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コロナに負けない七尾コロナに負けない七尾
持続可能な地域経済社会の創造に貢献持続可能な地域経済社会の創造に貢献

＝4団体新春懇談会を開催＝＝4団体新春懇談会を開催＝

石川県工業試験場を視察研修工業部会
　当所工業部会（部会長：宮﨑博）は１月17日㈪、
役員等６名の参加により、石川県工業試験場を視察研
修しました。
　石川県工業試験場は、県内事業所のニーズを取り込
み、事業所の技術向上に役立てるための研究を行いな
がら、県内事業所と共同で新商品開発を行っています。
　視察研修では、石川県工業試験場が主に県内事業所
と共に開発してきた新商品の開発事例「鋳込み成形用
酸化白色ハイ土の実用化支援、柔軟性材料への漆塗膜
形成技術の開発、スマートテキスタイル、米発酵技術
を応用したスポーツ用途機能性飲料の開発支援、兼六
園桜酵母が化粧品素材として実用化、熱可塑性CFRP
を用いた高強度ボルトの開発、熱可塑性CFRP義肢ソ
ケットの開発」を学びました。
　道畠次長は、「新商品・新製品・新技術開発につい
て支援希望がある場合は、ぜひ県工業試験場に相談い
ただきたい。また、成果物の著作権の帰属について
は、双方が対立しないよう、県内事業所に配慮しなが
ら相談しています」と説明がありました。

　工業部会員等は、３Ｄものづくりラボ、金属３Ｄプ
リンター（レーザー肉盛技術）、炭素繊維関連装置、
いしかわデジタル技術支援工房等を視察しました。

　七尾商工会議所は１月24日㈪午後４時から、番伊
において恒例の４団体新春懇談会を行いました。
　コロナ禍での開催のため、交流会は２年連続で中止
となりましたが、現下の厳しい状況を経営と地域のイ
ノベーションの絶好の機会として前向きにとらえ、感
染症に負けない持続可能な社会経済の創造に貢献する
ことを相互に確認し、懇談会を閉じました。

地方創生に向けた
　　　　行動喚起の機会に
　冒頭、主催した大林会頭は、「未曽有の状況の中で、
各団体が使命感を持ち、それぞれの立場で地域の持続
性を高める取組をなさっておられます。このことは懸
命に経営努力を続けておられる経営者の力強い支えに
なるばかりか、地域の人々の勇気を引き出し、SDGs
市民大学や共創塾など新たなプロジェクトが起こる契

機となりました」と、一層の連携強化により、地域経
済社会の強靭化へ向けた事業が推進されるよう期待を
述べられました。

ビジョン策定ほか、
会員拡大や環境美化でも連携
　懇談会では、（一社）七尾青年会議所、当所青年部、
女性会、当所の順で各々の事業紹介を行いました。
　それぞれに連携の必要性を共通認識とし、ポストコ
ロナを見据えた地域ビジョンの策定や急速に進展する
デジタル化、環境負荷低減への国際的要請への対応、
相互の会員拡大への協力ほか、身近な環境美化活動へ
の参加など、それぞれが持続可能な地域経済社会創造
の一翼を担い、故郷の夢を実現するための活動主体と
なるよう、各々の事業計画と活動に反映させることを
確認しあうことができました。
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青年部青年部
だよりだより 持続可能な “稼ぐまちづくり” のヒント

　七尾商工会議所青年部（会長：瀬口功雄）は１月25日
㈫、一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス
代表理事であり内閣官房地域活性化伝道師の木下斉氏を講
師に、石川県商工会議所青年部連合会との共催で、「持続
可能な“稼ぐまちづくり”のヒント」をテーマに１月定例
会を開催しました。
　木下氏は講演の中で、これまでに自身の手がけた街づく
りの事例を基に講演し、「まちを一つの会社として経営す
る、地域内資金循環、まちは官民の一蓮托生、社会の礎は
民の稼ぎ、いかに行政に依存しない民の稼ぐ力を作るか、
行政依存ばかりでは決してうまくいかない」と話しました。
　今回の例会は、木下斉氏をお迎えし、開催する予定で進
めていたが、コロナウイスル感染症の急激な拡大のため、

木下氏にはリモートで講演していただき、青年部メンバー
もオンラインでの参加、会場参加とハイブリッド形式での
開催となりました。

１月定例会

市からの要望回答の検証が重要

外国人雇用に向けた外国人雇用に向けた
働き方改革関連法と労務管理の基礎知識働き方改革関連法と労務管理の基礎知識

建設業部会

制度改正に伴う専門家派遣等事業

　１月28日㈮午後６時30分から、当所大ホールにおいて
「外国人雇用に向けた働き方改革関連法と労務管理の基礎
知識」と題したセミナーを、横浜リンケージ社労士事務所
代表 蔵中一浩氏を講師に招き、開催しました。
　セミナーは、ハイブリッド方式で開かれ、受講生は会
場・リモートにてセミナーに参加しました。
　蔵中氏は、新型コロナウイルス感染症に対する政府支援
策の概要を説明した後、平成30年12月８日成立し、平成
31年４月１日から施行されている「出入国管理及び難民
認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」により、
外国人の単純作業が認められ、より外国人の活用の場が広
がっていると述べられました。

　会場受講者は、講師に多数の質問をし、熱心にセミナー
を受講しました。

　当所建設業部会（姥浦昭二部会長）は１月20日㈭、当
所で１月定例会を開催し、七尾市の令和４年度への要望事
項の検証、部会の令和４年度新規事業・事業計画について
協議しました。
　市４年度要望事項の検証では、部会や地元業界の要望は
種々あるが、改めて「入札制度の改善」と「遊休公共施設
の有効活用」を検証し、この２件が要望に相応しいことを
確認して、今後もこれらの実現に向けて取り組んでいくと
しました。
　重要なことは、要望への市からの回答については、採択
の可否に拘わらず、どのような内容なのか確認することが
必須であり、例えば、要望回答による意見交換会など今後
の活動や要望等実現に結び付けたいとしました。
　部会の令和４年度新規事業・事業計画では、市への要望

事項が第一に入るが、改めて具体的・個別的には部会長に
一任し、必要に応じて副部会長との相談も行い決めるとし
ました。
　なお、部会運営について、他の部会との連携や正副会頭
との認識の共有を図る会合が必要ではないか、例えば担当
副会頭が出席する正副部会長会議、要望を出した部会・委
員会の共同による市長・市議会・市役所幹部との意見交換
会等の開催などがあります。
　最後に姥浦部会長は「１期３か年の最後の年であり、引
き続き市・市議会・行政との意見交換を行い、常に現状認
識の共有を図りながら、地元業界の要望等の実現に取り組
んで行きたい」として、出席者の賛同を得ました。
　なお、定例会終了後、午後６時から「和よし」にて参加
希望者よる新年懇親会を行いました。

入管法改正概要も含めた日本で働きやすい労働環境を作るための労務管理講習会

～ 市要望を第一に　部会次年度の新規事業・事業計画を決める ～

リモートで熱く語る木下斉氏

会場受講者に説明する蔵中講師
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【ポストコロナを踏まえた】新たなビジネスを支援　
生産プロセスの導入等の取組を支援
するため、それに要する経費の一部
を補うものです。
上限100万円（補助率3/4)
締切：第６回　2022年３月９日㈬

▪コールセンター
　☎03-6731-9325

【地道な販路開拓（新たな】顧客の獲得等）を支援　
上限50万円（補助率2/3)
※�特定創業支援を受けた事業者等は
上限100万円

締切：第８回　2022年６月初旬頃
　　　（第10回まであり）

▪補助金事務局
　☎03-6747-4602

【新分野展開・事業転換・業態転換等を支援】
〈通常枠〉100万円～8,000万円
〈緊急事態宣言特別枠〉100万円～1,500万円
〈最低賃金枠〉100万円～1,500万円　等
※�補助金額、補助率は従業員数等により異なる
締切：第５回公募
　　　2022年３月24日㈭

▪コールセンター
　☎0570-012-088

事 業 再 構 築 補 助 金 小規模事業者持続化補助金
〈一般型〉  

小規模事業者持続化補助金
〈低感染リスク型ビジネス枠〉  

ななお経営支援センター（N-As）
ななお創業応援カルテット

石川県よろず支援拠点能登サテライト

七尾（N）の明日（As）の経営／経営のなやみ、なんでも、お手伝い

能登SDGs市民大学 第４回講義

制度改正に伴う専門家派遣事業

補助金を活用しませんか？

コロナ禍に対する政府等の支援施策の活用と、コロナ不況に負けない販売力強化で売上アップを目指す！
販路開拓に繋がるチラシ・ＤＭのつくり方！

　ななおSDGsスイッチ主催による「能登SDGs市民
大学」の第４回講義を開催しました。金沢大学融合研
究域から松島大輔教授を講師にお招きし、能登の里山
里海の環境価値を見える化し、コミュニティ暗号貨幣
SATOのプラットフォームを活用していくことを前提
に、「論語と算盤」のSDGsの捉え方のインプット講
義と、のと里山里海DXコモンズの実現について検討
するグループ演習を実施して頂きました。前半の講義
では、渋沢栄一の「論語と算盤」や「士魂商才」のお
話や、後藤新平の「自治三訣」にも触れられ、SDGsの
推進そのものは日本（企業）のお家芸であるといった

理論をお聞かせ頂きました。また第４回講義は金沢大
学KUGS高大接続プログラムの対象プログラムでも
あったことから、志の高い多くの高校生が参加し、後半
のグループ演習では積極的な参加姿勢が見られました。

　１月21日㈮当所にて、おぐま式POP塾 代表 小熊
憲之氏を講師に迎え「販路開拓に繋がるチラシ・DM
のつくり方！」セミナーを開催しました。
　小熊氏は、新型コロナウイルス感染症に対する政府
の支援策の概要を説明した後、コロナ不況の中でも販
路開拓に繋がる手作りチラシ・DM作成方法のノウハ
ウ等を解説。自身も家業である靴店を営んでおり、売
り場での経験を基に解説し、「チラシ・DMは店主の
想いを入れることが重要であり、チラシを作るだけで
は商品は売れない、売りたいものをしっかりと記載し
たチラシづくり、お客様に売りたいものが伝わるチラ
シづくりが大事であり、金額ではなく、商品の良さを
アピールすることが大事。また、チラシとDMの違い

は、チラシ＝新規顧客の獲得。DM＝既存顧客の獲得」
と自身の実体験を基にわかりやすく説明しました。
　参加者からは、今回のセミナーで聞いたことを自店
に持ち帰り早速実践するといっていただいてセミナー
を終了しました。

オンライン講義にご登壇する松島教授

自身の体験を基に分かりやすく説明する小熊講師
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　こだわりのデザイン、選りすぐりの機能、すべてが自分仕様。
　世界で一つだけの本格ホームページを作成しましょう。
　「お店の良さを伝えたい！」「無料で本格的なデザインがいい！」「集客したい！」
そんな方にピッタリです。

　【日時】令和４年２月22日㈫　14:00～16:00

　【場所】七尾商工会議所　３Ｆ会議室 ※詳しくは同封のチラシをご覧ください。

　「部品製造の工程を改善したい」「冷凍冷蔵保存を充実したい」「新商品のための機
械を導入したい」…そのとき利用できる補助金のセミナーです。
　ものづくり補助金の概要、ものづくり補助金の申請の準備、事業計画書策定のポイ
ント、加点項目等をご案内します。

　【日時】令和４年２月28日㈪　14:00～15:30
　【場所】七尾商工会議所　２Ｆ研修室 ※詳しくは同封のチラシをご覧ください。

Wixではじめる
無料ホームページ作成・集客講座

ものづくり補助金セミナー

各セミナーのお申込みはコチラから

受講無料
５名限定
（先着順）

受講無料
５名限定
（先着順）

Wixという世界中で１億人以上に選ばれているホームページ作成ツールを使って無料作成！少人数制で講師が一緒にお手伝いします！

● お店の良さを伝えたい！
● 無料で本格的なデザインがいい！
● 集客したい！　そんな方にピッタリです

定　員 ５名限定（先着順とさせていただきます。）
日　時 　2022年２月22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、メールアドレス
共　催 　七尾商工会議所 ななお経営支援センター　　　　　公益財団法人石川県産業創出支援機構

Wixではじめる無料ホームページ作成・集客講座

（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

受講受講
無料無料

誰でも簡単、無料でつくるあなただけのホームページ
こだわりのデザイン、選りすぐりの機能、すべてが自分仕様。世界でひとつだけの本格ホームページを作成しましょう。

今すぐはじめる

下記のいずれかにお電話ください。
※チラシをみて電話しましたとお伝えください。■公益財団法人石川産業創出支援機構（ISICO）　石川県よろず支援拠点

TEL：（076）267-6711

■七尾商工会議所
　ななお経営支援センター
TEL：（0767）54-8888

FAX:0767-54-8811【24時間受付】下記の項目をご記入ください。
住 所

〒

業 種

事業所名
Ｔ Ｅ Ｌ

氏 名
Ｆ Ａ Ｘ

FAXでのお申込み

電話でのお申込み
Webでの
お申込み

●対象取組み
　　新商品・サービスの開発、　　新たな生産・提供方式の導入
●補助対象経費
　　機械装置費、システム構築費、外注費等
●補助額：上限1,000万円（一般型）
●補助率：中小企業1/2、小規模事業者2/3

下記のいずれかにお電話ください。 ※チラシをみて電話しましたとお伝えください。■公益財団法人石川産業創出支援機構（ISICO）　石川県よろず支援拠点
TEL：（076）267-6711

■七尾商工会議所
　ななお経営支援センター
TEL：（0767）54-8888

部品製造の
工程を改善
したい

冷凍冷蔵
保存を充実
したい 新商品を

つくる機械を
導入したい

定　員 　５名限定（先着順とさせていただきます。）
日　時 　2022年２月28日（月） 14：00 ～ 15：30
場　所 　七尾商工会議所２Ｆ研修室（七尾市三島町70-1）
共　催 　七尾商工会議所 ななお経営支援センター　　　　　公益財団法人石川県産業創出支援機構

ものづくり補助金セミナー

FAX:0767-54-8811【24時間受付】下記の項目をご記入ください。
住 所

〒

業 種

事業所名
Ｔ Ｅ Ｌ

氏 名
Ｆ Ａ Ｘ

FAXでのお申込み

電話でのお申込み
Webでの
お申込み

ものづくり補助金

（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

受講受講
無料無料

ものづくり補助金セミナー

ものづくり補助金の概要、ものづくり補助金の申請の準備、事業計画書策定のポイント、加点項目等をご案内します。

　「店内改装をしたい」「看板、チラシ、ホームページを作成したい」「展示会、商談
会に出展したい」…そのとき利用できる補助金のセミナーです。
　事業計画書の作成方法、ポイント等をご案内します。

　【日時】令和４年３月23日㈬　14:00～15:30
　【場所】七尾商工会議所　３Ｆ会議室 ※詳しくは同封のチラシをご覧ください。

　最新のLINE情報をお伝えします。情報だけではなく、実際に設定を行ってみよう
という実践的なセミナーとなっています。

　【日時】令和４年３月１日㈫　14:00～16:00
　【場所】七尾商工会議所　３Ｆ会議室 ※詳しくは同封のチラシをご覧ください。

小規模事業者持続化補助金セミナー

お店のためのLINE活用セミナー

受講無料
５名限定
（先着順）

受講無料
５名限定
（先着順）

●対象取組み
　　販路開拓等（または業務効率化）の取組●対　象： 小規模事業者

（商業・サービス業：従業員５名以下、製造業その他：従業員20名以下）
●補助対象経費
　　機械装置費、広報費、展示会等出展費など●補助額：上限50万円（一般型）
●補助率：3/4

下記のいずれかにお電話ください。 ※チラシをみて電話しましたとお伝えください。■公益財団法人石川産業創出支援機構（ISICO）　石川県よろず支援拠点
TEL：（076）267-6711

■七尾商工会議所
　ななお経営支援センター
TEL：（0767）54-8888

店内を改装
したい

看板、チラシ、
ホームページを
作成したい 展示会、

商談会に
出展したい

定　員 　５名限定（先着順とさせていただきます。）
日　時 　2022年３月23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）
共　催 　七尾商工会議所 ななお経営支援センター　　　　　公益財団法人石川県産業創出支援機構

小規模事業者持続化補助金セミナー

FAX:0767-54-8811【24時間受付】下記の項目をご記入ください。
住 所

〒

業 種

事業所名
Ｔ Ｅ Ｌ

氏 名
Ｆ Ａ Ｘ

FAXでのお申込み

電話でのお申込み
Webでの
お申込み

小規模事業者持続化補助金

（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

受講受講
無料無料

小規模事業者持続化補助金セミナー小規模事業者持続化補助金セミナー

事業計画書の作成方法、ポイント等をご案内いたします。

最新のLINE情報をお伝えします。情報だけではなく、実際に設定を行ってみようという実践的なセミナーとなっています。
そのため少人数でおこないます。
お店のLINEをすでに持っている方でも参加できます。

定　員 ５名限定（先着順とさせていただきます。）
日　時 　2022年３月１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、メールアドレス、スマホ
共　催 　七尾商工会議所 ななお経営支援センター　　　　　公益財団法人石川県産業創出支援機構

お店のためのLINE活用セミナー

（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

受講受講
無料無料

お店のための
LINE活用セミナー

下記のいずれかにお電話ください。
※チラシをみて電話しましたとお伝えください。■公益財団法人石川産業創出支援機構（ISICO）　石川県よろず支援拠点

TEL：（076）267-6711

■七尾商工会議所
　ななお経営支援センター
TEL：（0767）54-8888

FAX:0767-54-8811【24時間受付】下記の項目をご記入ください。
住 所

〒

業 種

事業所名
Ｔ Ｅ Ｌ

氏 名
Ｆ Ａ Ｘ

FAXでのお申込み

電話でのお申込み
Webでの
お申込み

▪公益財団法人石川産業創出支援機構（ISICO）
　石川県よろず支援拠点　TEL 076-267-6711
▪七尾商工会議所･ななお経営支援センター
　TEL 0767-54-8888

お申込み・お問い合わせ先
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対 象 者 � �新型コロナの影響で、2021年11月～2022年３月のいずれかの月の売上高が、2018年
11月～2021年３月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50％以上または30％～
50％減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

給 付 額 � ⃝上限額

売上高減少率 個　人
法　人

年間売上高※

1億円以下
年間売上高※

1億円超～5億円
年間売上高※

5億円超
▲50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円
▲30%～50% 30万円 60万円 90万円 150万円

� � ※�基準月（2018年11月～2021年３月の間で売上高の比較に用いた月）�を含む事業年度の年間売上高

申請書類
1��履歴事項全部証明書（法人）または本人確認書類（個人）
2��収受日付印の付いた2019年（度）、2020年（度）及び選
択する基準期間を全て含む確定申告種類の控え

3�対象月の売上台帳等
4�振込先の通帳（通帳のオモテ面と通帳を開いた1･2ページ）
5��代表者または個人事業者等本人が自署した宣誓・同意書

✚
一時支援金および月次支援金を受給しておらず、

継続支援関係がない方は、以下の書類も必要になります。
6�基準月の売上台帳等
7��基準月の売上に係る１取引分の請求書または領収書等
8��基準月の売上に係る通帳等（取引が確認できるページ）

概　　　要 � �新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境が継続している県内中小企業及び個
人事業主の事業継続・回復を支援するため、国の事業復活支援金に、県が独自に上乗せする
「石川県事業復活支援金」を給付します。

� ※Ｒ３年度２月補正予算が成立した場合、申請受付を開始します。（２月下旬頃）

給付対象者 � �国の「事業復活支援金」の給付を受けた県内事業者
� ※�国の給付通知書が必要になりますので、大切に保管してください。

給　付　額 � �昨年11月から本年３月までの間のいずれかの月の売上が、前年、２年前又は３年前と比較して､

給付額
売上　▲50％

法　人 50万円
個　人 20万円

売上　▲30％
法　人 30万円
個　人 12万円

申 請 受 付 � ２月下旬頃（決まり次第速やかにご案内します）

事 業 復 活 支 援 金

石 川 県 事 業 復 活 支 援 金

申請期間：2022年１月31日㈪～５月31日㈫

市内中小企業・小規模事業者向け
「新型コロナ支援」施策のご案内

国

県

――――――――�相談窓口�――――――――
�0120-789-140

（携帯電話からもつながります）
※お電話は大変混み合うことが予想されますの
で、ホームページもこ活用ください。
【IP電話専用回線】03-6834-7593
【受付時間】8:30～19:00（土日・祝日含む全日）

―――――――�ホームページ�―――――――

💻https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
事業復活支援金 検索

詳しくはコチラから➡

詳しくはコチラから⬆
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ななお会議所だより

新型コロナウイルス感染症経営改善支援特別融資

新型コロナウイルス感染症による
小学校休業等対応助成金について

融資制度の概要
⃝融資限度額　　６千万円以内
⃝融資対象
・�セーフティネット保証４号・５号の認定を受けて
いるもの、かつ、その認定の期間において売上高
等が15％以上減少しているもの
　→�上記認定を受けていない場合、下記いずれかを
満たすもの

　　①�最近１か月間の売上高が前年同月比15％以
上減少していること

　　②�最近１か月間の売上高が前年同月比５％以上
減少し、かつ前年同月とコロナ前を比較して
15％以上減少していること

・�経営行動に係る計画を作成したもの（経営改善計
画書）
・金融機関による継続的な支援を受けること
⃝資金使途　　経営の安定に必要な事業資金�等

⃝利　　率　　固定金利1.00％以内
⃝期　　間　　10年以内（うち据置期間５年以内）
⃝担　　保　　金融機関所定
⃝信用保証　　必須　※信用保証料はゼロとする
� （伴走支援型特別保証制度を利用すること）
⃝お申し込み
・�融資については、県制度融資の取扱金融機関へお
申込みください
・�セーフティネット保証の認定は、事業所が所在す
る市町の商工担当課等へご提出ください
・�本制度に関しては商工会議所・商工会の認定は不
要です
・�令和３年４月１日から令和４年３月31日までに
保証申込をする必要があります
――――――――�お問合せ先�――――――――
石川県商工労働部経営支援課金融グループ

TEL 076-225-1522

令和３年８月１日から令和４年３月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行う
ことが必要となった労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給休
暇を除く）を取得させた事業主は助成金の対象となります！
　①��新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学

校など（保育所等を含みます）に通う子ども
　②�新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

助成内容 � 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10／10
　具体的には、対象労働者１人につき、対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数で算出した合計額を
支給します。

休暇取得期間 日額上限額 申請期限

令和４年１月１日～３月31日 令和４年１～２月→�11,000円
令和４年３月→� 9,000円

令和４年５月31日㈫必着

事業主の皆さまへ
①�支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページにて確認ください。
②�申請書の提出方法
　�本社所在地を管轄する都道府県労働局�雇用環境・均等部（室）まで郵送でお願い
　�します。
――――――――――――――――�お問い合わせはコールセンターまで�――――――――――――――――
『雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター』

�0120-60-3999　　【受付時間】9：OO～21：00（土日・祝日含む）

詳しくはコチラから⬆



里山里海の地域資源を活用した、
新たな商品開発やイベント開催などの取組を支援します！

　まん延防止等重点措置の対象区域における営業時間の短縮等の要請に協力する企業について、雇用調整助成
金の助成額及び助成率を引き上げる特例が適用になります。�なお、生産指標（売上高等）が30％以上減少し
ている場合の同様の特例（業況特例）�については３月まで活用できます。
⃝助成率の引き上げ

助成率（解雇等がある場合）助成率（解雇等がない場合） 日額上限額
中小企業 ４／５ ９／10�→�10／10 11,000円�→�15,000円
大 企 業 ２／３�→�４／５ ３／４�→�10／10 11,000円�→�15,000円

※３月は日額上限額11,000円を9,000円に引き下げ（特例の上限は15,000円のまま）
⃝特例の対象となる区域及び期間　　区域：県内全域　　期間：令和４年１月27日㈭～２月20日㈰
⃝対象となる休業等
　県による要請を受け、 県内で事業を行う飲食店等の事業主が、営業時間の短縮、酒類の提供自粛、収容率・
人数上限の制限等に協力し、 要請の対象施設で雇用する労働者の休業等を行った場合

――――――――――――――――�お問い合わせはコールセンターまで�――――――――――――――――
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金相談コールセンター

�0120-60-3999　　【受付時間】9：OO～21：00（土日・祝日含む）
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令和４年度  いしかわ里山振興ファンド公募事業について

まん延防止等重点措置が適用された場合の
県内の雇用調整助成金の特例の取扱いについて

公募期間
４月１日㈮～５月31日㈫

１�里山里海の地域資源を活用した生業の創出
⑴　新商品・新サービス開発支援
　農林水産物等里山里海の地域資源の再発掘や新
たな取組みに着手するための活動、新商品・新
サービスの開発、販路開拓に至るまでの様々な段
階における生業の創出の芽だしの取組みを支援
⃝助　成　率：3/4
⃝助成限度額：2,000千円（３年以内）
⃝対　　　象：�農林水産事業者、企業（個人事業

者含む）、NPO等
⑵　新商品・新サービス開発に係る事前調査支援
　市場調査や商品化に係る技術的な問題点、実施
体制等の解決を支援
⃝助　成　率：定額
⃝助成限度額：500千円（１年以内）
⃝対　　　象：�農林水産事業者、企業（個人事業

者含む）、NPO等
⑶　開発商品・サービスの改良・販路拡大支援
　⑴で開発した商品・サービスのうち、改良、販
路拡大により、更なる売上の拡大等が目指せると
認められた場合に追加支援
⃝助　成　率：2/3
⃝助成限度額：700千円（１年以内）
⃝対　　　象：過去に⑴に採択された事業者
２�チャレンジ精神旺盛な「生業の担い手」の参入支援
　新たに里山里海の地域資源を活かした生業の担
い手を目指す地域の若者や移住者に対し、奨励金
を支給
⃝助　成　率：定額

⃝助成限度額：2,400千円（２年以内）
　　　　　　　※100千円／月
⃝対　　　象：�里山里海地域に居住する若者、移

住者

３�里山里海地域の振興
　里山里海地域を元気にするイベント支援
　里山里海地域の資源を活かし、住民自らが地域
ぐるみで実施する、全国に発信しうるユニークで
新しいイベント等の開催事業を支援
⃝助　成　率：3/4（１年目）　2/3（2.3年目）
⃝助成限度額：1,500千円／年（１年目）
　　　　　　　1,000千円／年（2.3年目）
⃝対　　　象：�里山里海地域に居住する住民が主

体となる団体等

４�スローツーリズムの推進
　多様な滞在メニューの開発支援
　里山里海地域の多種多様な食材や食文化を中心
に、それらに培われた伝統文化や伝統技術、美し
い景観などを活かした多様な滞在メニューの開発
を支援
⃝助　成　率：3/4
⃝助成限度額：1,000千円（２年以内）
⃝対　　　象：�農林水産事業者、企業（個人事業

者含む）、NPO等

――――――――�お問合せ先�――――――――
石川県農林水産部　里山振興室

TEL 076-225-1631
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ななお会議所だより

七尾商工会議所　情報 Catch Up七尾商工会議所　情報 Catch Up

財務省��北陸財務局��経済調査課　TEL�（076）�292-7858お問合せ

県内経済は、新型コロナウイルス感染症の影響がみられるものの、緩やか
に持ち直している。
　先行きについては、感染対策に万全を期し、経済社会活動を継続していく中で、各種政策の効果や海外経済の改善も
あって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、感染症による影響や供給面での制約、原材料価格の動向に
よる下振れリスクなどに十分注意する必要がある。

石川県内経済情勢 令和４年１月25日発表
令和４年１月　財務省北陸財務局

（注）４年１月判断は、前回３年10月判断以降、４年１月に入ってからの足下の状況までを含めた期間で判断している。

■�個人消費：新型コロナウイルス感染症の影響がみられるも
のの、持ち直しつつある。

　百貨店・スーパー販売
　　 飲食料品や一部衣料品等に動きがみられることから、持

ち直しつつある。
　コンビニエンスストア販売
　　 米飯類等に動きがみられることなどから、持ち直しの動

きがみられる。
　ドラッグストア販売
　　 飲食料品等に動きがみられることに加え、新規出店効果

がみられることなどから、順調となっている。
　ホームセンター販売
　　 除雪用品等に動きがみられることから、堅調となっている。
　家電大型専門店販売
　　パソコン等の動きが鈍いことから、横ばいの状況にある。
　新車販売台数
　　 普通乗用車、小型乗用車、軽乗用車ともに前年を下回っ

ており、足踏みの状況にある。
　主要観光地の来訪客数
　　 前年を下回っているものの、このところ減少幅は縮小し

ている。
　主要温泉地の宿泊客数
　　 前年を下回っているものの、このところ減少幅は縮小し

ている。

■設備投資：３年度は増加見込みとなっている。
　（法人企業景気予測調査（３年10－12月期調査））

　製造業、非製造業ともに増加見込みとなっている。

■住宅建設：持ち直しつつある。
　新設住宅着工戸数
　　持ち直しつつある。

■公共事業：前年を下回っている。
　前払金保証請負金額
　　前年を下回っている。

■生産活動：回復に向けた動きに一服感がみられる。
　電気機械
　　スマートフォン向けや自動車向けで、足踏みの状況にある。

　汎用・生産用・業務用機械
　　金属加工機械、繊維機械を中心に拡大しつつある。
　繊維
　　 衣料向けが横ばいの状況にあり、非衣料向けが持ち直し

ていることから、全体では緩やかに持ち直しつつある。
　化学
　　大宗を占める医薬品で、拡大の動きに一服感がみられる。

■企業収益：３年度は減益見込みとなっている。
　（法人企業景気予測調査（３年10－12月期調査））

　製造業は減益見込み、非製造業は増益見込みとなってい
る。規模別では、大企業は増益見込み、中堅企業、中小企業
は減益見込みとなっている。

■企業の景況感：全産業では「上昇」超となっている。
　（法人企業景気予測調査（３年10－12月期調査））

　現状判断（３年10－12月期）は、製造業、非製造業とも
に「上昇」超となっている。
　なお、先行きは、全産業では４年１－３月期、４年４－６
月期ともに「上昇」超となる見通しとなっている。

■�雇用情勢：新型コロナウイルス感染症の影響がみられるも
のの、緩やかに持ち直しつつある。

　有効求人倍率（季節調整値）
　　上昇している。
　新規求人数
　　前年を上回っている。
　新規求職者数
　　前年並みとなっている。
　雇用保険受給者実人員
　　前年を下回っている。

■金融機関の貸出金：前年を上回っている。

■企業倒産：前年を下回っている。
　負債総額は前年を上回っているものの、件数は前年を下
回っている。

■�消費者物価（金沢市、生鮮食品を除く総合）：前年を上
回っている。

　当所の同計画による経営発達支援事業では、国、県等の金融経済に関する公表資料の活用として、石川県及び北陸
３県を中心とした地域外への事業展開及び販路開拓を踏まえた事業計画の策定並びに実施支援を行ううえで必要とな
る経済状況や景気・金融動向等の調査・分析・提供を行っております。
　今回は、財務省北陸財務局が四半期毎に取りまとめ公表している「石川県内経済情勢」を転載して提供するもの
です。

七尾商工会議所【経営発達支援計画】からの情報提供七尾商工会議所【経営発達支援計画】からの情報提供
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貴社の商品やサービスのＰＲにご利用ください。
「会議所だより」は七尾商工会議所の会員事業所を始め、市内
主要施設、他都市商工会議所に毎月約2000部発行していま
す。七尾市を中心に貴社の商品やサービスについて幅広く周
知したいとお考えの会員の皆様におすすめします。
※発行日は毎月10日前後です。

サイズ（Ａ４版） スポット料金 サイズ スポット料金
１ページ ３０，０００円

Ａ４ １０，２００円
１/２ページ １５，０００円
１/４ページ １０，０００円

Ａ３ １２，５００円
１/８ページ ５，０００円

七尾商工会議所
TEL 0767-54-8888
FAX 0767-54-8811

▪第
R３.10月開催

223回珠算能力検定試験合格者
２級　中村亜里沙（山 王 小）・道下　沙織（鳥 屋 小）
　　　卜部優佳奈（鳥 屋 小）
３級　伊豆　優咲（東 湊 小）・澤野　瑛太（天神山小）

▪第
R３.10月開催

133回段位検定合格者
珠算の部
　準初段　青木　未来（天神山小）
暗算の部
　準２段　青木　未来（天神山小）
　準３段　萩　　文哉（鳥 屋 小）
　初　段　久保　結奈（鳥 屋 小）

▪第
R３.11月開催

70回準下級検定試験合格者
５級　堀川　颯真（山 王 小）・叶田　京香（山 王 小）
　　　呉山　佳祐（天神山小）
６級　川上　　新（天神山小）

▪第
R３.11月開催

70回暗算検定合格者
１級　道下　沙織（鳥 屋 小）・卜部優佳奈（鳥 屋 小）
２級　山本　あい（天神山小）・和田内美優（天神山小）
４級　藤本　妃奈（天神山小）・呉山　佳祐（天神山小）
５級　川上　　新（天神山小）

▪第
R３.12月開催

71回準下級検定試験合格者
４級　川尻　幸輝（山 王 小）
５級　楠　　　陸（山 王 小）・久保　勇太（山 王 小）
７級　山口　さえ（山 王 小）

全国そろばんコンクール石川県大会の伝達表彰式を開催

広告掲載料金（誌面） チラシ折込料金

お申込・お問合せ

　12月27日㈪、当所にて12月５日㈰に行われた2021年
全国そろばんコンクール石川県大会において、七尾珠算連
盟所属受賞者への伝達表彰式が行われました。
　小川幸彦専務理事から、各受賞者へ表彰状と記念品が渡
されました。
　受賞者は、下記の通りです。
⃝小学校１年生以下の部　　第１位　久保　斐奈
⃝小学校２年生の部　　　　第１位　川尻　幸輝
⃝小学校３年生の部
　　第１位　青木　未来　　第２位　道下　沙織
　　第３位　中巻辰之輔
⃝小学校４年生の部
　　第１位　萩　　文哉　　第２位　春木　健翔
⃝小学校５年生の部　　　　第１位　中村亜里沙

⃝小学校６年生の部
　　第１位　藤原　　律　　第２位　山下　結衣
　　第３位　久保　結奈　　第４位　卜部優佳奈
　　第５位　伊豆　優咲

珠 算 検 定 合 格 者

「会議所だより」
に広告を載せて
みませんか??
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ななお会議所だより

■最低賃金に関するお問い合わせ先
　石川労働局労働基準部賃金室
　　�（☎076-265-4425）
　または最寄の労働基準監督署� ⬆資料はこちら

確定申告のご準備はお早めに!!
令和３年分の申告と納税の期限は次の通りです。

申告会場の入場には「入場整理券」が必要です。▲

各会場で当日配布　　

▲

LINEから事前発行

■�国税庁HPの確定申告書等作成コーナーから自宅でいつで
も申告できます。詳しくは国税庁HPでご確認ください。

https://www.nta.go.jp

申告
納税

最低賃金の名称 時間額（円）

▲

地域別最低賃金

石川県最低賃金 ８６１

▲

特 定 最 低 賃 金
一 般 機 械 ９４６
自 動 車 ９４６
電 気 機 械 ８９６
百 貨 店 ８９０

石川県内の最低賃金

2022年度各種検定試験　施行日・受験料
検定試験名 施行日（回数） 受験料（税込）

簿 　 　 記

１級～３級
（統一試験）

2022年� ６月12日（第161回） ６月第２日曜
１級：7,850円
２級：4,720円
３級：2,850円

2022年�11月20日（第162回） 11月第３日曜

２級・３級
（統一試験） 2023年� ２月26日（第163回） ２月第４日曜

日 商 珠 算
（そろばん）

１級～３級

2022年� ６月26日（第225回） ６月第４日曜

１級：2,340円
２級：1,730円
３級：1,530円

４～６級：1,020円

2022年�10月23日（第226回） 10月第４日曜

2023年� ２月12日（第227回） ２月第２日曜

４級～６級

2022年� ４月10日 ４月第２日曜

2022年� ６月26日 ６月第４日曜

2022年� ８月  ７日 ８月第１日曜

2022年�10月23日 10月第４日曜

2022年�12月11日 12月第２日曜

2023年� ２月12日 ２月第２日曜

リ テ ー ル
マーケティング

（販売士）
１級～３級 施行日は各ネット試験会場が決定する。

１級：7,850円
２級：5,770円
３級：4,200円

第159回日商簿記検定（令和３年11月21日㈰施行）　　 １級合格者
（合格率 10.2%）　滝�澤　脩�平

税務署からのお知らせ

最
低
賃
金
よ
り
低
い
賃
金
で

労
働
者
を
使
用
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

所得税および復興特別所得税・贈与税

令和４年３月15日㈫まで

消費税および地方消費税（個人事業者）

令和４年３月31日㈭まで

商工会議所の
検定試験ＨＰ
� ➡
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事
カ
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　年末に発表される「日経トレンディ」のヒット商品ラン
キングを見ると、どうしてこのようなものがヒットしたの
かと感じるものが少なからず取り上げられています。地域
発ヒットの中には、地元では当たり前で珍しくもないと思
われていたものも結構あります。
　2021年の例では、静岡県富士市の「岳南電車」の「夜
景電車・ナイトビュープレミアムトレイン」が面白いと思
いました。岳南電車は富士山の麓にある富士市を走るロー
カル鉄道で、もともとそのエリアに密集している製紙工場
に原料資材や、働く人を運ぶ引き込み線として敷設された
ものでした。昭和の高度成長期に輸送量がピークを迎えた
ものの、現在は利用者も減り、存続が危ぶまれる路線に
なっていました。ここがヒット商品に化けたのは、夜に車
両の照明を消して営業運転を始め、予約制の観光列車に仕
立てたところです。工場群を縫って走る車窓から見る夜の
風景は、ライトアップされたパイプや煙を吐く煙突など、
まるで近未来のＳＦ映画のワンシーンのようです。これが

「非日常の体験」を求める人たちを引き付けました。地元
の人からすれば、夜の工場は「日常的」な光景でした。あ
えて夜中にそこを訪れるツアーを企画することで、旅好き
や新しい体験を求める人をうならせる「非日常性」を持つ
観光商品が生まれたのです。
　いろいろな地域を訪れていると、よそ者の眼には目新し
く珍しいのに、地元に暮らす人には当たり前過ぎて何も特
別感がないというものに出合います。それが世の中の興味
やニーズとマッチすると意外に大きなヒット商品に育つこ
とがあります。

　典型的な例が、節分の風物詩としてすっかり定着した
「恵方巻」です。諸説ありますが、もともとは関西地方の
一部で受け継がれていた習慣といわれており、恵方を向い
て巻きずしにかぶりつく行為の面白さと、気軽に幸運を招
きたいという風潮にマッチしたことでヒットしました。コ
ンビニエンスストアやスーパーマーケットだけでなく、外
食チェーンや有名すし店までブームに便乗し、フードロス
の問題が取り沙汰されるようになってきました。もはやこ
の先の関連市場の伸びしろは、さほど期待できないでしょ
う。そうなると、消費者は次のアイテムを求めます。おそ
らくさまざまな事業者が、こうした全国各地の知られざる
食べ物や、面白い食習慣を発掘しようと調査していること
でしょう。
　では、地方の「日常（何でもないもの）」が大きなヒッ
ト商品に化けるにはどんな要素が必要なのでしょうか。ま
ず、それを面白いと思うよそ者に出会うことです。次のス
テップが大事なのですが、面白いと言われたときに「その
面白さをもう一段進めてみよう」と思えるかどうか。地元
では当たり前なので、意外とそれが難しい。岳南鉄道の例
で言えば、夜景が面白いなら「車内の照明を消して夜に走
らせてみよう」と考えた人がいたことです。そして次のス
テップは、この面白さを誰に売り込めばいいか、失敗して
も探り続けることだと思います。今の時代、とがったモノ
やサービスをつくれば、必ずお客さんがそれなりにいるか
らです。きっかけがつかめれば、そこが拡散の起点となる
でしょう。

ヒット商品が生まれる鍵は『日常』から『非日常体験』へ

　� 日経ＢＰ総合研究所�上席研究員　渡
わたなべ

辺　和
かず

博
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）。��

プロフィール

16㈬� 正副会頭会議
17㈭� 能登SDGs市民大学第５回講義
18㈮� 青年部２月定例会
� 税理士による無料個別相談会
19㈯�
20㈰�
21㈪� 経営指導員研修会
� 七尾の未来構想委員会
� 税理士による無料個別相談会
22㈫�
23㈬� 環境省地域循環共生圏パートナーシップ基盤強化フォーラムin七尾
24㈭� ななお創業応援カルテット連絡会議
25㈮� 日本商工会議所青年部�第41回全国大会SETOの都�香川たかまつ大会
� 税理士による無料個別相談会
26㈯� 日本商工会議所青年部�第41回全国大会SETOの都�香川たかまつ大会
� 「ななおをつなぐ」未来ビジョンフォーラム
27㈰�
28㈪� 税理士による無料個別相談会

��1㈫�
��2㈬� 石川県指導監査
��3㈭� 税理士による無料個別相談会
��4㈮�
��5㈯�
��6㈰�
��7㈪� 税理士による無料個別相談会
��8㈫� 青年部理事会
��9㈬�
10㈭� 税理士による無料個別相談会
11㈮� 移住促進イベント「のとに住む。～お気軽に能登体験を楽しんでみませんか？」
12㈯� 移住促進イベント「のとに住む。～お気軽に能登体験を楽しんでみませんか？」
13㈰�
14㈪� 正副会頭会議
� 常議員会
15㈫� 七尾の未来構想委員会

３月 March２月 February


