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「みんなで応援商品券」換金期限は令和４年１０月３１日（月）まで

商工会長旗争奪野球大会の結果

9月11日(日)に秋晴れのもと開催した商工会長旗争奪
野球大会(商工会青年部久々野支部主管)は、６チーム
に参加いただき熱戦が繰り広げられました。

成績 優勝：ルート９、２位：ノーマーク

インボイスセミナーを開催しました

来年10月から導入される消費税のインボイス制度に関
するセミナーを税理士の坂井弥生先生をお招きし、去
る9月2日(金)に開催しました。
会員事業所から21名の方が参加され、各事業所が考
慮すべき事項について、具体的に説明していただきまし
た。
この制度は消費税免税事業者だから関係ないと言って
はいられません。制度の内容をよく理解して早めの準
備をしておきましょう。

優勝されたルート9の皆さん

商工貯蓄共済(医療保障特約型)・福祉
共済制度加入者の方へ重要なお知らせ

新型コロナウイルス感染症により臨時施設または自宅
で療養されている方についても「入院」とする特別取扱
い（みなし入院）の対象が、令和4年9月26日(月)から
は重症化リスクの高い方に限定されることになりました。

重症化リスクの高い方とは
 ６５歳以上の方
 入院を要する方
 重症化リスクがあり、所定の新型コロナウイル

ス感染症治療薬の投与又は新型コロナウイルス
感染症罹患により酸素投与が必要な方

 妊娠されている方

9月25日以前に感染診断された場合は、みなし入院も
給付の対象となります。詳しくは商工会にお問合せくだ
さい。

セミナーの様子
令和４年度起業セミナーのご案内

これから商売を始める方、商売をやってみたい方を
対象に起業セミナーを開催します。
このセミナーは、高山市創業支援事業計画に基づい
て実施する特定創業支援として、【経営】【販路開
拓】【財務】【人材育成】の４分野を基礎から学べ
る内容となっており、高山市内で創業を志す方でし
たら、年齢性別問わず、どなたでもお気軽にご参加
いただけます。

と き 令和4年11月13日(日)～12月18日(日)
毎週日曜日(全6日間) 14:00～18:00

ところ 高山市清見支所(高山市清見町三日町305)
参加費 5,500円(税込)
定 員 30名(先着順)
申込み 高山商工会議所へ電話で申込み

受付は10月3日(月)9:00～(事前予約不可）
申込み後、セミナー開催までに面談あり

問合せ 高山商工会議所(☎0577-32-0380）
その他 詳細は商工会ホームページをご覧ください

岐阜県内の商工会に勤務する職員を
募集しています(令和5年4月採用)

◇募集職種及び人数
事務局長 2名 経営指導員 5名
経営支援員 1名

◇応募締切 令和4年10月31日(月) 消印有効
◇募集要項 商工会ホームページをご覧ください
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岐阜県飲食店換気対策支援補助金

申請期限、対象期間が延長されました。

◆補助対象事業者

岐阜県内で飲食店を営業している事業者のうち、新
型コロナ対策実施店舗向けステッカー（第三者認
証）を取得した事業者又は今後取得予定の事業者

◆補助対象経費

①換気設備の設置工事費
②空気清浄機の購入費（①を実施した場合のみ)

◆補助率 １０/１０

◆補助限度額（１店舗当たり）

換気設備 上限５０万円
空気清浄機 上限１０万円

◆補助対象期間

令和4年1月1日以降に契約･工事･購入し、令和4年12
月31日までに工事完了･納品･支払いが完了している
もの

◆申請方法・期限

郵送のみ 令和４年１０月３１日（消印有効）

◆申請書類提出先・お問合せ

〒501-6111 岐阜市柳津町宮東3-16
「岐阜県飲食店換気対策支援補助金」事務局
☎058-260-5515

※詳しくは岐阜県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/227609.html

高山市働き改革セミナー第２弾

従業員にとって魅力ある事業所を目指して

令和４年４月１日から、育児休業や介護休業の制度
が改正されています。
今回のセミナーでは、制度改正の解説から「子育て
への配慮」「働きやすい職場環境」をテーマに、
「従業員のモチベーションアップ」や「働きがい」
につながるような「従業員にとって魅力ある事業
所」についてお話しいただきます。

 日 時 令和4年11月18日(金) 13:30～15:00
 会 場 高山市役所 201・202会議室

 講 師 特定社会保険労務士 大塚晋平 氏

 対 象 市内事業所の経営者・人事担当者等

 参加料 無料

 申込み 高山市のホームページから

https://www.city.takayama.lg.jp/events/1000045/1017247.html

 お問合せ 高山市役所 雇用・産業創出課

☎0577-35-3182

岐阜県燃料電池自動車貸付事業

岐阜県では、2050年の「脱炭素社会ぎふ」実現に
向けて、走行時に二酸化炭素を排出しないＦＣＶ
(水素をエネルギー源とする自動車)の導入機運を
高めるため、県内事業者にＦＣＶを貸し出す事業
を行っています。

貸出場所 飛騨県事務所(高山市岡本町）
貸出車両 トヨタ ＭＩＲＡＩ
貸出期間 10日以内(借受・返却は開庁日に限る)
費 用 無料（水素燃料費は実費負担）
申込み先 飛騨県事務所 振興防災課

☎0577-33-1111(内線231）
使用日の1ヵ月前までに事前予約

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自
社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた
経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向
上の取り組みを支援する制度です。

◆補助上限

［通常枠］50万円 ［賃金引上げ枠］200万円
［インボイス枠］100万円 ［卒業枠］200万円
［後継者支援枠］200万円 ［創業枠］200万円

◆補 助 率

２/３ ※賃金引上げ枠の赤字事業者は３/４

◆補助対象経費

機械装置費、広報費、ウエブサイト関連費
旅費、展示会等出展費、開発費、資料購入費
雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

◆申請締切

第10回 令和４年１２月上旬
第11回 令和５年２月下旬

◆申請方法

電子申請又は郵送

◆お問合せ

高山南商工会

活用をお考えの方は早めに商工会へご相談を

小規模事業者持続化補助金(国)

高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する

対話型全国説明会

日 時 令和4年11月1日(火)18:00～20:00
会 場 高山市民文化会館３階講堂
申込み https://www.numo.or.jp/setsumeikai/
問合せ 原子力発電環境整備機構 地域交流部

☎03-6371-4003
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◆給付対象
次の①～③をすべて満たす方
① 製造業のうち、下記のいずれかに該当する事

業を営んでいること
＜対象事業＞
陶磁器、繊維・衣服、紙、金属・刃物、木工、
プラスチック、食品、伝統的工芸品、郷土工芸品
※ 食品については、2022年4月1日時点で食品衛生

法に基づき、製造業、加工業、処理業に係る営

業許可を取得又は営業届出を行っていること。

② 2022年4月から9月のいずれかの月において、
前年同月と比較して原油高や電気・ガス料金
を含む物価高騰による影響を受けていること

③ 次の要件を満たす事業者であること
•中小法人等又は個人事業者等であり、かつ本店又
は主たる事務所が岐阜県内にあること。
• 2021年以前から事業を行っている者であって、
2021年において事業収入（売上）を得ており、今
後も事業を継続する意思があること。
•事業を営むにあたり、2022年4月1日以前から必要
な許認可等を取得していること。

◆給付額
一事業者あたり１０万円（定額）

◆申請期間

令和4年7月1日(金)～12月28日(水) 消印有効

◆申請方法
郵送のみ受付
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で提出

◆送付先
〒500-8856
岐阜市橋本町2丁目20 濃飛ビル11階
岐阜県原油高・物価高騰における
地場産業支援金 受付係

◆問合せ先
岐阜県原油高・物価高騰における地場産業支援金
相談窓口（コールセンター）
電話番号：0570－070－500
受付時間：平日９時～１７時

詳細は岐阜県公式 WEB サイトをご覧ください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/229774.html
「岐阜県 地場産業支援金」で検索

岐阜県原油高・物価高騰における地場産業支援金

申請期限が延長されました

新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、企業
を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。特
に製造現場では、高品質を維持しつつ、多品種・
小ロット生産、短納期の対応が求められています。
本セミナーでは、実際に現場でカイゼン活動を実
施されている方やカイゼンに取り組みたい方を対
象に、ムダの見つけ方からカイゼン活動を定着さ
せるまでの手法について、具体的な事例を交えて
解説します。
中小企業の皆様など、多数のご参加をお待ちして
おります。

◇日 時
令和４年１０月１４日（金）13:30～14：30

◇開催方法
オンラインセミナー（ライブ配信）
※Ｗｅｂ会議アプリ「Ｚｏｏｍ」のウェビナーを使用

◇内 容
① カイゼンの進め方
② ムダの見つけ方
③ ＩＴを活用したカイゼン活動
④ ムダ取り、カイゼン事例（生産現場編、オ

フィス編）
⑤ 補助金の活用について

◇講 師
兼山 尚（モノづくりコーディネーター 技術担当）
自動車部品、半導体、住宅部材のメーカーにて、工場計
画、設備計画、生産技術、環境対策等を経験する。工程
改善、設備保全、ＣＯ２排出量削減等の指導経験を有す
る。エネルギー管理士・行政書士

◇対 象 県内中小企業の方等

◇参加費 無 料

◇申込み ホームページからお申し込みください。
https://www.gpc-
gifu.or.jp/topics/2022090501/index.asp

◇締 切 令和４年１０月１３日（木）

◇問合せ (公財)岐阜県産業経済振興センター
産業振興部総合支援課窓口支援担当
電話 ：(058) 277-1080

第４回モノづくりセミナー

「ムダをとる！現場カイゼン講座」
～生産性の向上を目指して～
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