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次期部会に期待 (仮称)七尾ベイエリア遊園地構想を引継ぐ
～９月定例会　第１期の最後の部会を開く～

　９月22日（木）、当所の建設業部会（姥浦昭二部
会長）は、部会第１期３年間の最後の部会となる９月
定例会を開催しました。
　冒頭、姥浦部会長は、「新構成員による次期部会に
は、大観覧車があるレジャーランド（遊園地）構想を
引き継ぎ、会議所として市への要望に向けて磨き上げ
ていくことを期待したい」と挨拶しました。
　最初に、任期中（３年間）の活動では、市幹部や市
議会常任委員会との意見交換会、商業部会との意見交
換会及び役員合同視察研修などの実施を振り返り、部
会として能登食祭市場から歩いて行ける『［仮称］七
尾ベイエリアレジャーランド（七尾臨海遊園地）構
想』を打ち出せたことが大きな成果であるとの総括に
至りました。
　次に、次期への引き継ぎと要望事項及び市への次年
度要望事項では、同遊園地構想の進展活動とこれに関
連してくる遊休公共施設の有効活用への研究・提案が
柱である、となりました。また、商業部会をはじめ他
の部会との連携も重要な方針としました。そして、次
年度部会の基本方針と基本計画も新たな検討が必要で
あるとなりました。
　最後に、各部会が本年10月31日で任期満了となる
ため、次期部会の新たな構成について協議しました。

現状からは部会長は同じ１名、副部会長は４名から２
名に減少、幹事は10名から若干の減少もありうると
なりました。具体的な構成員では、現状からの若返り
を基本にして選任・改選等を協議・検討し、概ねの目
星を付けることができました。
　閉会にあたり、この構想は費用や財源、用地立地に
大きな問題・課題があり、具体的な目処が立たず見通
しは不透明であるので、広く市民や地元企業に対して
地道ながらも確実な理解を得ていく活動が大切である
ことの認識を共有して締め括りました。

日本商工会議所青年部
第42回北陸信越ブロック大会『長野大会』に参加

　９月16日（金）～18日（日）からの３日間、七尾
商工会議所青年部（会長：尾古隆史）は長野県長野市
で開催された北信越ブロック大会『長野大会』に尾古
会長以下９名のメンバーで参加しました。大会は全国
各地から1537名の過去最高の登録があり、感染対策
を講じた上で３年ぶりの現地開催を実現しました。
17日の分科会は、人気のサウナ体験やビジネス活性
交流会など嗜好を凝らした内容でした。また、戸隠そ
ばや馬刺しなどの長野の味覚を楽しんだり、七尾とは
違った環境・文化にも触れることができ、貴重な体験
をすることができました。その後の大懇親会では、北
陸信越の青年部メンバーと親睦を深めました。
　物産展では、七尾YEGが若手料理人と一緒に開発
した『３種類の調味料』を販売しました。

建設業部会 港の賑わい、七尾活性化、夢と希望を生み出していきたい

七尾の未来構想委員会「七尾未来アワード」の振り返り
　９月20日（火）、七尾の未来構想委員会（委員長：
木下徳泰）は委員会を開催し、４月に開催した七尾未
来アワードの振り返りを行いました。今回の委員会で
は、アワードに参加され、受賞された団体の方々に参
加していただきました。
　委員会の冒頭、木下委員長は「アワードに参加され
た団体と一緒に七尾の未来について考えていきたい。
さらに今年度もアワードを開催する予定なので協力を
お願いします」と挨拶しました。

　その後、受賞団体からアワードに参加しての感想や、
現在の活動状況を報告していただいた後、意見交換を
行いました。
　委員会の後半では、島根県の『うんなんコミュニ
ティ財団』と富山県の『公益財団法人南砺幸せ未来基
金』の方に参加していただき、コミュニティ財団の勉
強会を行い、設立にあたって苦労したことや現在の取
り組み状況などの説明を受けました。
　今回の委員会はオンライン形式で開催しました。

石川県商工会議所青年部連合会
『第３回役員会・第２回臨時総会』開催

　９月26日（月）、七尾商工会議所青年部（会長：尾
古隆史）は、和倉温泉『あえの風』にて開催された役
員会及び臨時総会に参加しました。
　県内の青年部メンバーが七尾市に集まり、令和５年
度の県連会長候補者及び日本YEG出向役員候補者の
協議、審議が行われました。
　会長候補者には輪島YEGの塩士良一氏、出向役員
候補者には輪島YEGの里谷光蔵氏が推薦され、満場
一致で可決承認されました。
　総会後には、石川県内の青年部メンバーと懇親を深
めました。

創業アカデミー第３講
　９月14日（水）、ななお創業アカデミー第３講が
開催されました。
　講師にITコンサルタントの守部和孝先生をお招き
し、「ネットで稼ぐコツを大公開！行列ができるお店
のSNSの使い方とは」と題して、ネットによる販路開
拓、クラウド会計、SNSの注意店など、最新情報につ
いて説明がありました。

年会費口座振替のご案内
　11月18日（金）、会員皆様のご指定口座より年会費を口座振替させていただきますので、よろしくお願
い申しあげます。
　なお、お振込みの方は、請求書をご送付させていただきますので、お手続き方よろしくお願い申しあげます。

【お問い合わせ】七尾商工会議所　総務課　TEL 54-8888

会員の皆様へ

令和４年度七尾商工会議所会員大会のご案内
　七尾商工会議所では、これまでの功績を称えるとともに業務に対する動機付けや勤労意欲向上の機会にし
ていただくことを願い、毎年、会員大会において「永年勤続優良従業員表彰」を実施しております。本年も
下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
　また、表彰式終了後に特別講演会も開催いたしますので併せてご案内申し上げます。

【お問い合わせ】
七尾商工会議所　総務課
TEL 54-8888

日時：令和４年11月14日（月）　14：30～
場所：石川県七尾美術館　アートホール
　１．永年勤続優良従業員表彰
　２．特別講演会　講師：石川県副知事　西垣　淳子  氏

大会に参加した七尾YEGメンバー

令和５年度県連会長予定候補者の塩士氏

次期部会や次年度市への引継ぎ及び要望事項を
協議する部会員
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「スマホで動画編集スタートセミナー」開催
　９月27日（火）、七尾商工会議所・ななお経営支
援センターは石川県よろず支援拠点の守部和孝コー
ディネーターを講師に招いて、「スマホで動画編集ス
タートセミナー」を開催しました。３名が参加され、
動画を有効に活用するためスマホで動画編集する方法
を学びました。
　講師は「10代の若い世代は動画に触れ、動画を自
分達でつくり、閲覧している」と説明しました。写真
を撮影するのが日常的になりSNSにアップするのが
当たり前になりました。近年では若い世代から動画を
撮影し、アップするのが当たり前になってきていま
す。SNSでも動画が目立ちはじめ、ビジネスでも先
頭を走ることができます。
　今回のセミナーではその動画をスマホで簡単に作成
できる!!というセミナーで、１時間ほどの実習で実際
に動画の編集をすることができるようになりました。
参加者は、「難しかったが編集することができるよう
になった。一人ではきっとできなかったと思う」と感

想を伝えていました。
　動画をはじめるのは敷居が高いと感じるのですが、
これをきっかけにすぐに活用できるのではないかなと
感じました。
　七尾商工会議所では毎月セミナーを開催しておりま
す。来月はパソコンの繰り返し作業をロボットに任せ
る方法「RPAスタートセミナー」を開催します。

「事業承継の準備しましょう」セミナー開催

　９月15日（木）、七尾商工会議所・ななお経営支
援センターは石川県よろず支援拠点の中嶋克也コー
ディネーターを講師に招いて、「事業承継の準備しま
しょう」セミナーを開催しました。
　セミナーでは、事業承継相談の事例から企業が抱える
課題を説明。そのための準備の必要性を提案しました。
　「円滑に事業をバトンタッチしていくには」「企業
の磨き上げ」「後継者の選定」「知的資産の承継」

「関係者への周知」「後継者の育成」「後継者が経営
しやすい環境づくり」「資産の承継」「債務、個人保
証への対応」「事業承継計画の策定」の必要性を説明
しました。
　参加企業から「節税のための株式、資産の承継方法
について」「株式の評価方法について」「第３者への
承継について」等の質問がありました。
　事業承継の準備は５～10年に渡って行っていきま
す。そのため早々の準備のため、事業承継に関するご
相談は、七尾商工会議所のよろず支援拠点にお気軽に
お問合せください。
　また、10月21日（金）14時～16時、石川県地場
産業振興センター新館コンベンションホールにて、中
小企業のための事業承継セミナー「中小企業の事業承
継と経営改革」が開催されます。
（詳細はURL：https://www.isico.or.jp/event/
dgnet/d31165200.html　ご参照願います。）

最近の景況・業況の動向についてのアンケート調査ご協力のお願い

　当所では、管内の景気動向と経営状況を把握するため、四半期毎に標記

アンケート調査を行っています。

　つきましては、ご多忙の折誠に恐れ入りますが、右記のQRコードにて、

10月25日（火）までにご回答いただきますようお願い申しあげます。
回答はこちらから↑

消費税のインボイス制度が2023年10月より開始
「消費税インボイス制度対策セミナー」開催

　９月26日（月）、七尾商工会議所・ななお経営支
援センターは所司久雄税理士事務所　副所長　所司安
輝朗氏を講師に招いて、2023年10月より開始される
「消費税インボイス制度対策セミナー」を開催し、
12名が参加しました。
　所司安輝朗講師は、インボイス制度のポイントを
「今すぐ確認！中小企業・小規模事業者のためのイン
ボイス制度対策」（日本商工会議所が発行・当所HP
よりダウンロード可能）をテキストに、とても丁寧に
分かりやすく解説していただきました。
　インボイスとは、仕入先に対し、税率と税額を正確
に伝えるために、従来の区分記載請求書（適格請求
書）であり、インボイス制度導入後は、消費税を納付

する際に、仕入先等が発行するインボイスがないと仕
入税額控除が受けられなくなり、販売先に代わって、
自社が消費税を支払う旨を明示した“証書”ともいえ
ます。ポイントは『自分たちだけの問題ではない』と
いうこと、そして『自分で決めなければいけない』と
伝えました。
　現在、事業者は「課税事業者」と「免税事業者」の
２つに分かれ、双方の立場によって、対策方法は、異
なることや、現在から今後の消費税の仕組み・対策
を、テキストとホワイトボードを使い解りやすく説明
していただきました。
　受講した参加者からは、「インボイス登録は考えて
いたが、詳しい説明を聞いて非常に良かった」「知り
合いのお店にも伝えたい」など、インボイス制度対策
の重要性を再認識していました。
　七尾商工会議所では、令和４年10月27日（木）14
時より、所司講師をお招きし、「消費税インボイス制
度対策セミナー」を開催いたします。

「今すぐ確認！中小企業・小規模事業者
のためのインボイス制度対策」
（日本商工会議所が発行）

セミナーのご案内（受講無料）

日　時： 令和４年11月７日（月） 14：00 ～ 15：00
場　所：七尾商工会議所 3F 会議室（七尾市三島町70-1）
持　物：筆記用具等

定　員：10名限定（先着順とさせていただきます。）

◎事業再構築補助金セミナー

七尾商工会議所 ななお経営支援センター
ななお経営相談シニアパートナー

講師　久田　高志　氏
申込みはこちら

申込みはこちら

日　時： 令和４年10月25日（火） 14：00 ～ 16：00
場　所：七尾商工会議所 3F 会議室（七尾市三島町70-1）
持　物：ノートパソコン、Googleのメールアドレス

定　員：５名限定（先着順とさせていただきます。）

（公財）石川県産業創出支援機構
石川県よろず支援拠点
コーディネーター

講師　守部　和孝　氏

◎RPAスタートセミナー

日　時： 令和４年10月24日（月） 14：00 ～ 15：30
場　所：七尾商工会議所 3F 会議室（七尾市三島町70-1）

定　員：５名限定（先着順とさせていただきます。）

（公財）石川県産業創出支援機構
石川県よろず支援拠点
コーディネーター

講師　中嶋　克也　氏

◎小規模事業者持続化補助金セミナー

申込みはこちら

（公財）石川県産業創出支援機構
石川県よろず支援拠点

コーディネーター　中小企業診断士

講師　中嶋　克也　氏

◎中小企業のSDGsスタートセミナー
日　時：令和４年11月16日（水）14：00～15：30
場　所：七尾商工会議所  3F 会議室（七尾市三島町70-1）

定　員：５名限定（先着順とさせていただきます。） 申込みはこちら

◎消費税インボイス制度対策セミナー
日　時：令和４年10月27日（木）14：00～15：30
場　所：七尾商工会議所　2F ホール

対象者：当所会員事業者（中小・小規模事業者／個人・法人問わず。） 講師 《税理士》所司  安輝朗  氏
　　　所司久雄税理士事務所 副所長 申込みはこちら
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　９月26日（月）、七尾商工会議所・ななお経営支
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石川県よろず支援拠点
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コーディネーター　中小企業診断士
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場　所：七尾商工会議所  3F 会議室（七尾市三島町70-1）

定　員：５名限定（先着順とさせていただきます。） 申込みはこちら

◎消費税インボイス制度対策セミナー
日　時：令和４年10月27日（木）14：00～15：30
場　所：七尾商工会議所　2F ホール

対象者：当所会員事業者（中小・小規模事業者／個人・法人問わず。） 講師 《税理士》所司  安輝朗  氏
　　　所司久雄税理士事務所 副所長 申込みはこちら
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

　インボイス制度に適切に対応するためには、消費税の仕組み（簡易課税制度や仕入税額
控除に関する経過措置等）について正しく理解する必要があります。詳しくは七尾税務署
・顧問税理士等にお問い合わせください。
　七尾商工会議所では、インボイス制度に関する情報提供や講習会の開催をしています。
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６月能登地方地震及び８月豪雨における事業再建支援

被災事業者再建支援事業補助金のご案内
被災事業者の事業再建に向けた前向きな取り組みを支援します
公募期間：９月29日（木）～10月17日（月）
※令和４年９月補正予算の成立を前提としております

申請要件

１．対象者
６月能登地方地震及び８月豪雨により被害を受けた※
石川県内に本社又は、主たる事業所を有する中小企業者等
※上記被害によって、市町が発行する被災証明・罹災証明等の
　交付を受けることが必要

2．事業計画を策定すること
事業計画を策定し、生産性向上、販路開拓など
災害からの事業再建に向けた前向きな取り組みであること

補助額･補助率

補助金額　　上限200万円
補助率　　　　　　1/2
（小規模事業者は   2/3）

＜小規模事業者の定義＞
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律

業　種

商業・サービス業
(宿泊業・娯楽業除く)

サービス業のうち
宿泊業・娯楽業

製造業その他

５人以下

20人以下

常時使用する
従業員数

● 申請は、　　　　　　　　　　　　  で受付します。

● 申請後、厳正な審査の上、予算の範囲内で採択者を決定します。公募要領に記載されている
 　審査項目や注意事項をよく確認の上、事業計画を策定してください。

【対象経費】機械装置費・システム構築費、建物改装費、開発費、
展示会等出展費・開催費、広告宣伝費　等

新サービスによる
販路開拓

新商品開発による
販路開拓

プロモーションによる
販路開拓

システム構築による生産性向上 設備導入による生産性向上

【問い合わせ先】 石川県経営支援課経営支援G　TEL 076-225-1525

補助対象事業

商工会・商工会議所

お問い合わせやお申し込みは、以下にて受け付けております。

七尾商工会議所／ななお経営支援センター
石川県七尾市三島町 70-1　〒926-8642
TEL：0767-54-8888　FAX：0767-54-8811
https://nanao-cci.or.jp/mutual-aid/tkyosai/

お問い合わせやお申し込みは、以下にて受け付けております。

七尾商工会議所／ななお経営支援センター
石川県七尾市三島町 70-1　〒926-8642
TEL：0767-54-8888　FAX：0767-54-8811
https://nanao-cci.or.jp/mutual-aid/skyosai/
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七尾商工会議所／ななお経営支援センター
石川県七尾市三島町 70-1　〒926-8642
TEL：0767-54-8888　FAX：0767-54-8811
https://nanao-cci.or.jp/mutual-aid/tkyosai/

お問い合わせやお申し込みは、以下にて受け付けております。

七尾商工会議所／ななお経営支援センター
石川県七尾市三島町 70-1　〒926-8642
TEL：0767-54-8888　FAX：0767-54-8811
https://nanao-cci.or.jp/mutual-aid/skyosai/
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　20～40代の若い世代を中心にサウナがはやっていま
す。友人同士で一緒にサウナに出かける「サ活（サウナ活
動）」や、サウナ好きを表す「サウナー」という言葉もこ
の世代ではすっかり定着したようです。この世代がサウナ
の効用として挙げる言葉が「ととのう（整う）」です。
　日常の心身の疲れやストレスを「乱れ」とみなし、それ
を正常な状態に整えるという意味でしょうか。この「とと
のう」という言葉は、サウナ用語の枠を超えて、一般的な
価値を表す言葉として他のジャンルにも広がっています。
「ととのうコスメ」や「ととのうパンツ」などさまざまな
商品が発売されています。
　この10年ほど、20～40代の働く女性を中心に定着して
いたキーワードは「癒やし」でした。これは現在も続いて
いますが、「癒やし」という言葉が、ダメージやストレス
からの解放や回復を意味していたのに比べて、「ととの
う」の方がややライトで、そこまで悪い状態になる前に手
当てするというニュアンスがあるように感じます。また、
「癒やし」が非日常からの回復を感じさせるのに対して
「ととのう」は、日常の範囲の中で生じた乱れを修正する
という感じでしょうか。
　もともと若い世代は、お金をかけず賢く長期的にメリッ
トのあるモノやサービスを好む傾向があります。年金や投
資、保険などに対する意識がとても高く、自分で自分を
守っていくという意識の高い世代です。そのため大きなダ
メージを受ける前に対処したり、頑張り過ぎて傷つくこと
を避けたりといった感覚が生まれてきたのだと思います。

　相変わらず「癒やし」も求められていますが、「ととの
う」という価値を想起させる商品やサービスは、この先も
しばらく新しいヒットの起点になると考えられます。そん
な中で、私が注目しているのがハーブやボタニカル（植物
由来）、プラントベース（植物由来の食べ物を中心とした
食事法）といった「植物」に関連する商品やジャンルです。
植物由来のものは体に無理なく受け入れられ心身の健康に
良く、日常的に摂取してもよいという特徴があります。
　いろいろな地域で商品やご当地グルメを開発されている
現場を訪ねたとき、必ず「来年の春以降にハーブのブーム
が来ますから、今から準備をしておいた方がいいですよ」
とアドバイスしています。それというのも2023年４月か
ら、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説で、植物学者の牧野富太郎
をモデルにした物語『らんまん』が始まるからです。もち
ろんどんな内容になるかは分かりませんが、さまざまな植
物の面白さが主人公を虜（とりこ）にする姿が表現される
でしょう。以前、日本のウイスキーづくりの礎をつくった
ニッカウヰスキー創業者、竹鶴政孝をモデルにしたＮＨＫ
朝の連続テレビ小説が、国産ウイスキー・ブームの火付け
役になったことを思い出します。
　美容・健康だけでなくＳＤＧｓの視点でも植物には注目
が集まっており、その関連ジャンルから新たなヒット商品
が生まれる土壌はできています。そこにテレビドラマが
きっかけとなったヒットが生まれてくる予感がしています。

 16㈰ 
 17㈪ 地区別金融円滑化懇談会
 18㈫ 七尾の未来構想委員会
  工業試験場出張相談会in七尾
 19㈬ 
 20㈭ 中小企業相談所長会議
 21㈮ 
 22㈯ 香りの記念日イベント「香りのフラワーボール教室」
 23㈰ 
 24㈪ 小規模事業者持続化補助金セミナー
 25㈫ RPAスタートセミナー
 26㈬ ななお創業応援カルテット連絡会議
  七尾創業アカデミー第６講
 27㈭ 能登SDGs市民大学第２講
  消費税インボイス制度対策セミナー
 28㈮ 
 29㈯ 第２期のと・七尾共創塾第２講
 30㈰ 
 31㈪ 常議員会・臨時議員総会

 1㈫ 

 2㈬ 

 3㈭ 秋の大市

 4㈮ 

 5㈯ 

 6㈰ 

 7㈪ 事業再構築補助金セミナー

  北陸税理士会との合同懇談会

 8㈫ 

 9㈬ 青年部理事会

 10㈭ 

 11㈮ 

 12㈯ 第２期のと・七尾共創塾

 13㈰ 

 14㈪ 

 15㈫ 七尾の未来構想委員会
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２
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【プロフィール】◇渡辺　和博／わたなべ・かずひろ
　日経BP総合研究所 上席研究員。1986年筑波大学大学院理工学研究科修士課程修了。同年日本経済新聞社入社。IT分野、経営分
野、コンシューマ分野の専門誌編集部を経て現職。全国の自治体・商工会議所などで地域活性化や名産品開発のコンサルティング、
講演を実施。消費者起点をテーマにヒット商品育成を支援している。著書に『地方発ヒットを生む　逆算発想のものづくり』（日経
ＢＰ社）。

日経ＢＰ総合研究所 上席研究員　渡辺　和博

「この先の気になるワード『ととのう』」第４弾 七尾キャッシュレス決済ポイント還元事業
開催期間：令和４年10月１日（土曜日）から令和４年11月30日（水曜日）
■ポイント付与内容
ポイント付与率　　　　

ポイント付与の上限　　上限4,000ポイント/1回、20,000ポイント/期間

ポイント付与予算額　　170,000千円

■対象店舗について
　すでにPayPayを導入済みの店舗は、申請不要でキャンペーンの対象店舗となります。対象店舗にはキャンペー
ンツールを送付します。
　PayPayが未導入でキャンペーン参加を希望する場合は七尾市産業振興課（TEL：53-8565）までご連絡くだ
さい。
　
■のぼり旗について
①第１弾～第３弾のキャンペーンで対象店舗であった場合
　第１弾～第３弾で対象となっていた店舗は以前のキャンペーンで送付したのぼり旗をご利用ください。
　※新しくのぼり旗が必要な場合は、七尾市産業振興課（TEL：53-8565）までご連絡ください。
②第４弾のキャンペーンから対象店舗となる場合
　第４弾のキャンペーンから対象となる店舗については、キャンペーンツールにのぼり旗を同封します。

最大10%

七尾市産業部産業振興課
〒926-8611　石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地　TEL：0767-53-8565

お問い合わせ

新型コロナウイルス感染症によるななお共済見舞金の給付について
＜見舞金の支払対象の変更について＞
　2022年９月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方に対して、宿泊療養・自宅療養の場合
は見舞金の支払い対象外とさせていただいております。
　2022年９月25日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方、または2022年９月26日以降も新型
コロナウイルス感染症を事由としての入院の際は支払い対象となります。
※見舞金の給付は同一年度内（８月～翌年７月）１原因１回となっております。

詳細については、七尾商工会議所　共済担当までお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【TEL】0767-54-8888　9:00～17:00（土日祝日を除く）

事業主のみなさまへ

　労働者（パートタイマー、アルバイトを含む。）を一人でも雇っている事業主は、労働保険に加入するこ
とが義務づけられています（農林水産の事業の一部を除く。）
　しかしながら、現在においても小規模零細事業を中心に、なお相当数の未手続事業が存在しているとみら
れ、このことは、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重
要な課題となっており、早急な未手続事業の解消が求められています。
　このため、厚生労働省・石川労働局では、労働保険の未手続事業一掃の取組みとして、各種事業主団体へ
の制度周知や個別事業主への加入勧奨等の取組みを行っております。
　また、自主的に保険関係の成立（加入）手続を取らない事業主に対しては、職権により成立手続の実施を
行い、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を課す処分を行うこととしています。
　まだ加入手続きを行っていない事業主の方は、まずは、石川労働局又は最寄りの労働基準監督署・ハロー
ワークへご相談ください。
※未手続中に労働災害（通勤災害を含む）が発生した場合、保険給付に要した費用の全部又は、一部を事業
主から徴収する処分を受ける場合があります。

『働くを守る。暮らしを守る。労働保険』

詳しくは、石川労働局　労働保険徴収室（TEL.076-265-4422）へお問い合わせ下さい。
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　日経BP総合研究所 上席研究員。1986年筑波大学大学院理工学研究科修士課程修了。同年日本経済新聞社入社。IT分野、経営分
野、コンシューマ分野の専門誌編集部を経て現職。全国の自治体・商工会議所などで地域活性化や名産品開発のコンサルティング、
講演を実施。消費者起点をテーマにヒット商品育成を支援している。著書に『地方発ヒットを生む　逆算発想のものづくり』（日経
ＢＰ社）。
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「この先の気になるワード『ととのう』」第４弾 七尾キャッシュレス決済ポイント還元事業
開催期間：令和４年10月１日（土曜日）から令和４年11月30日（水曜日）
■ポイント付与内容
ポイント付与率　　　　

ポイント付与の上限　　上限4,000ポイント/1回、20,000ポイント/期間

ポイント付与予算額　　170,000千円

■対象店舗について
　すでにPayPayを導入済みの店舗は、申請不要でキャンペーンの対象店舗となります。対象店舗にはキャンペー
ンツールを送付します。
　PayPayが未導入でキャンペーン参加を希望する場合は七尾市産業振興課（TEL：53-8565）までご連絡くだ
さい。
　
■のぼり旗について
①第１弾～第３弾のキャンペーンで対象店舗であった場合
　第１弾～第３弾で対象となっていた店舗は以前のキャンペーンで送付したのぼり旗をご利用ください。
　※新しくのぼり旗が必要な場合は、七尾市産業振興課（TEL：53-8565）までご連絡ください。
②第４弾のキャンペーンから対象店舗となる場合
　第４弾のキャンペーンから対象となる店舗については、キャンペーンツールにのぼり旗を同封します。

最大10%

七尾市産業部産業振興課
〒926-8611　石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地　TEL：0767-53-8565

お問い合わせ

新型コロナウイルス感染症によるななお共済見舞金の給付について
＜見舞金の支払対象の変更について＞
　2022年９月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方に対して、宿泊療養・自宅療養の場合
は見舞金の支払い対象外とさせていただいております。
　2022年９月25日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方、または2022年９月26日以降も新型
コロナウイルス感染症を事由としての入院の際は支払い対象となります。
※見舞金の給付は同一年度内（８月～翌年７月）１原因１回となっております。

詳細については、七尾商工会議所　共済担当までお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【TEL】0767-54-8888　9:00～17:00（土日祝日を除く）

事業主のみなさまへ

　労働者（パートタイマー、アルバイトを含む。）を一人でも雇っている事業主は、労働保険に加入するこ
とが義務づけられています（農林水産の事業の一部を除く。）
　しかしながら、現在においても小規模零細事業を中心に、なお相当数の未手続事業が存在しているとみら
れ、このことは、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重
要な課題となっており、早急な未手続事業の解消が求められています。
　このため、厚生労働省・石川労働局では、労働保険の未手続事業一掃の取組みとして、各種事業主団体へ
の制度周知や個別事業主への加入勧奨等の取組みを行っております。
　また、自主的に保険関係の成立（加入）手続を取らない事業主に対しては、職権により成立手続の実施を
行い、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を課す処分を行うこととしています。
　まだ加入手続きを行っていない事業主の方は、まずは、石川労働局又は最寄りの労働基準監督署・ハロー
ワークへご相談ください。
※未手続中に労働災害（通勤災害を含む）が発生した場合、保険給付に要した費用の全部又は、一部を事業
主から徴収する処分を受ける場合があります。

『働くを守る。暮らしを守る。労働保険』

詳しくは、石川労働局　労働保険徴収室（TEL.076-265-4422）へお問い合わせ下さい。



「消費税インボイス制度」に関する実態調査結果（概要）

　令和４年９月８日、日本商工会議所が「消費税インボイス制度に関する実態調査結果」を公表
しました。
　この調査は各地商工会議所会員企業3,771者に５月23日から６月12日までの期間に経営指導
員等によるヒアリング調査を実施し集計したものです。
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インボイス制度導入への
準備状況

インボイス制度導入に向けた課題

インボイス制度導入後の対応予定（課税事業者における免税事業者との取引）

約３割の課税事業者が、取引先の免税事業者との取引を見直す意向

　約４割の事業者がインボイ
ス制度導入に向けて特段の準
備を行っていない。特に、
「売上高１千万円以下の事業
者」では依然として約６割
と、小規模な事業者ほど準備
が進んでいない傾向が見られ
る。

　インボイス制度導入に向け
た課題としては、「制度が複
雑でよく分からない」が約５
割。次いで、「発行する請求書
等の様式変更（35.5％）」、
「仕入先がインボイス発行事
業者か確認（26.0％）」、「受
け取った請求書等のインボイ
ス要件確認（19.7％）」、と
なっている。
　そのほか、システムの入れ
替えや、納税負担を懸念する
声もあった。

　約３割の課税事業者が「免
税事業者との取引は（一切ま
たは一部）行わない」・「経
過措置の間は取引を行う」と
回答し、免税事業者との取引
を見直す意向を示した。
　そのうち、約65％の課税
事業者が取引先の免税事業者
に対し、「インボイス発行事
業者になるよう要請する」と
回答した。


