


「持続化給付金」県内申請サポート会場の開設状況 

令和２年５月２７日（水）時点 

 

Ｎо 開設日 市町村 会場施設名 

１ ５月１４日（木） 岐阜市 岐阜商工会議所 ２Ｆ 

２ ５月２１日（木） 関市 関商工会議所 ２Ｆ  

３ ５月２１日（木） 中津川市 中津川商工会議所 ３Ｆ  

４ ５月２１日（木） 美濃加茂市 美濃加茂商工会議所 ３Ｆ  

５ ５月２２日（金） 恵那市 恵那商工会議所 ３Ｆ  

６ ５月２３日（土） 各務原市 各務原商工会議所 ３Ｆ  

７ ５月２４日（日） 高山市 飛騨・世界生活文化センター Ｂ１Ｆ 

８ ５月２４日（日） 羽島市 羽島商工会議所 ３Ｆ  

９ ５月２８日（木） 大垣市 ソフトピアジャパンドリームコア ５Ｆ 

１０ ５月２８日（木） 美濃市 美濃商工会議所 ３Ｆ 

１１ ５月２８日（木） 飛騨市 神岡商工会議所 ２Ｆ 

１２ ５月２８日（木） 可児市 可児市勤労者総合福祉センター １Ｆ 

１３ ６月 １日（月） 多治見市 セラミックパークＭＩＮＯ 

１４ ６月 ４日（木） 土岐市 土岐商工会議所 ３Ｆ 

 

※高山市（高山会場）は、毎週火曜日が定休日。 

※飛騨市（神岡会場）は、毎週土日、祝日が定休日。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)令和２年１月２７日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職した対象労 

働者を令和２年８月３１日までに雇用したこと。 
 

(2)岐阜県税の滞納がないこと。 

 

(3)対象労働者の主たる勤務地は、県内の事業所であること。 
 

(4)対象労働者の雇入れ日の前日から起算して６か月前の日から１年を経過する日まで

の間に、従業員を事業主の都合で解雇していないこと。 
 

(5)支給申請日の前日から起算して過去３年の間に、対象労働者を事業主の都合で解雇

していないこと。 

対象労働者１人当たり６０万円 

 ※６か月以上継続して雇用した者に限る。 
 

 ※１事業所当たり２人までとする。 
 

 ※対象労働者を雇い入れてから６か月の間に対象労働者に 

支払われた賃金が１人当たり６０万円を下回る場合は、 

その額とする。 

新型コロナウイルス感染症の影響により就労の場を失った方の再就職を支援するため、 

そうした方を正規雇用労働者として雇用する中小企業事業主に対して、給付金を支給します! 

岐阜県 
 

◎申請書の記載例を掲載している「申請マニュアル」や「申請様式」は、岐阜県ホームページ 

からダウンロードできます。 

<https://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/c_11367/risyokusyakoyokyufukin.html> 

◎申請・問い合わせ先 

岐阜県 商工労働部 労働雇用課 住所：岐阜市薮田南２－１－１ 

電話：０５８－２７２－１１１１（内線３１２２） 

対象事業主の要件 

支給額 

 

雇入れ日 

6/1 11/30 12/1 6/1 

３年 
(4)従業員を解雇 

していないこと (5)対象労働者を解雇

していないこと 

１年 

「新型コロナウイルス感染症離職者雇用事業者給付金」 

の ご 案 内 

中小企業事業主の範囲 

 

業種 
Ａ.資本または 

出資額 

Ｂ.常時使用

する労働者 

小売業 

(飲食業を含む) 
5,000 万円以下 50 人以下 

サービス業 5,000 万円以下 100 人以下 

卸売業 １億円以下 100 人以下 

その他の業種 ３億円以下 300 人以下 

 

労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること 

対 象 と な る 中 小 企 業 事 業 主 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対象事業主からの支給申請であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金を支給しない。 

（１）対象労働者の雇入れ日の前日から起算して３年間に、次のいずれかに該当する労働者を雇い入れる場合 

ア 対象事業主と雇用、請負又は委任の関係にあった労働者 

イ 対象事業主の事業所に出向し、又は派遣されて就労したことがある労働者 

ウ 対象事業主の事業所において、通算して３か月を超えて訓練、実習等(雇用関係はないが、当該事業所において行う訓練、職

場体験、職場実習その他の職場適応に係る作業等（特別支援学校が教育課程の一環として実施するものを除く。）をいう。以下

同じ。)を受けたことがある労働者 

（２）対象労働者の雇入れ日から起算して１年間に、当該対象労働者と雇用、請負若しくは委任の関係にあった事業主、出向若しくは

派遣の形態により当該対象労働者をその事業所において就労させたことがある事業主又は当該対象労働者に対して通算して３か

月を超える訓練、実習等を行っていた事業主と、雇入れ日において次のいずれかの関係を有する事業主が雇い入れる場合（職業紹

介事業者等が対象労働者を紹介した場合であって、当該職業紹介事業者等と密接な関係にある事業主が雇い入れる場合を含む。以

下同じ。） 

ア 他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、当該他の事業主を子会社とする場合における当

該親会社又は子会社であること。 

イ 法人の代表者が同一人物であること又は役員を兼務している者がいずれかの事業主の役員の過半数を占めていること。 

ウ ア又はイに掲げるもののほか、資本的、経済的又は組織的関連性等からみて密接な関係にあること。 

（３）事業主又はその役員の３親等内の親族である労働者を雇い入れる場合 

（４）対象労働者の雇入れ日の前日から起算して３年前の日から当該雇入れ日の前日までの間に、職場適応訓練（労働施策の総合的な

推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和４１年法律第１３２号）第１８条第５号に規定する求職

者を作業環境に適応させる訓練（短期のものを除く。）をいう。以下同じ。）を受け、又は受けたことのある者に対し職場適応訓練

を行い、又は行った事業主が雇い入れる場合 

（５）対象労働者の労働に対する賃金を、支払期日を超えて支払っていない場合 

（６）対象労働者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から申出があった場合 

② 「給付金支給申請書」を県へ提出（郵送に限る） 

    ※申請書の提出期限は、対象労働者を雇い入れた日から３０日以内(当日消印有効)です。 

     ただし、令和２年５月２７日までに対象労働者を雇い入れた場合の申請書提出期

限は、令和２年６月３０日（当日消印有効）です。 

    ※県の審査後、「支給決定通知書」を送付します。 

① 令和２年１月２７日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職した 

 方を令和２年８月３１日までに正規雇用労働者として雇い入れ 

③ 対象労働者を正規雇用労働者として６か月以上雇い入れ 

④ 「対象労働者に係る報告書」を県へ提出（郵送に限る） 

    ※報告書の提出期限は、対象労働者を雇い入れた後、６か月を経過した日以降３０日以内

（当日消印有効）です。 

   ※県の審査後、「給付金額の確定通知書」を送付します。 

給付金支給までの流れ 

⑥ 県から給付金の支給 

⑤ 「給付金支給請求書」を県へ提出（郵送に限る） 

 

不支給要件 



第三者承継により新たな取り組みを行う方を支援！

対象となる事業承継形態のイメージ

補助率 ２ / ３ 以内  ・ 補助上限額 ２００万円

新商品・新サービス等の新たな取り組みへのチャレンジを支援！

【対象となる事業例】

① 新商品の開発又は生産
② 新役務の開発又は提供
③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④ 役務の新たな提供の方式の導入
⑤ 事業転換による新分野への進出
⑥ 上記によらず、その他の新たな事業活動による販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化

につながる取り組み 等

店舗賃貸料、店舗工事費、広報費などが補助対象！

店舗等借入費、設備費、原材料費（サンプル品の制作に係る材料費）、マーケティング調査費、広報費、
会場借上料、外注費、委託費

今まで事業を営んでいない個人が対象！

① 事業承継以前に事業を営んでいない個人であり、かつ、被承継者と親族（3親等以内）で無いこと。

① 中小企業者であること
② 岐阜県内にて事業を行っていること
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して

５％以上減少していること

※その他、各種要件がありますので詳しくは公募要領等を参照ください。

被承継者（事業を引き継がせる者）

個人事業主（廃業）

法人（代表者退任）

承継者（事業を引き継ぐ者）

個人事業（開業）・法人設立（代表者就任)

法人（代表者就任）

【 公募期間 】 ※ 当日消印有効令和２年５月29日（金）～ 令和２年７月３１日（金)

▶公募要領・申請書等はこちらのサイトよりダウンロード

事業承継の要件事業承継の要件

補助対象額補助対象額

補助対象事業補助対象事業

補助対象経費補助対象経費

補助対象者の要件補助対象者の要件

検  索プッシュ　岐阜

第三者事業承継による新商品・新サービス等の新たな取り組みを応援します！

令和2年度

岐阜県第三者事業承継補助金

第三者事業承継補助金とは？

　第三者事業承継補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響により廃業等経営の危機に直面する事業

者から、創業を希望する第三者（親族でない者）への事業承継を契機として新たな取り組みを支援する

ことにより、地域の経営資源の維持や地域経済の持続的発展を図ることを目的としています。

　令和2年 1月 29日～令和2年 12月 31日の間に、第三者による事業の引継ぎを行うこと。
さらに承継者が岐阜県を拠点として新たな取り組み等を行うこと。　　　　　

新型コロナウイルス感染症の影響を受けていること等被承継者の要件被承継者の要件

https://www.shokeisien-gifu.com/

※本事業は、岐阜県からの補助金により実施します。



【公募期間】 令和２年５月29日（金）～令和２年７月31日（金）　※当日消印有効

【提出先（問合せ）】 〒５００－８３８４
岐阜県岐阜市薮田南５－１４－５３　ＯＫＢふれあい会館９階

ＴＥＬ０５８－２７４－９７２３
岐阜県商工会連合会岐阜県第三者事業承継補助金事務局宛

【提出方法】 「公募申請書」等は下記サイトよりダウンロードしてください。

※封筒等の表面に「岐阜県第三者事業承継補助金応募書類在中」と朱書きしてください。
※簡易書留や特定記録などを利用し、配達証明（確認）できる方法によってお送りください。

応募書類は郵便により提出してください。

新規性、実現性、収益性等を明確にするような事業計画作成を！

審査の手順は以下のとおりです。  

②書面審査（資格審査を通過した方）
    審査委員が事業計画書等の提出された書類をもとに、下記の着眼点に基づき 審査します。

①資格審査（要件を確認します）

令和２年12月末までに事業承継と事業実施が必要！

応募について

選考について

事業スケジュール

事業承継ネットワーク支援機関による支援

    岐阜県事業承継ネットワーク支援機関（県内金融機関、商工会・商工会議所、各種支援機関等）から事業実施に向け
た伴走支援を受けることができます。
※ネットワーク支援機関については当会サイトより参照ください。
※申請書・実績報告書等の作成代行はいたしません。

https://www.shokeisien-gifu.com/

https://www.shokeisien-gifu.com/

岐阜県商工会連合会　岐阜県第三者事業承継補助金事務局

☎058-274-9723 お問い合わせ時間：8 : 30 ～ 17 : 00（土・日・祝日は除く）
●本補助金の詳細・書式ダウンロード等は下記サイトにてご確認ください。

検  索プッシュ 岐阜

(１) 事業承継を契機とした被承継者の既存事業にはない新たな取組みであること。
(２) 事業の実現可能性
　　・事業コンセプトや事業具体化までのプロセスの明確性と計画内容の妥当性
　　・事業の実施体制（事業に必要な人材の確保、取引先等のネットワークの構築）の妥当性
(３) 事業の収益性
　　・ターゲットとする顧客や市場（ニーズ）の明確性
　　・事業全体の収益性見通しについての妥当性と信頼性
(４) 事業の継続性
　　・事業の開始と事業計画の達成見込みの可能性
　　・売上・利益計画、資金計画の妥当性
　

※審査の結果（不採択の理由等）に関するお問い合わせには、一切応じません。

【申請先・お問合せ】

公募期間内に岐阜県商工会連合会まで提出ください。

5月29日～7月31日

申請受付

１2 / 31 ～１ / 15

実績報告

2月 下 旬

補助金交付

5年間

状況報告

令和2年 1月 29日～12月 31日の間に事業承継を行う。

8月 下 旬

交付決定

事業実施期間



 
 
 

 

 

 

 

 

2021年卒向け WEB合同企業説明会【参加者募集】 
 

県では、新型コロナウイルス感染症の影響で就職活動が停滞している２０２１年卒の大学生

等の県内就職を支援するため、学生が自宅等に居ながら企業研究ができるWEB合同企業説明会を

実施します。 

 

記 

 

１ 日   時：令和２年６月１０日（水）、１６日（火）、２４日（水）、２９日（月） 

        各日とも１３時よりプログラムを開始します。途中視聴も可能です。 

 

２ 出展企業：５０社 ※出展企業と各日の日程は別紙のとおり。 

 

３ 内   容：県内企業担当者が会社説明をＹｏｕＴｕｂｅ ＬＩＶＥ上で生配信します。 

学生のみなさんはチャット機能を利用して企業へ質問が可能です。 

開始時と終了時には、就職支援セミナーを実施します。 

 

４ 対   象：２０２１年卒の学生 ※参加無料、服装自由 

（大学生、大学院生、短大生、専門学生、工業高等専門学生） 

 

５ 申込方法：（１）参加を希望する学生は、事前に専用申込みサイトにてエントリー。 

           エントリー完了後、当日のアクセス用パスワードが付与されます。 

           専用申込みサイトは６月１日より公開予定。 

 

           WEB検索ワード：ぎふジョブ  

URL：https://www.jinzai-gifu.jp/gifulive 

 

        （２）当日は、アクセス用パスワードを準備して、パソコン又はスマホから 

専用サイトへアクセス。申込みは当日まで可能です。 

 

７ 当日取材：取材については、開催日の前日までに、下記担当へ連絡をお願いします。 

         産業人材課 人材確保係 子林・渡邉 

内線３２９２、直通０５８－２７２－８４０６ 

令和２年５月２９日（金） 岐阜県発表資料 

担 当 課 担当係 担当者 電話番号 

産業人材課 人材確保対策監 

 

野原 英一 

 

  内線 3291 

  直通 058-272-8406 

FAX  058-278-2676  

https://www.jinzai-gifu.jp/gifulive


 

別 紙 

 

タイムスケジュール（１企業２回ずつ説明と質疑応答を行います。） 

 

６月１０日（水）第１回

13：20～14：30 株式会社セイノー情報サービス 岐建株式会社 日本耐酸壜工業株式会社 岐セン株式会社 三甲株式会社

大垣市/情報・ソフトウエア 大垣市/建設 大垣市/製造 瑞穂市／製造 瑞穂市／製造

14：40～15：50 中部薬品株式会社 共立コンピューターサービス株式会社 昭和コンクリート工業株式会社 岡本・ナベヤグループ 大進精工株式会社

多治見市／流通・小売 大垣市／情報・ソフトウエア 岐阜市/製造 岐阜市／製造 岐阜市／サービス

６月１６日（火）第２回

13：20～14：30 株式会社イマオコーポレーション 和光会グループ 岐阜プラスチック工業株式会社 株式会社東伸 ダイキャスト東和産業株式会社

関市／製造 岐阜市／医療福祉 岐阜市／製造 大垣市／製造 多治見市／製造

14：40～15：50 株式会社田口鉄工所 ぎふ農業協同組合 株式会社TYK 株式会社ナガセインテグレックス 株式会社オーツカ

大垣市／製造 岐阜市／金融 多治見市／製造 関市／製造 笠松町／製造

６月２４日（水）第３回

13：20～14：30 たんぽぽ薬局株式会社 ミズタニバルブ工業株式会社 コダマ樹脂工業株式会社 株式会社ギフ加藤製作所 富士変速機株式会社

岐阜市／流通・小売 山県市／製造 神戸町／製造 岐阜市／製造 岐阜市／製造

14：40～15：50 東濃信用金庫 徳田工業株式会社 大和工業株式会社 株式会社カワイ 岩戸工業株式会社

多治見市／金融 各務原市／製造 輪之内町／製造 大垣市／製造 各務原市／製造

16：00～17：10 中日本カプセル株式会社 日晃オートメ株式会社 加藤建設株式会社 大同プレーンベアリング株式会社 飛騨農業協同組合

大垣市／食品・医療品 各務原市／製造 揖斐川町／建設 関市／製造 高山市／その他

６月２９日（月）第４回

13：20～14：30 福田刃物工業株式会社 長谷虎紡績株式会社 フジ精密株式会社 生活協同組合コープぎふ 株式会社ハイビックス

関市／製造 羽島市／製造 大垣市／製造 各務原市／流通・小売 瑞穂市／製造

14：40～15：50 医療法人社団　友愛会 高山信用金庫 シーシーアイグループ 美濃工業株式会社 株式会社丸順

岐阜市／医療福祉 高山市／金融 関市／製造 中津川市／製造 大垣市／製造

16：00～17：10 セブン工業株式会社 東海神栄電子工業株式会社 株式会社天木鉄工 株式会社刃物屋トギノン 株式会社ユニテツク

美濃加茂市／製造 恵那市／製造 大垣市／製造 関市／製造 大垣市／サービス  


