
 

 

 

 

 

 

 商工会並びに工業部会事業の一環として、「労

働安全衛生法」に基づき健康診断を実施します。

今年度より『全国健康保険協会生活習慣病予防

検診(協会けんぽ健診)』が受診できます。 

 日 時  令和２年 11 月 10 日(火) 

    9:00~11:30 

 場 所 

（芝原中町 3 丁目 50 番地） 

   ①定期健康診断（全項目） 

        8,250 円/人(税込) 

 助成金  ②生活習慣病予防健診(補助あり) 

        7,169 円/人(税込) 

助成金   ③生活習慣病予防健診(補助なし) 

        19,580 円(税込) 

助成金   1,000 円/人（上限 10 名） 

※提出期限は令和 2 年 9 月 25 日まで 

詳しくは、別紙チラシをご覧ください。 

 

「北方町清流花火」 

協賛社の募集 
 今年に入り新型コロナウイルス感染症拡大に

より、外出もままならない状態が続き、子ども

達にも満足できる思い出も作ってあげられない

ことから、今回のプロジェクトを計画し、１口

3,000 円より会員の皆さんの協賛を募集してい

ます。 

 本プロジェクトは花火師で商工会員でもある

渡邊将人さん(天狗堂)が企画され、打ち上げは

9 月下旬～10 月中旬を予定しています。 

 

 ご協賛願える方は。。。 

「9 月 16 日(水)」までに 

「渡邊将人」 

「☎080-9395-3313」ま

でご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

このたびは商品券取扱店として北方町内約 140 店

がご登録いただき、誠に有難うございました。    

なお商品券概要・換金方法は下記のとおりです。 

《商品券の概要》 

販売期間 
令和 2年 8 月 14 日（金）～ 

9 月 30 日（水） 

使用期間 
令和 2年 8 月 14 日～ 

令和 3年 1 月 31 日（日） 

発行金額 最大 1 億６千万円程度 

商品券の 

内容 

Ⓐ券額面 1000 円券×5枚＝5000 円 

（一般店・量販店で使用可） 

Ⓑ券額面 500 円券×10枚 5000 円 

（一般店で使用可） 

 

 

 

 

 

 

《商品券の換金の流れ》 

手順① 

本券・銀行印・通帳を、登録店が指定した

下記金融機関へ持参する。 

《十六銀行》《大垣共立銀行》 

《大垣西濃信用金庫》《岐阜商工信用組合》 

《ぎふ農協》の北方支店 
 

※事前に本券の裏面に取扱い登録店の

スタンプを押印してください！ 

手順② 
金融機関の窓口にある「換金請求書」に

必要事項を記載する。 

手順③ 後日、金融機関から送金されます。 

※換金・入金日程の他、本券の取扱いなど詳細に

ついては、登録店様宛ての「取扱いのご案内」にて

ご確認ください。 
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健康診断の実施 
協会けんぽ健診も受診できます！ 

「北方町プレミアム商品券 2020」 
登録加盟店様へ取扱いのご案内 

 



 

 

 

GoTo ﾄﾗﾍﾞﾙ事業は旅行･宿泊商品の割引と､旅

行先の土産物店､飲食店､観光施設､交通機関な

どで幅広く使用できる地域共通ｸｰﾎﾟﾝの発行で､

感染拡大により失われた観光客の流れを地域

に取り戻し､観光地全体の消費を促す事業です｡ 

地域共通ｸｰﾎﾟﾝとは。。。 

・旅行代金の 15％相当額を地域共通ｸｰﾎﾟﾝとし

て､1 枚 1,000 円単位で発行する商品券です｡ 

・地域共通ｸｰﾎﾟﾝ取扱店舗は､2020 年 9 月以降

に旅行者向けGoTo ﾄﾗﾍﾞﾙ事業公式ｻｲﾄでｱｯﾌﾟ予

定です｡ 

近場の地域共通ｸｰﾎﾟﾝ制度説明会は以下の日程

で行われます。その他の会場は GoTo ﾄﾗﾍﾞﾙ事

務局 HP をご覧ください。 

9/9 
10:30- 

12:30 

大垣市万石 2

丁目 31 番地 

大垣ﾌｫ

ｰﾗﾑﾎﾃﾙ 
50 名 

9/9 
14:00- 

16:00 

大垣市万石 2

丁目 31 番地 

大垣ﾌｫ

ｰﾗﾑﾎﾃﾙ 
50 名 

お問い合わせ先 

(株)JTB 岐阜支店 営業課 廣瀬 

岐阜市吉野町 6-16 大同生命廣瀬ビル 2 階 

TEL(058)264-7911 

専門家を活用しよう！（秘密厳守） 

エキスパート･バンク事業 
 経営･生産･技術･販売促進等の課題を抱えている

事業者の方々を対象に、専門技術や知識を持つエキ

スパート（専門家）を事業所へ派遣して具体的･実践

的な指導を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

【相談料･日数】 

１回目は無料。２回目以降は有料

(1/3)となります。 

１企業につき３回以内です。 

【申込方法】 

 商工会事務局にお申込みください。 

設備投資・資金繰りにご活用ください！ 

新型コロナウイルス対策マル経資金 

 

貸付対象者 
同感染症の影響を受け、最近 1 カ月の

売上高が 5％以上減少している事業者 

融資限度額 別枠 1,000 万円 

貸 付 利 率 
当初 3 年間：0.31％ 

  4 年目以降：1.21％ 

貸 付 期 間 

（据置期間） 

設備：10 年以内（4年以内） 

運転： 7 年以内（3年以内） 

そ の 他 
〇一定の条件に該当した場合無利子化 

〇既往借入の借換が可能 

相 談 窓 口 商工会に相談・申込み 

…………………………………………………………… 

 

 

11 月 8 日に開催を予定しておりました｢北方ふれ

あいまつり｣は､新型コロナウイルス感染症が拡大し

ている状況をふまえ､参加者のみなさまの安全確保

が困難と判断し､中止することになりました。 

 

◆商工会の事業情報 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

発 行 北方町商工会 
住 所 本巣郡北方町北方 1524-1 
電 話 ３２３－１１０１ 
F A X  ３２４－７６５２ 
E-mail kitagata@ml.gifushoko.or.jp 

【先月の事業】 

  4日 事業継続力支援計画セミナー 

14日 プレミアム商品券発売開始 

18日 執行部会 

19日 岐阜地区商工会女性部役員会 

21日  門前市 

 27日 青色申告会会長会議 

未来タウン北方ふれあいまつり中止！ 

Goto トラベル 
地域共通クーポン取扱店舗募集 

創業支援 
など 

労務管理 
に関する支援 

企業法務 
に関する支援 

事業計画 
策定支援 

ホームページ 
の作成支援 

販売促進 
に関する支援 

【今月の事業】 

  3日 事業継続力支援計画セミナー２回目 

  3日 岐阜地区青年部リーダー講習会実行委員会 

7日 食協会費納入検査容器配布等(～10日) 

 21日 門前市 


