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　七尾商工会議所　七尾の未来構想委員会（木下徳泰

委員長）は、能登・七尾で展開される大小様々な地域

づくりのプロジェクトを集め、紹介するウェブサイト

「nanao100project（七尾100プロジェクト）」を

開始しました。少しずつ地域の未来を描き出していく

ためのサイトです。

　七尾100プロジェクト事業は、七尾の未来を支えて

いく自発的な取り組みを応援する目的でスタートしま

した。地域の課題に対して活動する人を増やし、応援

する仕組みづくりを目指しています。

　本事業の開始に当たり、社会や地域に寄与する優れ

た企業・団体・個人を顕彰する「七尾未来アワード」

の参加者を募集しました。応募のあった全28組から

一次審査を通過したファイナリスト10組が、４月16

日（土）に公開プレゼンテーションを行いました。

　公開プレゼンテーションでは、木下委員長が、

「ファイナリスト10組のプレゼンテーションを楽し

みにしています。本100プロジェクト事業は、七尾の

未来を担う皆様を応援する取り組みです。七尾100プ

ロジェクトのテーマは、ご自身のビジョンがまちのビ

ジョンに!!です。皆様方の身近な取り組みが七尾の未

来につながると確信しています」と開会挨拶をしました。

　茶谷義隆氏・七尾市長、松島大輔氏・金沢大学教

授、眞鍋知子氏・金沢大学教授、広石拓司氏・（株）

エンパブリック社長の４名が公開審査員を務めました。

　賞金50万円のグランプリは、『君は放課後インソ

ムニア』の登場シーンを巡る聖地巡礼ツアーを提案し

た“七尾まちあるきセンター”が受賞しました。季節

に１回以上の聖地巡礼ツアーの開催や作品とコラボし

たグッズ等の企画・販売を今後の未来展望としていま

す。

　大林重治会頭より“七尾まちあるきセンター”に対

して、グランプリ表彰状と副賞が授与されました。大

林会頭からは、「参加者の皆様より、これからの七尾

の未来を作り上げていく!!この大きな想いが感じとれ

ました。今後も、大勢の方々のお力添えをいただきな

がら、七尾の未来づくりに邁進して

いただきたい」と挨拶がありました。

　七尾未来アワード／公開プレゼン

テーションは、厳正な審査を行い、

下記の通り決定いたしました。

今こそYEG！ 楽しくみんなで 未来のために
役員、事業計画等を承認
七尾商工会議所青年部 令和４年度定時総会開催

　４月26日（火）、七尾商工会議所青年部（会長：
尾古隆史）は令和４年度定時総会を和倉温泉「あえの
風」にて開催しました。
　総会の冒頭、尾古会長は「新型コロナウイルス感染
拡大が続く中、感染対策をしっかりとしてこのように
会員の皆様と対面で総会を開催出来る事に感謝いたし
ます。コロナ禍でコロナウイルスと向き合いながら活
動してまいりました。コロナ禍で出来ないこと、変
わった事、変わらない事と色々ありましたが、どんな
時でも歩みを止めるわけにはいきません。新しい時代
に対応し、新しい事に挑戦することが求められていま
す。令和５年度には日本商工会議所青年部第43回全
国大会が石川県で開催されます。全国大会に積極的に
関わることで県内外に多くの仲間を得る事が出来ま

す。自分のため、みんなのため、地域の為に一緒に
YEG活動を楽しみましょう」と挨拶しました。
　その後、令和４年度の役員、事業計画、予算（案）
は、すべて満場一致で承認され、七尾商工会議所青年
部の新しい一年がスタートしました。

小丸山城址公園下周辺～春の美化活動～
　女性会は、４月４日（月）早朝、七尾市の小丸山城
址公園周辺の清掃活動を行いました。当会のほか、の
と共栄信用金庫、北陸銀行、当所青年部・職員の協力
の元、約70名が歩道沿いの植樹帯のごみ拾いや除草
を行いました。当会では、毎年、協力団体とともに入
学式や花見シーズンに合わせて、清掃活動を行ってい
ます。
　４月20日（水）の当会役員会終了後、小丸山城址

公園下の植樹帯に去年に引き続き、カンナの苗を植付
けました。夏には、赤や白、黄色の大きな花が咲きます。
　６月からは、委員会ごとに清掃活動を行い、会員が
協力して夏場は、ツツジやカンナの水やりを毎年行っ
ております。小丸山城址公園下周辺は七尾の顔のよう
な場所であり、当会では今後も、このような美化活動
に力を注いでいきます。

“次の100年”につながる七尾のプロジェクト
七尾未来アワードグランプリは、

“七尾まちあるきセンター”に輝く

【グランプリ】『君は放課後インソムニア』聖地巡礼

ツアーマップ、ツアーガイド／七尾まちあるきセンター

【準グランプリ】モビリング・ジャパン／（株）DOKKA

【優秀賞】CLUE Academy of Tennis スポーツを通

じての次世代育成プロジェクト／（株）1ntegrators

【奨励賞】①能登地方に関わる地元出身の若者を増や

すNOTORN（ノターン）プロジェクト／能登出身の

若者コミュニティNOTORN、②能登まーそなグルメ

／NOTORN、③能登の國七尾城トレッキング＆秋の

味覚／能登の國七尾城プロジェクト実行委員会、④七

尾湾活性化推進事業～机島磨き上げプロジェクト～／

机島活性化プロジェクト実行委員会、⑤人生100年時

代　Foot活プロジェクト～子どもから大人まで～／

社会医療法人財団董仙会、⑥NO TO F U E／

NOTOFUE、⑦産学官民連携SDGs・YATAGOUビ

レッジセカンド大学～学びの拠点づくり～／矢田郷地

区まちづくり協議会企画推進部会

【会場共感賞】人生100年時代　Foot活プロジェクト

～子どもから大人まで～／社会医療法人財団董仙会

グランプリ受賞の七尾まちあるきセンターの
みなさんと木下委員長

アワード公開審査の様子

https://n-100.net/

４月４日　小丸山城址公園周辺春の清掃活動 ４月20日 「カンナの苗」植樹

挨拶する令和４年度会長　尾古隆史

御祓川大通り清掃に200人集結!!
　平成23年に始まった中心市街地の美化と景観保全
を目的に、御祓川沿いの企業や団体の参加を得て行っ
てきた御祓川大通り清掃活動を、今年も観光シーズン
を前にした４月14日（木）にコロナウイルス感染防
止対策を講じたうえで、実施しました。
　天候は曇り模様であったが、雨は幸いにしてあたら
ず、200人の企業・団体からのボランティアが、出勤
を前に通りの草取りやゴミ拾いに汗をかきました。
　来年は、コロナウイルス感染が収束し、本来のゴー
ルデンウィークの賑わいを取り戻せることを願い、活
動を終えました。 汗をかき、清掃に励むボランティアの皆さん



ななお会議所だより ななお会議所だより

2 3

　七尾商工会議所　七尾の未来構想委員会（木下徳泰

委員長）は、能登・七尾で展開される大小様々な地域

づくりのプロジェクトを集め、紹介するウェブサイト

「nanao100project（七尾100プロジェクト）」を

開始しました。少しずつ地域の未来を描き出していく

ためのサイトです。

　七尾100プロジェクト事業は、七尾の未来を支えて

いく自発的な取り組みを応援する目的でスタートしま

した。地域の課題に対して活動する人を増やし、応援

する仕組みづくりを目指しています。

　本事業の開始に当たり、社会や地域に寄与する優れ

た企業・団体・個人を顕彰する「七尾未来アワード」

の参加者を募集しました。応募のあった全28組から

一次審査を通過したファイナリスト10組が、４月16

日（土）に公開プレゼンテーションを行いました。

　公開プレゼンテーションでは、木下委員長が、

「ファイナリスト10組のプレゼンテーションを楽し

みにしています。本100プロジェクト事業は、七尾の

未来を担う皆様を応援する取り組みです。七尾100プ

ロジェクトのテーマは、ご自身のビジョンがまちのビ

ジョンに!!です。皆様方の身近な取り組みが七尾の未

来につながると確信しています」と開会挨拶をしました。

　茶谷義隆氏・七尾市長、松島大輔氏・金沢大学教

授、眞鍋知子氏・金沢大学教授、広石拓司氏・（株）

エンパブリック社長の４名が公開審査員を務めました。

　賞金50万円のグランプリは、『君は放課後インソ

ムニア』の登場シーンを巡る聖地巡礼ツアーを提案し

た“七尾まちあるきセンター”が受賞しました。季節

に１回以上の聖地巡礼ツアーの開催や作品とコラボし

たグッズ等の企画・販売を今後の未来展望としていま

す。

　大林重治会頭より“七尾まちあるきセンター”に対

して、グランプリ表彰状と副賞が授与されました。大

林会頭からは、「参加者の皆様より、これからの七尾

の未来を作り上げていく!!この大きな想いが感じとれ

ました。今後も、大勢の方々のお力添えをいただきな

がら、七尾の未来づくりに邁進して

いただきたい」と挨拶がありました。

　七尾未来アワード／公開プレゼン

テーションは、厳正な審査を行い、

下記の通り決定いたしました。

今こそYEG！ 楽しくみんなで 未来のために
役員、事業計画等を承認
七尾商工会議所青年部 令和４年度定時総会開催

　４月26日（火）、七尾商工会議所青年部（会長：
尾古隆史）は令和４年度定時総会を和倉温泉「あえの
風」にて開催しました。
　総会の冒頭、尾古会長は「新型コロナウイルス感染
拡大が続く中、感染対策をしっかりとしてこのように
会員の皆様と対面で総会を開催出来る事に感謝いたし
ます。コロナ禍でコロナウイルスと向き合いながら活
動してまいりました。コロナ禍で出来ないこと、変
わった事、変わらない事と色々ありましたが、どんな
時でも歩みを止めるわけにはいきません。新しい時代
に対応し、新しい事に挑戦することが求められていま
す。令和５年度には日本商工会議所青年部第43回全
国大会が石川県で開催されます。全国大会に積極的に
関わることで県内外に多くの仲間を得る事が出来ま

す。自分のため、みんなのため、地域の為に一緒に
YEG活動を楽しみましょう」と挨拶しました。
　その後、令和４年度の役員、事業計画、予算（案）
は、すべて満場一致で承認され、七尾商工会議所青年
部の新しい一年がスタートしました。

小丸山城址公園下周辺～春の美化活動～
　女性会は、４月４日（月）早朝、七尾市の小丸山城
址公園周辺の清掃活動を行いました。当会のほか、の
と共栄信用金庫、北陸銀行、当所青年部・職員の協力
の元、約70名が歩道沿いの植樹帯のごみ拾いや除草
を行いました。当会では、毎年、協力団体とともに入
学式や花見シーズンに合わせて、清掃活動を行ってい
ます。
　４月20日（水）の当会役員会終了後、小丸山城址

公園下の植樹帯に去年に引き続き、カンナの苗を植付
けました。夏には、赤や白、黄色の大きな花が咲きます。
　６月からは、委員会ごとに清掃活動を行い、会員が
協力して夏場は、ツツジやカンナの水やりを毎年行っ
ております。小丸山城址公園下周辺は七尾の顔のよう
な場所であり、当会では今後も、このような美化活動
に力を注いでいきます。

“次の100年”につながる七尾のプロジェクト
七尾未来アワードグランプリは、

“七尾まちあるきセンター”に輝く

【グランプリ】『君は放課後インソムニア』聖地巡礼

ツアーマップ、ツアーガイド／七尾まちあるきセンター

【準グランプリ】モビリング・ジャパン／（株）DOKKA

【優秀賞】CLUE Academy of Tennis スポーツを通

じての次世代育成プロジェクト／（株）1ntegrators

【奨励賞】①能登地方に関わる地元出身の若者を増や

すNOTORN（ノターン）プロジェクト／能登出身の

若者コミュニティNOTORN、②能登まーそなグルメ

／NOTORN、③能登の國七尾城トレッキング＆秋の

味覚／能登の國七尾城プロジェクト実行委員会、④七

尾湾活性化推進事業～机島磨き上げプロジェクト～／

机島活性化プロジェクト実行委員会、⑤人生100年時

代　Foot活プロジェクト～子どもから大人まで～／

社会医療法人財団董仙会、⑥NO TO F U E／

NOTOFUE、⑦産学官民連携SDGs・YATAGOUビ

レッジセカンド大学～学びの拠点づくり～／矢田郷地

区まちづくり協議会企画推進部会

【会場共感賞】人生100年時代　Foot活プロジェクト

～子どもから大人まで～／社会医療法人財団董仙会

グランプリ受賞の七尾まちあるきセンターの
みなさんと木下委員長

アワード公開審査の様子

https://n-100.net/

４月４日　小丸山城址公園周辺春の清掃活動 ４月20日 「カンナの苗」植樹

挨拶する令和４年度会長　尾古隆史

御祓川大通り清掃に200人集結!!
　平成23年に始まった中心市街地の美化と景観保全
を目的に、御祓川沿いの企業や団体の参加を得て行っ
てきた御祓川大通り清掃活動を、今年も観光シーズン
を前にした４月14日（木）にコロナウイルス感染防
止対策を講じたうえで、実施しました。
　天候は曇り模様であったが、雨は幸いにしてあたら
ず、200人の企業・団体からのボランティアが、出勤
を前に通りの草取りやゴミ拾いに汗をかきました。
　来年は、コロナウイルス感染が収束し、本来のゴー
ルデンウィークの賑わいを取り戻せることを願い、活
動を終えました。 汗をかき、清掃に励むボランティアの皆さん



ななお会議所だより ななお会議所だより

4 5

専務理事
小川 幸彦

　商工会議所の主なミッションは、地域の諸問題を解決するため、地域経済社会の代弁者として
政策提言・要望活動等を積極的に展開し、その実現を図ることです。そのための事業活動は多岐
に渡ります。限られた人的資源、財源等を有効に活用し、七尾市を元気にするため、職員一同全
力を尽くしてまいりますので、よろしくお願いします。

七尾商工会議所 事務局組織図 令和４年４月１日付

専務理事　小川幸彦

理事・事務局長　山田　宏

次　長　宮田良一郎／再掲

センター長  事務局長　山田　宏／再掲

相談所長　宮田良一郎／指

課長　大岡敦至／指

課長補佐　中村大輔（七尾市より）

主事　山本千恵／指

課長　宮田良一郎／再掲

専門員　大星　聡／補

書記補　山本夏佳

担当課長　近松千恵子／補

七尾市へ派遣　松本悠司

書記　小藤文佳

推進室長　入口　翔

地方創生D　小山　基

書記補　山本夏佳／再掲

（注）
指　：経営指導員　　補：補助員
再掲：兼務者
Ｄ　：ディレクター　Ａ：アドバイザー

【ななお経営支援センター】

【中小企業相談所】

【経営支援課】 【事　業　課】 【総　務　課】 【SDGsプロジェクト推進室】

専門員　山田一男／指

新職員のご紹介

　４月より人事交流で七尾市から派遣され、経営支援課に配属されました。市役所では、主に
スポーツ事業や税務・福祉関係の職に従事していました。
　初めての人事交流で不安もあります。また、今までの仕事内容と異なる部分も多いですが、
一日でも早く会議所の戦力となれるよう努力してまいります。
　最後に会員の皆様のお役に立てるよう、精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。

七尾商工会議所　経営支援課　課長補佐　中村　大輔
なかむら　　だいすけ

七尾市新商品開発支援事業
補助対象事業

補助対象者

補　助　率
補助上限額

補助対象経費

注 意 事 項

・新たに地域資源などを活用した特産品を開発し、商品化する事業
・既存の商品を改良し、特産品として販売する事業

・市内に主たる事業所がある中小企業者、または市内に住所及び事務所等を有する
　個人事業主（中小企業基本法第２条に規定）
・市税を滞納していない事業者
・当該補助金に類する他の補助金の交付を国、県等から受けていない事業者

・原材料費（試作品開発に必要な原材料費）／品質検査費／栄養成分の分析費／市場調
　査費／試作品を製作する機械装置の賃借料委託費（試作品開発、パッケージデザイン
　など）／専門家に対する謝金

・連続した年度での申請はできません。
・予算に限りがあるため、申請は先着順です。

　　　　　  区　分

通常の事業者

過去１年以内に創業した事業者

補助率

対象経費の1/2

上限額

30万円

40万円

【問合せ先】　七尾市産業部産業振興課
☎0767-53-8565　E-mail sangyou-s@city.nanao.lg.jp

七尾市販路開拓支援事業
補助対象者

補助上限額
補　助　率

補助対象経費

申 請 様 式

注 意 事 項

・市内に主たる事業所がある中小企業者、または市内に住所及び事務所等を有する
　個人事業主（中小企業基本法第２条に規定）
・市税を滞納していない事業者
・当該補助金に類する他の補助金の交付を国、県等から受けていない事業者

・市ホームページからダウンロードできます。

・各年度における申請回数は１事業者１回です。
・予算に限りがあるため、申請は先着順となります。
・消費税等の租税公課は補助対象外です。
・国内、海外で現地開催される商談会等であっても、オンラインで出展する場合は、
　オンライン商談会の補助上限額となります。
・すでに開設しているオンラインショップサイトの改修や再構築は対象外です。
・パソコン機器などに要する経費は対象外です。

　　　　　  区　分
　　北陸三県以外の国内
　　海外
　　オンライン商談会
オンラインショップ

上限額
20万円
30万円
10万円
20万円

補助率

対象経費の1/2

商
談
会
等

　　　  区　分
商談会等

　

オンラインショップ

対象経費
・出展料及び出展に係る売上手数料
・出展物の梱包料及び輸送料
・広告宣伝費及び印刷費
・小間装飾料
・オンラインショップ開設費用
　（サイト構築に係る委託料等）

新規会員募集中 !!
　当所では新たに会員としてご加入いただける事業
所の方を募集しております。地区内で事業を営んで
おられる方であれば、どなたでもご加入できますの
で、ご希望の事業所がございましたら、ご紹介くだ
さい。
〈年会費：法人14,000円　個人7,000円〉

 【問い合わせ先】
七尾商工会議所　総務課　TEL　54-8888

年会費ご納入のご案内
　５月18日（水）に皆さまのご指定口座から年会
費を口座振替させていただきますので、よろしくお
願い申し上げます。
　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上
げます。

お問合せ：総務課　TEL 54-8888

会員の皆様へ

七尾商工会議所では中小企業経営者の皆様を対象に経営上の法律相談を行っております。契約に関する相
談、債権に関する相談など経営上で法律に関してお困りのことがあれば、経験豊富な弁護士が無料で相談
にお答えします。お気軽にご相談ください。【１社60分程度】

①５月18日（水）午後６時～午後８時
②６月22日（水）午後６時～午後８時
出口法律事務所　七尾事務所（七尾市亀山町３-１）
経営者、従業員

日　時

場　所
対象者

※経営上の相談以外は、ご遠慮願います。
※随時相談を受け付けています。日程調整は可能です。

【お申込先】
七尾商工会議所／ななお経営支援センター
〒926-8642　七尾市三島町70-1
TEL 0767-54-8888　FAX 0767-54-8811



ななお会議所だより ななお会議所だより

4 5

専務理事
小川 幸彦

　商工会議所の主なミッションは、地域の諸問題を解決するため、地域経済社会の代弁者として
政策提言・要望活動等を積極的に展開し、その実現を図ることです。そのための事業活動は多岐
に渡ります。限られた人的資源、財源等を有効に活用し、七尾市を元気にするため、職員一同全
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注 意 事 項
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・連続した年度での申請はできません。
・予算に限りがあるため、申請は先着順です。
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上限額
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げます。
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談、債権に関する相談など経営上で法律に関してお困りのことがあれば、経験豊富な弁護士が無料で相談
にお答えします。お気軽にご相談ください。【１社60分程度】
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場　所
対象者

※経営上の相談以外は、ご遠慮願います。
※随時相談を受け付けています。日程調整は可能です。

【お申込先】
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国・県・市 事業復活支援金 コロナの影響で売上が
減少している皆様へ

事 業 復 活 支 援 金 申請期限
2022年５月31日㈫まで国

石川県事業復活支援金 申請期限
2022年８月１日㈪まで県

七尾市事業復活支援金 申請期限
2022年７月31日㈰まで市

売上高減少率 法　人 個　人
▲50%以上　　　 最大250万円　　　最大50万円
▲30%～50%　　最大150万円　　　最大30万円

※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

給 付 額

申請方法

給 付 額

申請方法

給 付 額

申請方法

オンライン申請のみ 詳しくはコチラから➡

【相談窓口】
0120-789-140
（携帯電話からもつながります）

売上高減少率 法　人 個　人
▲50%以上　　　　一律50万円　　　一律20万円
▲30%～50%　　 一律30万円　　　一律12万円

◎郵送による申請
◎オンラインによる申請　https://ishikawa-shienkin.jp/jigyo_fukkatsu/

【お問い合わせ】
石川県事業者支援ワンストップコールセンター　TEL:076-225-1920 ※午前９時から午後６時まで（土、日、祝日も対応）

【お問い合わせ】
七尾市役所産業部産業振興課　TEL:0767-53-8565 ※午前８時30分から午後５時15分まで（土、日、祝日は休み）

⬆詳しくは
コチラから

売上高減少率 法　人 個　人
▲30%以上　　　一律20万円　　　一律10万円

郵便受付のみ

E-mail:sangyou-s@city.nanao.lg.jp

⬆詳しくは
コチラから

国の給付通知書を大切
に保管してください。

国の給付通知書を大切
に保管してください。

『中小企業診断士』を配置し体制強化!! 12月末まで

　中小企業・小規模事業者が直面する働き方改革関連法などの労働法制、税制度、民法等の制度改正、新型コロナ
ウイルス感染症に対する支援施策等による諸課題への対応やグリーン・デジタルなどの成長分野における生産性向
上に向け、経営相談シニアパートナーを配置し、講習会等の開催、広報、相談窓口の設置、企業派遣の実施、専門
家の派遣等を行う事業を実施することにより、制度改正等に伴い対応が必要となる小規模事業者・中小企業等が円
滑かつ適正に諸課題に対応できる環境を整備することを目的としております。

事業環境を取り巻く変化のための経営相談体制を強化します。

【曜　　日】木曜日
【資　　格】中小企業診断士、応用情報技術者　
【相談分野】コロナ施策、持続化補助金、ものづくり補助金、売上拡大、マーケティング、
　　　　　　IT活用
【コメント】私は、七尾生まれの中小企業診断士で、得意分野は「ホームページを活用し

た販促戦略」です。商品・サービスの魅力をわかりやすく訴求し、収益に結びつけるサポートをさせていただ
きます。その他、「事業計画策定」「資金繰り改善」などにも対応いたします。

【曜　　日】月曜日・水曜日
【資　　格】中小企業診断士
【相談分野】コロナ施策、持続化補助金、ものづくり補助金、売上拡大、マーケティング、
　　　　　　IT活用
【コメント】ECサイトのコンサルティングを５年間経験し、退職後独立し行政機関では年

間300件以上の相談を行ってきました。事業計画策定から補助金の相談、IT化への対応等幅広い範囲でのご相
談にお応えします。
　私の信条は、まずできる事から一歩ずつ小さな成功を重ねていく事が大切であると思っています。厳しい環
境の中でもやれる事はまだあるはずです。お気軽にご相談ください。

久田　高志（ひさだ　たかし）

森田　直人（もりた　なおと）

定　員：５名限定（先着順とさせていただきます。）

日　時：2022年５月24日（火）14：00 ～ 16：00
場　所：七尾商工会議所 2F 研修室（七尾市三島町70-1）

持　物：メールアドレス、スマホ、ノートパソコン

共　催：七尾商工会議所 七尾経営支援センター
　　　　公益財団法人石川県産業創出支援機構

（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

◎ショッピングサイト「ＢＡＳＥ」活用セミナー

受講
無料

定　員：５名限定（先着順とさせていただきます。）

日　時：2022年５月26日（木）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）

（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

◎商圏分析と活用セミナー

お申込み・お問い合わせ先
●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

セミナーのお申し込みは
コチラから

受講
無料

商品・品揃え
を見直したい

お客さんを
増やしたい

売上計画
をつくりたい商圏内の総人口、年代別人口、世帯数、世帯特性、競合店、

取扱商品の需要、出店可能性等の商圏情報を収集、活用す
る方法をご案内します。

○使える商圏分析システム
　「地図で見る統計（jSTAT MAP）」等をご案内します。

お店のためのInstagram活用セミナー
　七尾商工会議所・ななお経営支援センターは４月
26日㈫、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、「お店のためのInstagram
活用セミナー」を開催しました。
　内容は、今誰もが活用しているInstagramの活用
方法についてです。参加者は、初めての方や、すでに
お店で活用している方もおり、会員５名が参加されま
した。
　すでに七尾で導入している３業者さんの事例を紹介
し、どのように活用していけばいいのかの具体的な内
容にふれました。
　どのような投稿をすればいいのか、集客するにはど
のようにすればいいのか、最短でうまくいく方法につ
いて講義され、参加者はそれぞれ自分の店では、どの
ように活用すればいいのかを具体的に考えることがで

きたと感じていました。
　守部講師は、「Instagramの活用はお店によって
様々です。仮説を立てて取り組むことが最短になりま
す。その仮説の立て方と検証方法を身に着けましょ
う」と説明しました。
　七尾商工会議所では毎月セミナーを開催して参りま
す。お気軽にご参加ください。

◇事業復活支援金の事前確認の実施期限
　2022年5月26日（木）24：00
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2022年７月31日㈰まで市

売上高減少率 法　人 個　人
▲50%以上　　　 最大250万円　　　最大50万円
▲30%～50%　　最大150万円　　　最大30万円

※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

給 付 額

申請方法

給 付 額

申請方法

給 付 額

申請方法

オンライン申請のみ 詳しくはコチラから➡

【相談窓口】
0120-789-140
（携帯電話からもつながります）

売上高減少率 法　人 個　人
▲50%以上　　　　一律50万円　　　一律20万円
▲30%～50%　　 一律30万円　　　一律12万円

◎郵送による申請
◎オンラインによる申請　https://ishikawa-shienkin.jp/jigyo_fukkatsu/

【お問い合わせ】
石川県事業者支援ワンストップコールセンター　TEL:076-225-1920 ※午前９時から午後６時まで（土、日、祝日も対応）

【お問い合わせ】
七尾市役所産業部産業振興課　TEL:0767-53-8565 ※午前８時30分から午後５時15分まで（土、日、祝日は休み）

⬆詳しくは
コチラから

売上高減少率 法　人 個　人
▲30%以上　　　一律20万円　　　一律10万円

郵便受付のみ

E-mail:sangyou-s@city.nanao.lg.jp

⬆詳しくは
コチラから

国の給付通知書を大切
に保管してください。

国の給付通知書を大切
に保管してください。

『中小企業診断士』を配置し体制強化!! 12月末まで

　中小企業・小規模事業者が直面する働き方改革関連法などの労働法制、税制度、民法等の制度改正、新型コロナ
ウイルス感染症に対する支援施策等による諸課題への対応やグリーン・デジタルなどの成長分野における生産性向
上に向け、経営相談シニアパートナーを配置し、講習会等の開催、広報、相談窓口の設置、企業派遣の実施、専門
家の派遣等を行う事業を実施することにより、制度改正等に伴い対応が必要となる小規模事業者・中小企業等が円
滑かつ適正に諸課題に対応できる環境を整備することを目的としております。

事業環境を取り巻く変化のための経営相談体制を強化します。

【曜　　日】木曜日
【資　　格】中小企業診断士、応用情報技術者　
【相談分野】コロナ施策、持続化補助金、ものづくり補助金、売上拡大、マーケティング、
　　　　　　IT活用
【コメント】私は、七尾生まれの中小企業診断士で、得意分野は「ホームページを活用し

た販促戦略」です。商品・サービスの魅力をわかりやすく訴求し、収益に結びつけるサポートをさせていただ
きます。その他、「事業計画策定」「資金繰り改善」などにも対応いたします。

【曜　　日】月曜日・水曜日
【資　　格】中小企業診断士
【相談分野】コロナ施策、持続化補助金、ものづくり補助金、売上拡大、マーケティング、
　　　　　　IT活用
【コメント】ECサイトのコンサルティングを５年間経験し、退職後独立し行政機関では年

間300件以上の相談を行ってきました。事業計画策定から補助金の相談、IT化への対応等幅広い範囲でのご相
談にお応えします。
　私の信条は、まずできる事から一歩ずつ小さな成功を重ねていく事が大切であると思っています。厳しい環
境の中でもやれる事はまだあるはずです。お気軽にご相談ください。

久田　高志（ひさだ　たかし）

森田　直人（もりた　なおと）

定　員：５名限定（先着順とさせていただきます。）

日　時：2022年５月24日（火）14：00 ～ 16：00
場　所：七尾商工会議所 2F 研修室（七尾市三島町70-1）

持　物：メールアドレス、スマホ、ノートパソコン

共　催：七尾商工会議所 七尾経営支援センター
　　　　公益財団法人石川県産業創出支援機構

（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

◎ショッピングサイト「ＢＡＳＥ」活用セミナー

受講
無料

定　員：５名限定（先着順とさせていただきます。）

日　時：2022年５月26日（木）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）

（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

◎商圏分析と活用セミナー

お申込み・お問い合わせ先
●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

セミナーのお申し込みは
コチラから

受講
無料

商品・品揃え
を見直したい

お客さんを
増やしたい

売上計画
をつくりたい商圏内の総人口、年代別人口、世帯数、世帯特性、競合店、

取扱商品の需要、出店可能性等の商圏情報を収集、活用す
る方法をご案内します。

○使える商圏分析システム
　「地図で見る統計（jSTAT MAP）」等をご案内します。

お店のためのInstagram活用セミナー
　七尾商工会議所・ななお経営支援センターは４月
26日㈫、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、「お店のためのInstagram
活用セミナー」を開催しました。
　内容は、今誰もが活用しているInstagramの活用
方法についてです。参加者は、初めての方や、すでに
お店で活用している方もおり、会員５名が参加されま
した。
　すでに七尾で導入している３業者さんの事例を紹介
し、どのように活用していけばいいのかの具体的な内
容にふれました。
　どのような投稿をすればいいのか、集客するにはど
のようにすればいいのか、最短でうまくいく方法につ
いて講義され、参加者はそれぞれ自分の店では、どの
ように活用すればいいのかを具体的に考えることがで

きたと感じていました。
　守部講師は、「Instagramの活用はお店によって
様々です。仮説を立てて取り組むことが最短になりま
す。その仮説の立て方と検証方法を身に着けましょ
う」と説明しました。
　七尾商工会議所では毎月セミナーを開催して参りま
す。お気軽にご参加ください。

◇事業復活支援金の事前確認の実施期限
　2022年5月26日（木）24：00
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工業試験場 出張相談会 in七尾

■日　時　令和４年５月31日（火）・10月18日（火）・
　　　　　令和５年２月21日（火）　各10：00～12：00
■場　　所　七尾商工会議所　相談室
■お申込み　今月号の折込みチラシでお願い致します。
■お問合せ　石川県工業試験場化学食品部　TEL 076-267-8086
　　　　　　七尾商工会議所　 ななお経営支援センター　TEL 0767-54-8888

相談無料
どなたでも
ご利用できます

高
度
な
試
験
機
器
と
頭
脳
集
団
が

貴
社
の
疑
問
や
悩
み
に
お
答
え
し
ま
す

　石川県工業試験場は、「県内企業の試験室・実験室」を基本コンセプトに、
県内企業を対象にした技術相談、依頼試験、研究開発、人材育成の支援をして
います。
　今年度は下記の日程で工業試験場の出張相談会を七尾商工会議所で実施しま
す。七尾商工会議所の相談窓口にて技術職員がお待ちしていますので、日頃の
技術的な課題、新商品の開発などのご相談の機会として、ぜひご利用ください。

2022 いしかわ中小企業チャレンジ支援ファンド事業助成金
県の産業化資源を活用した新たな商品・サービスの開発から販路開拓に
要するソフト経費に対して助成し、新ビジネスの創出をサポートします。

【産業化資源】下記のような新たなビジネスの種となる県内の魅力ある資源を活用
■ 農林水産物 ■ 鉄工業品／生産技術 ■ 観光資源
加賀野菜、ぶどう、
ブリ、能登牛など

発酵技術、伝統工芸品、
IT製品など

能登のキリコ祭り、
金沢の茶屋街、
加賀温泉郷など

公募締切：６月14日（火）15時必着

★応募方法など詳しくは⇒https://www.isico.or.jp/site/shinseihin/challengefund.html
★事業計画作成段階における相談等についてはお気軽にお問い合わせください
★提出書類は、事業計画書・決算書等。申請は郵送または電子申請にて提出してください。

■ 書類提出・問合せ先
〒920-8203　金沢市鞍月２丁目20番地　石川県地場産業振興センター新館２階
（公財）石川県産業創出支援機構　プロジェクト推進部　地域産業支援課
TEL : 076-267-5551  FAX : 076-268-1322　mail : shigen@isico.or.jp
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 0767-54-8888

事業
区分 事業名 助成限度額 助成率 助成期間

【ものづくり】
機械、繊維等のものづくり企業による新製品等
の開発・販路開拓支援
（ものづくり企業特別支援（SDGs・新技術活
用等）枠）

①調査、②開発、③販路開拓の
一貫した取組　10,000千円
②と③の取組　  9,000千円
①のみの取組　  1,000千円
②のみの取組　  7,000千円
③のみの取組　  2,000千円

２/３
３年以内

(段階別の取組
は１年以内)

１

【新商品開発】
１．中小企業等による産業化
資源活用新商品・新サービスの
開発・販路開拓支援

①通常事業
②観光事業
③SDGｓ事業

3,000千円 ２/３ ①通常事業
３年以内

②観光事業
③SDGs事業
１年以内

２
【新商品開発】
２．小規模企業者による産業化
資源活用新商品・新サービスの
開発・販路開拓支援

①通常事業
②観光事業
③SDGｓ事業

1,500千円 ３/４

【事前調査】
中小企業等による産業化資源活用新商品・新サ
ービス開発に係る事前調査支援

①企業・組合等
500千円

②4者以上のグループ
1,000千円

定額 １年以内３

【商品改良】
中小企業等による産業化資源活用商品・サービ
スの魅力向上に向けた改良・販路拡大支援

1,000千円 ２/３ １年以内４

【産業間・異業種等連携】
産業間・異業種等連携による
新商品・新サービスの開発・販路開拓支援

5,000千円 ２/３ ３年以内５

【海外販路拡大】
海外企業等との連携による商品の開発・改良・
販路拡大支援

5,000千円 ２/３ ３年以内６

経営力強化総合支援アドバイザー派遣事業
事業者の「回復」から「成長」まできめ細やかに支援する
ため、企業負担のない充実した支援を継続します。

【派遣対象】市内に事業所を有する中小企業
【補助対象】専門家の謝金及び旅費
【企業負担】無料
【派遣回数】上限なし
　　　　　　　　　（ただし、直近６カ月の売上がコロナ前まで回復している企業は３回まで）

【派遣窓口】七尾商工会議所　TEL 0767-54-8888

＜令和３年度のアドバイザー派遣実例（一例）＞
　　非鉄金属製造業が、工場見学の受入等の産業観光へ
　　の進出を決定
　　ホテル業が、敷地内の自然を活かしたグランピング
　　への進出を決定
　　エステ業が、外見変化に悩むがん患者向けに、施術
　　メニュー（ウィッグやカバーメイク等）の提供を決定

販路開拓を目指す小規模事業者等の皆様へ

「小規模事業者持続化補助金」
が使いやすくなりました

補助額：上限50～200万円
補助率：2／3※2

補助対象：チラシ作成、広告掲載、店舗改装など

応募締切：2022年６月３日（金）（第８回締切）
　　　　 ［郵送：締切日当日消印有効］
応募方法：jGrantsによる電子申請／郵送による申請

類型 成長・分配強化枠 新陳代謝枠

補助率

補助上限

通常枠

特　別　枠

賃金
引き上げ枠 卒業枠 後継者

支援枠 創業枠

インボイス
枠

2／3
2／3

※2（赤字事業
者は3／4）

2／3

50万円 200万円 100万円

2022年度　デジタル化設備導入支援事業

　県内中小企業等が、生産性向上や事業拡大などによる自社の競争力強化のため、AI・IoT・RPA・クラウ
ドサービス等のデジタル技術を活用した設備導入等に要する経費の一部を補助します。

募集締切：５月31日（火）午後４時（必着）

お問い合わせ先
（公財）石川県産業創出支援機構　産業振興部　デジタル推進課　　TEL：076-267-1001
石川県商工労働部　産業政策課　産業デジタル化支援グループ　　　TEL：076-225-1519

※200万円コースは、２次募集（50件程度）を８月頃に予定　　※600万円コースは、他社のモデルとなるような事業（新規
性や革新性、優位性等が高いもの）を優先して採択します

補 助 金 額

補 助 率

補助対象期間

採択予定件数

200万円コース 600万円コース
50万円以上200万円以内 200万円以上600万円以内

採択日（交付決定日）から
最長で2022年12月31日まで

採択日（交付決定日）から
最長で2023年１月31日まで

中小企業　２/３、小規模事業者　３/４

100件程度 80件程度
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工業試験場 出張相談会 in七尾

■日　時　令和４年５月31日（火）・10月18日（火）・
　　　　　令和５年２月21日（火）　各10：00～12：00
■場　　所　七尾商工会議所　相談室
■お申込み　今月号の折込みチラシでお願い致します。
■お問合せ　石川県工業試験場化学食品部　TEL 076-267-8086
　　　　　　七尾商工会議所　 ななお経営支援センター　TEL 0767-54-8888

相談無料
どなたでも
ご利用できます

高
度
な
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と
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が

貴
社
の
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や
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　石川県工業試験場は、「県内企業の試験室・実験室」を基本コンセプトに、
県内企業を対象にした技術相談、依頼試験、研究開発、人材育成の支援をして
います。
　今年度は下記の日程で工業試験場の出張相談会を七尾商工会議所で実施しま
す。七尾商工会議所の相談窓口にて技術職員がお待ちしていますので、日頃の
技術的な課題、新商品の開発などのご相談の機会として、ぜひご利用ください。

2022 いしかわ中小企業チャレンジ支援ファンド事業助成金
県の産業化資源を活用した新たな商品・サービスの開発から販路開拓に
要するソフト経費に対して助成し、新ビジネスの創出をサポートします。

【産業化資源】下記のような新たなビジネスの種となる県内の魅力ある資源を活用
■ 農林水産物 ■ 鉄工業品／生産技術 ■ 観光資源
加賀野菜、ぶどう、
ブリ、能登牛など

発酵技術、伝統工芸品、
IT製品など

能登のキリコ祭り、
金沢の茶屋街、
加賀温泉郷など

公募締切：６月14日（火）15時必着

★応募方法など詳しくは⇒https://www.isico.or.jp/site/shinseihin/challengefund.html
★事業計画作成段階における相談等についてはお気軽にお問い合わせください
★提出書類は、事業計画書・決算書等。申請は郵送または電子申請にて提出してください。

■ 書類提出・問合せ先
〒920-8203　金沢市鞍月２丁目20番地　石川県地場産業振興センター新館２階
（公財）石川県産業創出支援機構　プロジェクト推進部　地域産業支援課
TEL : 076-267-5551  FAX : 076-268-1322　mail : shigen@isico.or.jp
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 0767-54-8888

事業
区分 事業名 助成限度額 助成率 助成期間

【ものづくり】
機械、繊維等のものづくり企業による新製品等
の開発・販路開拓支援
（ものづくり企業特別支援（SDGs・新技術活
用等）枠）

①調査、②開発、③販路開拓の
一貫した取組　10,000千円
②と③の取組　  9,000千円
①のみの取組　  1,000千円
②のみの取組　  7,000千円
③のみの取組　  2,000千円

２/３
３年以内

(段階別の取組
は１年以内)

１

【新商品開発】
１．中小企業等による産業化
資源活用新商品・新サービスの
開発・販路開拓支援

①通常事業
②観光事業
③SDGｓ事業

3,000千円 ２/３ ①通常事業
３年以内

②観光事業
③SDGs事業
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　先日、地域の伝統的な資源を原材料として活用するビジ
ネスを立ち上げようとしている事業者さんと販路開拓の話
をしていました。環境問題や自然保護などに高い関心を持
つ若い女性をターゲットに置いていました。この層を狙う
なら、インスタグラムやツイッターなどのＳＮＳによる情
報発信は不可欠です。
　ところが、社長自身はもう60代だということもあり、
「やらなければいけないと思うけれど、どうすればいいか
分からない」とのこと。私は「社長が無理して自分でやる
ことはないですよ。すでにＳＮＳを使いこなして、運用の
勘所を押さえた若い人に任せましょう」と言いました。し
かし、「そんな若い人をどうやって見つけたらいいか分か
らない。雇うお金もない」との反応でした。
　よく話を聞いてみると、地域資源を発掘する社長の取り
組みに共感した近くの大学の先生が、研究室を挙げて応援
してくれていました。それならば、その研究室の学生さん
をインターンとして受け入れたり、卒論の研究テーマとし
て関わってもらったりすることで、力を借りることができ
そうです。結局、ＳＮＳを使った情報発信の立ち上げと運
用もその研究室の若い学生に相談することにしました。
　自分ではできない能力を持った多様な人材をどのように
集めるかが今回のテーマです。男女や国籍の別だけでな
く、さまざまなキャリアを持った人材を活用する「ダイ
バーシティ」が注目されてずいぶんたちます。都市部の大

企業では女性管理職の登用など、さまざまな取り組みが始
まっていますが、地方の中小企業では、なかなか進んでい
ないのが実態です。人材の供給市場が小さい上に、多様な
職能を持つ人を常時雇用するだけの余力も企業側にないた
めです。
　そうした環境の中、多様な人材を取り込むのに適した方
法が登場しています。副業やフリーランスのマッチング
サービスも充実してきました。先の学生インターン制度な
ども有効な手段だと思います。例えば鳥取県のハローワー
クでは、都市部のスキルのある人をオンラインによる“時
間貸し”のような形で、副業で県内の中小企業に関わって
もらうマッチングサービスを始めています。
　費用は月額３万円程度で契約期間も１カ月から。仕事の
内容に満足できれば延長するといった方式です。これな
ら、地方の中小企業でも手が出せる範囲だと思います。実
際に取材したところ、副業として参加している人は、都市
部の大企業で働きながら、しっかりとしたスキルを持った
人が多いようでした。
　こうした制度を上手に使うにはいくつかのポイントがあ
ります。いきなり重い仕事を任せず、仕事を切り分けて軽
いものから任せること。本音でコミュニケーションが取れ
る「気の合う」人を選ぶことなどです。こういった注意点
を守れば、うまく導入できるのではないでしょうか。

 16㈪ 
 17㈫ 青年部理事会
 18㈬ 事業承継相談会
 19㈭ 
 20㈮ 
 21㈯ 
 22㈰ 
 23㈪ 
 24㈫ 無料ではじめるショッピングサイト「BASE」活用セミナー
  石川県商工会議所青年部連合会会員大会小松大会
 25㈬ ななお創業応援カルテット連絡会議
 26㈭ 商圏分析と活用セミナー
  七尾商工会議所女性会定時総会
 27㈮ 
 28㈯ 
 29㈰ 
 30㈪ 
 31㈫ 工業試験場出張相談会in七尾

 1㈬ 県内商工会議所役職員視察研修会　～２日

 2㈭ 正副会頭会議

  知財総合支援窓口

 3㈮ 

 4㈯ 

 5㈰ 

 6㈪ 

 7㈫ 

 8㈬ 

 9㈭ 

 10㈮ 

 11㈯ 

 12㈰ 

 13㈪ 

 14㈫ 青年部理事会

 15㈬ 事業承継相談会

５月 May ６月 June２
０
２
２ 

行
事
カ
レ
ン
ダ
ー

【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

「働き方の変化は、
　中小企業人材を多様化するチャンス」

公募期間：５月31日（火）まで
Ｒ４新分野進出・事業転換支援事業費補助金のご案内

お問い
合わせ先

■ （公財）石川県産業創出支援機構　産業振興部　新事業支援課　TEL：076-267-1145

■ 石川県商工労働部　経営支援課　経営支援グループ　　　　　　TEL：076-225-1525

１．対象者要件
　　石川県内に主たる事業所を有する中小企業等

２．売上高減少要件
　　直近６カ月の売上高がコロナ前と比較して減少していること

３．事業計画策定要件
　　事業計画を策定し、新商品や新サービスを開発するなど
　　新分野進出や事業転換に取り組むこと

申請要件

申請要件

補助額・補助率

令和３年10月から令和４年３月までの６か月間の売上合計が
令和２年度（令和２年10月から令和３年３月）、令和元年度（令和元年10月から
令和２年３月）又は平成30年度（平成30年10月から平成31年３月）の同期間と比
較して減少していること

補助上限額　100万円
補助率　２/３以内

新規事業への進出や事業転換を行うために必要な経費
　　新商品、新サービス等の開発
　　新商品製造、新サービス提供等に要する施設・設備の整備　など

＜補助対象経費の例＞
○新商品・新サービス等開発費（開発費・外注費）
○建物改装費　　○機械装置・システム構築費　等

　事業計画の策定にあたっては、
商工会・商工会議所等の公的支援
機関や金融機関にご相談ください！

※令和３年10月から令和４年３月までの任意の１カ月の売上高が
　令和２年、令和元年（平成31年）、平成30年における同月と比較し、

30％以上減少している場合、補助率を３/４以内に引き上げる

ISICO　R4新分野進出・事業転換補助金　検索

いつでも！ どこでも！ カンタンに！
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ななお事業承継相談所×石川県事業・引継ぎ支援センター連携事業

事業承継個別相談会のご案内
相談日

会　場

令和４年７月20日（水）

令和４年８月17日（水）

令和４年９月21日（水）

令和４年５月18日（水）

令和４年６月15日（水）

令和４年10月19日（水）

令和４年11月16日（水）

令和４年12月21日（水）

令和５年１月18日（水）

令和５年２月15日（水）

令和５年３月15日（水）

※上記の日程で①13:30～、②14:30～（１社50分程度）とします。

七尾商工会議所　相談室（オンライン相談も可能）

主催：七尾商工会議所、ななお事業承継相談所　TEL54-8888　FAX54-8811

※お申込み情報は、石川県事業承継・引継ぎ支援センターと共有させていただきます。
※感染防止のため、マスク着用をお願いします。体調がすぐれない場合は来場をお控えください。

事 業 所 名

相談者氏名

相談者連絡先

事業所連絡先

相談者役職

希 望 時 間 13：30～　・　14：30～

個別相談会申込書 ※切らずにFAX送信するか、電話にてお申込みください。

事業承継の悩みにお答えします！
何から始めればよいかわからない
事業用資産や株式はどう移せばよい？
親族、従業員に事業を引き継ぎたい
第三者に事業を引き継ぎたい
税金はどうなるの？

●対応機関：石川県事業承継・引継ぎ支援センター
石川県事業承継・引継ぎ支援センターは、国の委託を受けた機関で相談は全て無料・
秘密厳守で行われます。相談会では、親族内・従業員等・第三者承継における様々
なお悩みについて相談をお受けします。また、相談後も継続した支援も行いますので、

まずはお気軽にご相談ください。

https://www.youtube.com/watch?v=4OYVO_41aLY

グランプリ

君は放課後インソムニア／七尾まちあるきセンター

準グランプリ

モビリング・ジャパン／（株）DOKKA
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ななお事業承継相談所×石川県事業・引継ぎ支援センター連携事業

事業承継個別相談会のご案内
相談日

会　場

令和４年７月20日（水）

令和４年８月17日（水）

令和４年９月21日（水）

令和４年５月18日（水）

令和４年６月15日（水）

令和４年10月19日（水）

令和４年11月16日（水）

令和４年12月21日（水）

令和５年１月18日（水）

令和５年２月15日（水）

令和５年３月15日（水）

※上記の日程で①13:30～、②14:30～（１社50分程度）とします。

七尾商工会議所　相談室（オンライン相談も可能）

主催：七尾商工会議所、ななお事業承継相談所　TEL54-8888　FAX54-8811

※お申込み情報は、石川県事業承継・引継ぎ支援センターと共有させていただきます。
※感染防止のため、マスク着用をお願いします。体調がすぐれない場合は来場をお控えください。

事 業 所 名

相談者氏名

相談者連絡先

事業所連絡先

相談者役職

希 望 時 間 13：30～　・　14：30～

個別相談会申込書 ※切らずにFAX送信するか、電話にてお申込みください。

事業承継の悩みにお答えします！
何から始めればよいかわからない
事業用資産や株式はどう移せばよい？
親族、従業員に事業を引き継ぎたい
第三者に事業を引き継ぎたい
税金はどうなるの？

●対応機関：石川県事業承継・引継ぎ支援センター
石川県事業承継・引継ぎ支援センターは、国の委託を受けた機関で相談は全て無料・
秘密厳守で行われます。相談会では、親族内・従業員等・第三者承継における様々
なお悩みについて相談をお受けします。また、相談後も継続した支援も行いますので、

まずはお気軽にご相談ください。

https://www.youtube.com/watch?v=4OYVO_41aLY

グランプリ

君は放課後インソムニア／七尾まちあるきセンター

準グランプリ

モビリング・ジャパン／（株）DOKKA
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