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・新型コロナワクチンの接種について
・令和３年度６月補正予算
・のみ応援特典券　最大 4,000 円分お買い物金額が割引に

のみ応援特典券付のみ応援特典券付

のみ応援特典券が
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掲載内容は６月 18 日 17 時現在のものです。最新の情報については市ホームページをご覧ください。 新型コロナワクチンの接種について

新型コロナワクチン接種に関する最新情報は、市ホームページで公開しています

７月中旬から以下の対象者のワクチン接種がはじまります

新型コロナワクチンの接種について　よくある質問

能美市新型コロナワクチン接種コールセンター

市ホームページＱＲコード 問い合わせ

☎０５７０-０５０６７０
【平日９時～ 17 時】（通話料がかかります）

インターネット予約をしたけど、予約確認メールが送られてきません

16歳～59歳の皆さまへ

予約したが、キャンセルまたは変更をしたい

クーポン券（接種券）を紛失してしまいました

60 ～ 64 歳の方
６月下旬にクーポン券（接種券）をお届けしています。予約期間等詳細については、クーポ
ン券（接種券）と同封されている案内物をご覧ください。

59 歳以下の基礎疾患を有す
る希望者

必ずかかりつけ医にご相談のうえ、クーポン券（接種券）の発行をお申し込みください。
※基礎疾患を有する方とは
1. 以下の状態により通院／入院している方 
　 ・慢性の呼吸器の病気 
　・慢性の心臓病（高血圧を含む） 
　・慢性の腎臓病 
　・慢性の肝臓病（肝硬変等） 
　・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病 
　・血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
　・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む） 
　・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている 
　・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 
　・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等） 
　・染色体異常 
　・重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態） 
　・睡眠時無呼吸症候群 
　・重い精神疾患（精神疾患の治療のために入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持
　   している、または自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知
　    的障害（療育手帳を所持している場合）
２．基準（BMI（肥満度）30 以上）を満たす肥満の方
　  BMI ＝体重（kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）

高齢者・障がい者
サービス事業所等の従事者

従事している事業所等にご確認ください。

予約時にメールアドレスを登録した場合のみ、予約完了後 covid19-vaccine@mrso.jp から予約確

認メールが届きます。届かない場合、

・予約時にメールアドレスを登録しなかった

・迷惑メール設定が解除されていない

などの理由が考えられます。予約確認メールをご希望の場合、インターネット予約前に

covid19-vaccine@mrso.jp からのメールを受け取れるように設定してください。

①７月中旬頃に新型コロナワクチン接種のクーポン券（接種券）を発送します。
　≪市内での予約および接種の時期について≫

　能美市で接種可能な時期になりましたら、ご自宅にハガキが届きます。市ホームページや無線放送等
　でもお知らせいたします。

②石川県が開設する「いしかわ県民ワクチン接種センター」で 19 ～ 22 歳の方が接種の対象と
　なります。予約の際に必要な情報が記載された通知文を、対象となる方に送付しております
　のでご確認ください。

能美市新型コロナワクチン接種コールセンター（☎ 0570-050670　平日９時～ 17 時）にご連絡

ください。

接種当日の場合は、接種する医療機関に、集団接種会場の方はコールセンターにご連絡ください。

再交付が必要な場合、以下のいずれかの方法で申請をお願いします。

１．郵送申請 

接種券再発行申請書（市ホームページからダウンロード可能）をお送りください。
〒 923 1121　能美市寺井町ぬ 48 番地　『新型コロナワクチン接種券再発行　担当者宛て』

２．窓口申請 

能美市健康福祉センター「サンテ」、市民サービス課、寺井・根上サービスセンターの窓口で申
請できます。

３．電話申請 

コールセンターにご連絡ください。（☎ 0570 050670　平日９時～ 17 時）

４．WEB申請 

「コロナワクチンナビ」 で申請可能です。 
※クーポン券（接種券）の再発行にはお時間がかかります。ご了承ください。

コロナワクチンナビ

※令和４年３月 31 日時点の年齢

ワクチン接種スケジュール（予定）

６月 ７月 ８月

60～64歳の方

59歳以下の基礎疾患を
有する希望者

高齢者・障がい者
サービス事業所等従事者

上記以外の方

６月 28 日 ～
予約開始

７月 12 日 ～ 21 日
ワクチン接種１回目

８月２日 ～ 11 日
ワクチン接種２回目

※詳細が決まり次第お知らせします。
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次のページも続きます

令和３年度当初予算では経常経費を中心とした骨格予算として編成したことから、今回の補正予算では、新型コロ
ナウイルス感染症対策を強化するとともに、事業・施策の７本柱を５つの方針・目的のもと、さらなる「移住定住の促進」
に繋がるよう予算を編成しました。

  事業・施策の７本柱を５つの方針・目的に分けて予算を編成

  一般会計　歳入・歳出（単位：百万円）

能美市の予算と施策
令和３年度６月補正予算

地方交付税 4,100
（17.3％）

市税
7,950

（33.5％）

県支出金 1,111（4.7％）
繰入金 1,520（6.4％）

地方譲与税
及び交付金

1,693（7.1％）

国庫支出金
2,720（11.4％）

市債 3,428
（14.4％）

その他 1,238（5.2％）

新型コロナウイルス感染症　３本の強化策

新型コロナウイルス感染症　３本の強化策

施設と道路を最大限活用したまちづくり

デジタル技術の導入

加賀立国 1200 年、北陸新幹線県内全線開業

文化・スポーツの振興

ＳＤＧｓの推進

シティプロモーション 行財政改革
６ ７

産業振興・

企業誘致推進・

人財確保対策

２
交流人口の拡大

３
教育力の向上

４
安全安心の

まちづくり

５
子育て・

住環境の充実

１

一般会計（累計）237 億 6,000 万円　一般会計　13 億 6,000 万円（６月補正予算）
（一般会計・特別会計・企業会計を合わせた予算額（累計）420 億 4,100 万７千円）令和３年度

諸支出金 336（1.4％）
その他 296（1.3％）

商工費 578（2.4％）
農林水産業費 499（2.1％）

民生費 
8,536

（35.9％）

総務費 2,154（9.1％）

教育費 3,362
（14.2％）

衛生費 
2,198（9.2％）

消防費 954（4.0％）

土木費 2,022（8.5％）

公債費 2,825
（11.9％）

歳出
23,760

歳入
23,760

・頑張る女性応援事業　（3,000 千円）
コロナ禍でも頑張っている女性をクローズアップし
たサイトを制作します。

・スマート申請かんたん窓口システム事業　

　（6,215 千円）
身分証明書の情報を読み取り、タブレットを利用し
て転入・転居等に必要な各種申請書が作成できるシ
ステムを導入します。

・心身障害者医療費助成事業　（9,262 千円）
　精神障害者保健福祉手帳２級所持者を医療費助成
　の対象者として拡充します。（所得制限あり）

・子宝支援給与金支給事業　（2,800 千円）
　受給資格者の市内在住１年以上の要件を撤廃し、治
　療しやすい環境の整備や経済的な負担の軽減を図
　ります。

・プレ妊活健診助成事業　（900 千円）
　産婦人科等医療機関において、夫婦で受診する健診
　費用を助成することで、妊娠に関する正しい知識を
　啓発します。

・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業

　（76,745 千円）
　低所得の子育て世帯に対し、児童１人あたり５万円
　の特別給付金を支給します。

・未来の福祉人材スカウト事業　（2,000 千円）
　福祉分野の人材獲得のため、学生と事業所の人材交
　流イベントを実施します。

・介護人材確保事業　（5,070 千円）
　新たに市内事業所に勤務する方へ「介護のお仕事応
　援金（就職準備一時金）」と、家賃補助を行います。

・障害者雇用支援事業　（900 千円）
　障害者を継続して雇用する市内事業者に対して奨
　励金を交付し、法定雇用率の達成を支援します。

安全安心対策

家計対策

移住・定住の促進

・マイナンバーファイリングシステム事業

　（1,320 千円）
マイナンバーカード業務に関わる紙書類を電子化す
るシステムを導入します。

・児童館安全管理対策事業　（1,831 千円）
市内全児童館において、感染症対策をさらに強化す
るための備品を購入します。

・新型コロナワクチン接種会場安全管理対策事業

　（1,893 千円）
ワクチン接種会場の机・椅子に抗ウイルス・抗菌コー
ティング作業を実施します。

・保育園保育料の軽減
　多子世帯に対する保育料軽減策として第２子にかか
　る保育料軽減の年齢条件を「小学校３年生以下から
　18 歳以下の児童が２人以上いる世帯」に拡充します。

・生活困窮者自立支援事業　（10,000 千円）
　生活困窮者に対して、３カ月で最大 30 万円の自立
　支援金を支給します。

・大学生応援事業　（4,500 千円）
　保護者が市内に居住する市出身の県外大学生等に対
　して、応援物資と就職情報を届けます。

・市内施設・店舗応援事業　（51,200 千円）
　「のみ応援特典券」第３弾を実施し、市民の家計と
　市内の施設・店舗を支援します。

・離職者等正規雇用支援事業　（6,000 千円）
　新型コロナウイルス感染症の影響により内定取消や
　解雇となった市民を正規雇用した市内事業所に補助
　金を交付します。

・就職説明会出展奨励事業　（4,000 千円）
　市内中小企業等の就職説明会出展にかかる経費を補
　助し、U・I・J ターン就職の促進を図ります。

経済対策
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・健康ロード改修事業　（5,500 千円）
歩くことによる健康寿命の延伸と、「能美電」の歴
史を次の世代に引き継いでいくことを目的に、健康
ロード（旧北陸鉄道能美線跡の市道）をハード・ソ
フトの両面からリフレッシュします。

・空き家流通促進事業　（3,000 千円）
市が空き家と土地の寄附を受け、相続登記や測量等
に要した経費の相当額で売却します。

・Ｗｅｂ健康手帳事業　（4,380 千円）
子どもの保健情報をデータ化・一元化し、自分の
健康情報を経年的に把握できる仕組みを構築しま
す。

・
見守り支援、日常生活支援、防災支援機能を備え
た「みまもりあいアプリ」を導入します。

・公共交通システム構築事業 　（2,500 千円）
バスロケーションシステムを活用し、のみバスの
乗降者数及び運行遅延時間などを分析し、ルート・
ダイヤの見直しの方向性を検討します。

・スマート農業農村実証事業　（2,000 千円）
ＪＡＩＳＴや日本総合研究所と連携し、ロボット
技術やＩＣＴを活用した農業・農村のスマート化
の実証を行います。

その他の主な事業は、市ホームページに「令和３年度６月補正予算のあらまし」を掲載しておりますので、
そちらもご覧ください。

・ものづくり企業等技術力発信事業（16,500 千円）
　能美の魅力を発信する能美市大図鑑に、国内トップ
　レベルの技術を持った市内のものづくり企業等を
　ＰＲするウェブサイトを制作します。

・能美市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金

　（12,500 千円）
　石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金（第
　３次、第４次）の交付を受けた飲食店に対して上乗
　せ支援を行います。

・大型宴席事業所支援事業　（1,500 千円）
　売上減少等の影響を受けている大型宴会場を保有
　する事業所に対し、経営安定化を図るための補助金
　を交付します。

・事業継続力強化認定企業支援事業　（5,000 千円）
　「事業継続力強化計画」の認定を受けた中小企業及
　び小規模事業者に対して、計画で定めた設備投資の
　支援を行います。

・事業再構築促進支援事業　（3,000 千円）
　国又は県の補助を受けて、コロナ禍に対応した事業
　再構築に取り組む市内事業者に対して、経費の一部
　を補助します。

・のみブランド化推進事業　（6,400 千円）
　能美市大図鑑の「能美のお土産」と「能美の飲食店」
　サイトを更新します。

経済対策

・観光看板等更新事業　（12,300 千円）
経年劣化している案内看板の一部撤去と、施設名称
の変更に伴う案内看板の修正を行います。

・合葬墓整備事業　（94,400 千円）　
根上翠ヶ丘墓園内に合葬式墓地を建設します。

・能美ふるさとミュージアム施設改修事業

　（21,126 千円）
エントランスホールや展示室に、市内で製造された
最新の高画質ディスプレイを設置し、多言語に対応
した案内や情報を発信します。

・視聴覚機器等活用モデル事業　（51,500 千円）
全小学校（４～６年）に１クラス１台の液晶ディス
プレイ一体型電子黒板を整備します。

・議会システム更新事業　（27,000 千円）
市議会議場の音響・映像配信等のシステム更新に併
せ、インターネットでのライブ配信や電子採決の導
入等を見据えた環境を整備します。

・能美市役所省エネルギー化事業　（5,556 千円）
市役所本庁舎の空調設備などを民間事業者によるデ
ジタル技術に対応した省エネルギー設備に更新し、
温室効果ガスの削減を図ります。

・文化財保存修理事業（7,058 千円）
市指定文化財であるハマナス群落・根上松の案内
板及び根上松周辺の駐車場を整備します。

・根上勤労者体育センター改修事業（4,400 千円）
時期を問わず快適に利用できる環境を整備するた
め、空調設備の設置に向けた実施設計を行います。

・道林寺公園の整備（11,000 千円）
道林寺公園に新たな「憩いの場」を設置する等の
整備に向けた基本設計を行います。

・ＳＤＧｓ推進事業　（8,580 千円）
将来にわたって持続可能なまちを目標に、喫緊に
取り組むべき７つの社会課題について、有識者や
市民、企業と連携し、課題解決に取り組みます。

・ユニバーサル推進事業　（9,273 千円）
折りたたみスロープ等の購入助成や公共施設の点
字ブロック等の設置により、障がいのある人もな
い人も暮らしやすい環境を整備します。また、手
話ができる職員の見分けがつくストラップを制作
します。

・九谷陶芸村活性化事業　（800 千円）
能美市九谷焼美術館「体験館」のリニューアルに
併せて、九谷陶芸村の回遊性・魅力向上を実現す
る活性化構想を策定します。

・ギャラクシー・リノベーション事業（1,000 千円）
根上学習センター子ども宇宙科学室について、脚
本家「佐々木 守」氏ゆかりのウルトラマン、Ｍ 78
星雲と、現在展示している根上隕石等を融合した
企画室展示に向けて調査検討を行います。

・ふるさと歴史の広場改修事業　（398,000 千円）
和田山古墳群・能美ふるさとミュージアムと一体
化した活用を図るため、ふるさと歴史の広場を改
修します。

・プロモーション事業　（1,540 千円）
能美根上駅に高画質ディスプレイを設置し、観光Ｐ
Ｒ動画などを配信します。また、航空会社のキャビ
ンアテンダントの協力により、ＳＮＳを通じて能美
の魅力を発信します。

・能美ふるさとミュージアム賑わい創出事業

　（1,000 千円）
エントランスホールに設置する最新の高画質ディス
プレイに映し出す能美古墳群の四季の風景映像を制
作します。

・６次産業推進事業　（8,000 千円）
農産物の６次産業化に取り組む事業者の設備投資
や、商品開発・改良に対して補助します。

・移住・定住促進戦略事業　（4,967 千円）
移住定住プロモーションの実施により交流人口・
関係人口の増加、移住・定住者の獲得を図ります。

・キャリア教育推進事業　（513 千円）
様々な現場で活躍している能美市出身者の講演会
を開催します。　　　　　

・宅地浸水等対策促進事業　（3,200 千円）
住宅建築の際、宅地のかさ上げを行う方に補助を行
います。また、駐車場等の整備の際にリサイクル製
品の透水性舗装材を活用する方に対して補助しま
す。

・鳥獣被害対策事業　（1,557 千円）
クマの出没抑制を目的に、誘因物である果樹の伐採
費用を補助します。また、狩猟免許の取得等にかか
る費用の支援や狩猟の体験会を行います。

新型コロナウイルス感染症　３本の強化策　つづき

施設と道路を最大限活用したまちづくり

デジタル技術の導入

加賀立国 1200 年、北陸新幹線県内全線開業

文化・スポーツの振興

さらなる移住・定住の促進に向けて

ＳＤＧｓの推進


