
商工会だより 令和３年７月号

高山市事業継続応援給付金の申請受付が始まります
岐阜県による非常事態宣言やまん延防止等重点措置区域に指定されたことに伴い大きな影響を受けたも

のの、県の休業協力金や県独自の一時支援金が行き届かない市内事業者に対して、高山市独自の事業継続
を応援するための給付金が支給されます。

１ 給付金の額

１事業者あたり１回限り１０万円（複数の事業所を有する場合でも同一金額）

２ 対象事業者

① 次のア～ウのいずれかに該当する事業者

ア 高山市内で市民や観光客等に対して、対面販売や対面サービスの提供等を行う事業者

イ アに該当しないが、市内で主に観光客に対して商品販売やサービスの提供を行う観光関連事業者

ウ 上記ア、イの事業者に対して、市内において経常的に商品やサービスを提供している取引事業者

② 令和３年５月又は６月の売上高が前年又は前々年の同月と比較して１０％以上減少

③ 岐阜県による「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力機(第５弾)」又は「県独自の一時支援金」

の支給対象者でない

④ 令和３年６月１日時点において市内に事業所等を有し、事業を営む中小事業者で、今後も継続して市内で

事業を営む意思がある

※上記以外にも条件がありますので、詳細は高山市ホームページをご覧いただくか、商工会にお尋ねください。

３ 申請期間

令和３年７月７日(水)～令和３年９月３０日(木) (当日消印有効)

４ 制度の詳細は

または 高山南商工会 へお尋ねください

高山労働基準監督署管内における労働災害は5月末時
点で休業4日以上の死傷者数が51人と前年同期比
6.3％の増加となっているとのことです。
監督署から次の取組を徹底し、労働災害防止に努める
よう要請されていますので、各事業所内で今一度ご確認
をお願いします。

 経営トップが職場パトロールを実施しましょう。
 「墜落、転落」、「はさまれ、巻き込まれ」防止措置な
ど基本的な安全対策を確実に実施しましょう。

 機械設備の修理、点検等非定常作業を含めた安全
作業マニュアルを確認し、マニュアルに沿った作業の
実施を徹底しましょう。

 労働者が安全に通行できる通路を設定し、整 理・
整頓・清掃を通じ、その維持を図りましょう。

 雇い入れ時、作業転換時の労働者に対する安 全教
育を確実に実施しましょう。

全 国 安 全 週 間
7月1日（木）～7日（水）

高山市事業継続応援給付金

納期特例の届を提出されている事業者の方

源泉所得税の納付について
上半期分の源泉所得税の納期限は ７月１２日（月）
です。
商工会に事務を委託されている方は、６月の給与の
額が確定した時点で源泉徴収簿（１月～６月分）を速
やかに提出してください。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、「みんなで応
援商品券」の利用期限が再延長され、７月末までとな
りました。
商品券の換金期限も８月末までになりましたので、お
忘れのないように換金してください。

みんなで応援商品券（第２弾）

利用期限が再延長されました

【岐阜県からのお知らせ】 「県産品愛用推進宣言の店」の指定店舗 募集中！
詳しくは https://www.pref.gifu.lg.jp/page/8163.html

経営者のための退職金制度

小 規 模 企 業 共 済



月次支援金の申請が始まりました

高山南商工会 本 所 ☎52-3460
e-mail:t-minami@ml.gifushoko.or.jp

朝日支所 ☎55-3529https://www.gifushoko.or.jp/takayamaminami/

「友だち追加」お願いします

高山南商工会
公式ＬＩＮＥ開設

最新の情報を速やかに
お届けします。 ＬＩＮＥＩＤ ＠898bgwtd

岐阜労働局からのお知らせ

公正な採用選考を行いましょう

就職差別につながるおそれがある14事項

●本人に責任のない事項の質問
本籍・出生地、家族、住宅状況、生活環境・家庭環境

●本来自由であるべき事項（思想・信条）の質問
宗教、支持政党、人生観・生活信条、思想、尊敬する人物、
購読新聞・雑誌・愛読書、労働組合（加入状況や活動歴な
ど）や学生運動などの社会運動

●不適切な選考方法
身元調査の実施、本人の適正・能力に関係ない事項を含
んだ応募書類の使用、合理的・客観的に必要性が認めら
れない健康診断の実施

厚生労働省では公正な採用選考の参考例として、新たな履
歴書の様式例を作成しました。

主な変更点（従来の履歴書様式と異なる点）

性別欄は任意記載欄となります。
 「通勤時間」「扶養家族数（配偶者を除く）「配偶者」「配
偶者の扶養義務」の４項目は設けないこととします。

６月号でお知らせしました月次支援金の申請受付が始まっています。

◆月次支援金とは

令和３年４月以降の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業や時短営業」や「外出自

粛等」により月間の売上が ５０％以上減少 した中小法人や個人事業者に給付されます。

◆支援金の額

２０２１年の対象月の売上と２０１９年又は２０２０年の対象月と同じ月の売上との差額

上限額 中小法人 ２０万円/月 個人事業者 １０万円/月

◆申請の方法

月次支援金事務局のホームページからの申請
※登録確認機関による事前確認が必要です。（一時支援金を受給されている場合は不要）

◆申請期間

４月分・５月分 令和３年６月１６日（水）～８月１５日（日）
６月分 令和３年７月 １日（木）～８月３１日（火）

月次支援金事務局

新型コロナウイルス感染症
拡大防止協力金（第５弾）の申請

５月１６日から６月２０日までの「まん延防止等重点
措置」による営業時間の短縮等の要請に全面的に

応じた事業者に対する協力金の申請期限は８月
２３日（月）までとなっています。

飲食店における飛沫感染
防止対策事業費補助金の申請

飲食店等における飛沫感染防止のためのアクリル

板の設置費用に対する補助金の申請期限は７月
３０日（金）までとなっています。

１店舗当たり最大５万円まで（補助率10/10）

高根支所は６月２８日をもって閉鎖しました。ご用件のある場合は、本所または朝日支所をご利用ください。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015年（実績値） 2045年（推計値） 

年少人口（0～14歳） 11,972人 13.4％ 6,615 人 10.5％ 

生産年齢人口（15～64 歳） 49,548人 55.6％ 29,769 人 47.3％ 

高齢者人口（65 歳以上） 27,550人 30.9％ 26,482 人 42.1％ 

合  計 89,070人  62,866 人  

◆ 地域経済レポート 2021年 6月    高山南商工会 

地域経済を考えるためにはまず、「今後地域の人口がどのように変化していくか」を知る必要があります。 

高山市全体や当商工会管内（久々野、朝日、高根）の人口がどのように変化するか見てみましょう。 

高山市全体の推移については「RESAS（※）」を、当商工会管内については「高山市第八次総合計画」を活用し

ています。 

（※）地域経済分析システム（RESAS：リーサス）とは 

産業構造や人口動態、人の流れなどの官民ビッグデータを集約し、可視化するシステムです。地方創生の様々な

取り組みを情報面から支援するために、経済産業省と内閣官房（まち・ひと・しごと創生本部事務局）が提供し

ているものです。 

RESAS（地域経済分析システム）より 

 上記折れ線グラフ「人口推移」は高

山市全体の人口推移について、2015

年までは実績値、それ以降は推計値に

より示しています。 

【高山市の人口比較】では 2015年（実

績値）と 2045年（推計値）をピック

アップし、それぞれの年齢別人口構成

を円グラフで示しています。 

【高山市の人口比較】 

【高山市：年齢別人口構成】 

＜2015年（実績）＞ 

 

＜2045年（推計）＞ 

生産年齢 

高齢者 

生産年齢 

年少者

者 

年少者 

高齢者 

30年後 

★高山市の人口動向 

2015 年からの 30 年で人口は 30％減少 

 今から 24 年後、2045 年高山市の総人口

は 2015 年と比較し約 30％（2 万 6 千人）

減少すると推計されています。 

 減少する 2万 6千人の約 77％、2 万人は

生産年齢、約 20％、5,400人は年少者で高

齢者は若干の減少にとどまります。 

 つまり減少するのは子供（年少者）世代

と生産年齢（働き盛り）世代で、高齢者数

の減少はあまりなく高齢化率は 42％にの

ぼります。 

 次ページでは当商工会管内（久々野、朝

日、高根）の状況を見てみましょう。 
30 年後の総人口（62,866 人）は 2015 年（89,070 人）の約 70％に

縮小するため、円グラフのサイズを小さめに表しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本レポートは経済産業大臣の認定を受けた経営発達支援計画に基づき作成・発刊致します。地域の商工業者様が経営に

有効活用できる情報を当商工会が収集分析、提案して参ります。掲載内容についての詳細な内容、具体的な経営活用の手

法についてご相談がございましたらお気軽にお問合せください。 

【高山南商工会管内：年齢別人口構成】 

高齢者 

生産年齢 

年少者 高齢者 

30年後 

30年後 

年少者 

生産年齢 

【岐阜県全体：年齢別人口構成】 

＜2015年（実績）＞ 

＜2015年（実績）＞ 

＜2045年（推計）＞ 

＜2045年（推計）＞ 

生産年齢 

年少者 
高齢者 

年少者 

生産年齢 

高齢者 

★高山南商工会管内の人口動向 

超高齢社会の先取りモデル 

 上グラフでは当商工会管内 1995～

2015年（実績）、2025～2045 年（推計）

の人口推移を表しています。生産年齢

人口と年少人口の減少が顕著です。 

 また左円グラフは 2015年と 2045年

当商工会管内および岐阜県全体の年

齢別人口構成を表しています。 

 2015年の高齢化率を見ると、岐阜県

28％、高山市全体 31％（前頁）、当会

管内 37％で、当会管内の高齢化率の高

さが目立ちます。しかし 2045 年にな

ると高齢化率の地域差が縮小してい

きます。 

 また、当会管内 2015 年、岐阜県全

体の 2045 年の円グラフ（朱色点線）

を比較すると、年齢別人口の構成比が

かなり似ていることがわかります。当

会管内の高齢化は 2045 年の県下全体

の状況を先取りしているといえそう

です。 

 2045年は人口の４割が高齢者、どの

ようなビジネスが展開されるでしょ

う。ぜひイメージしてみてください。 

高山市「第八次総合計画」をもとに作成 

類似 

 RESASでは今回活用した人口マップのほか、地域経済循環、企業活動、消費、観光、まちづくり、医療福祉、

地方財政等を切り口としたさまざまなデータがあり、グラフなど誰でも活用できます。ぜひ経営にもお役立てく

ださい。  RESAS サイト： https://resas.go.jp/#/21/21201 

 


