayama-cci.or.jp/cgibin/seminar/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=120106093255
http://www.takayama-cci.or.jp/cgibin/seminar/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=120106093255
http://www.takayama-cci.or.jp/cgibin/seminar/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=120923093319
http://www.takayama-cci.or.jp/cgibin/seminar/htmlview.cgi?admin=contents_view&id=120923093319
http://esod-neo.com/intro/cci/takayama-cci.html
https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000015/1005408/1000400/1000405/1012877.html
https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000015/1005408/1000400/1000405/1012877.html
https://www.gotoeat-gifu.jp/buy/
https://www.gotoeat-gifu.jp/recruitment/


--------------------------------------------------- 

日本政策金融公庫で新型コロナ特別貸付を利用された方へ 

利子補給の申請手続き書類が順次郵送されていますので、忘れずに申請ください（期限は令

和 3年 12月末まで） 

https://www.smrj.go.jp/news/2020/riho.html 

 

※順次郵送されているようなので、まだ書類が届いていない方はお待ちください 

※記入方法でご不明な点があればお気軽にお問合せください 

 

 

https://www.smrj.go.jp/news/2020/riho.html

