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要 望 事 項 回  答 主な予算案額（単位：千円） 

【重点要望】 

①コロナ禍の社会的・経済的影響が長引

いていることから、中小企業・小規模事

業者の経営状況は悪化したままであり、

未だ改善の兆しは見えておりません。 

このような状況を踏まえ、中小企業・小

規模事業者に対するこれまでの支援策

の拡充ならびに新たな支援策の追加に

ついて、国の交付金のみならず市の自主

財源を思い切って活用し、長期的な観点

に立った施策をお願いしたい。<新規> 

 

 新型コロナウイルス感染症の発生は、様々な業種に大きな影響を与えており、本市とし

ても、これまで、市内の中小企業等の事業継続への支援として、本市独自の制度である、

中小企業等持続化支援金や小規模事業者新生活様式対応支援補助金などを交付してきたと

ころです。 

 しかしながら、今後もコロナの影響は長引くことが予想され、地域経済への影響は予断

を許さない状況と認識しています。 

 今後も、状況をしっかりと見据えながら、プレミアム付商品券などの発行による消費喚

起の検討、中小企業の支援強化など、コロナ禍により低迷する地域経済の回復を図ってい

きます。（担当 新型コロナウイルス対策室） 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社会経済活動の維持両立を図るため、市内の店

舗や事業所での感染症対策に係るリフォーム工事を行う中小企業や小規模事業者等に対す

る支援を国の２次補正「地方創生臨時交付金」を活用し、令和２年度に実施しています。

令和３年度についても、令和２年度の国の３次補正「地方創生臨時交付金」を活用し、実

施する予定にしています。（担当 建築指導課） 

 

（令和２年度３月補正） 

プレミアム付商品券事業 

320,000 

（令和２年度３月補正） 

新生活様式に対応した事業所

リフォーム支援事業 

          40,000 

 

【重点要望】 

②「宇部市トキスマにぎわい交流館条例

案」が否決されたことにより中心市街地

の活性化が停滞し、地域経済の更なる悪

化が懸念されます。 

疲弊した中心市街地に賑わいを取り戻

し、民間投資を呼び込むためには「賑わ

いの拠点づくり」が必要となることか

ら、旧山口井筒屋宇部店跡地の活用につ

いて早急に検討し、方針を示して頂きた

い。＜新規＞ 

 

 「旧山口井筒屋宇部店」の利活用については、再度、ゼロベースから検討することを目

的に、これまで実施してきた前提条件をフリーにして、民間事業者等から広く事業提案を

募るためのサウンディング型市場調査を１月末から実施しています。 

 今後、民間事業者からの事業提案や市民意向等を踏まえて、令和３年１２月を目途に利

活用計画（案）を策定します。（担当 中心市街地にぎわい創出推進グループ） 

 

 

 

 

大型空き店舗等利活用推進事

業費 

22,000 
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【重点要望】 

③令和２年３月に内閣府の認定を受け

た「宇部市中心市街地活性化基本計画」

を着実に実行し早期に成果をあげてい

くためには、平成２８年４月に宇部市と

商工会議所が出資をして設立した都市

再生推進法人である「株式会社にぎわい

宇部」の役割が大変重要です。 

しかしながら、「株式会社にぎわい宇

部」は設立当初予定していた経営的自走

が道半ばの状況にあるため、今後も従来

と同様な支援をお願いしたい。＜新規＞ 

 

 「宇部市中心市街地活性化基本計画」の目標を実現するための施策として、まちづくり

会社が実施主体の事業があり、これらの事業を着実に実行していくために、まちづくり会

社である「株式会社にぎわい宇部」の役割は大変重要になります。そのため、令和３年度

も引き続き運営費補助の支援を行います。（担当 中心市街地にぎわい創出推進グループ） 

 

 

 

まちづくり会社運営費補助金 

12,202 

 

 

【新型コロナウイルス対策】 

①コロナ禍により大きく落ち込んだ消

費を喚起させるため、市独自のプレミア

ム付き商品券の発行をお願いしたい。＜

新規＞ 

 

 現在、プレミアム付商品券の事業内容について検討を行っており、感染状況や、ＧｏＴ

ｏキャンペーンと今後の国の経済対策も注視しながら、実施時期を見極めていきます。 

（担当 新型コロナウイルス対策室） 

 

（令和２年度３月補正） 

プレミアム付商品券事業 

（再掲）320,000 

 

 

【新型コロナウイルス対策】 

②経営者、従業員等の安全・安心を確保

し、経済活動を停滞させないためにも医

療機関との連携を一層強化し、有償でも

希望者全員が市内でＰＣＲ検査が受け

られる体制を構築して頂きたい。＜新規

＞ 

本市では、行政検査の対象とならない無症状の方への「ＰＣＲ検査等」について助成制

度を設けています。 

現在、介護施設等の新規入所者で65歳以上または基礎疾患を有する方、県外に所在する

中学校、高校、大学を受験した受験生を対象としており、今後も感染の状況を勘案しなが

ら対象の拡大を図っていく予定です。 

なお、自費で検査を希望される方のために、厚生労働省のホームページでは自費検査を

提供する検査機関一覧を掲載しており、市内・近隣市の検査機関での有償の検査が可能と

なっています。市ホームページからも厚生労働省ホームページををリンク掲載しています

ので、ご参照ください。（担当 新型コロナウイルス感染症医療対策室） 

 

（令和２年度３月補正） 

新型コロナウイルス検査助成

経費 

6,563 
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【新型コロナウイルス対策】 

③アフターコロナを見据え、事業（業態）

転換に取り組む中小企業・小規模事業者

への支援策を業種・事業エリアを問わず

講じて頂きたい。＜新規＞ 

 

 ポストコロナ・ウィズコロナ社会に対応した業態転換に関する支援（補助金）について

は、国の令和２年度第３次補正予算のなかで予算計上されているところです。今後、国の

制度内容と市内経済の状況を注視しながら、必要な支援を検討します。 

（担当 商工振興課） 

 

中小企業振興補助金のうち、ま

ちなか商業応援事業費補助金 

 4,000 

 

 

【新型コロナウイルス対策】 

④コロナ禍の影響により中小企業・小規

模事業者の廃業・休業がより加速する懸

念があることから、事業承継対策事業を

積極的に進めて頂きたい。<継続・一部

変更> 

 

 

 中小事業者からの相談受付体制の１つとして、やまぐち産業振興財団との連携により、

「よろず支援拠点による無料出張相談会」を月１回市役所内で実施しており、事業承継を

含め様々な経営相談に応じています。 

 令和２年度は、１２月末現在において、事業承継に関する相談は延べ１８件となってい

ます。事業承継問題は非常にセンシティブな問題であり、かつ、支援を行うには専門的知

識を必要とするため、貴所やくすのき商工会のほか、金融機関や士業専門家、「うべ産業

共創イノベーションセンター 志」等との情報交換の場を設けて共有を図り、連携して事

業承継の円滑な実施に向けて取り組みます。（担当 商工振興課） 

 

－ 

 

 

【地域経済活性化の推進】 

①中心市街地における再開発事業を促

進させるため、中心市街地における小規

模の土地（300㎡以上 1,000㎡未満）開

発に対する補助制度の拡充をお願いし

たい。＜継続・一部変更＞ 

 

中心市街地において、空き家を解体し、同一敷地内に住宅を建設する場合、解体に要す

る経費の一部補助を行う制度を設けています。 

（担当 中心市街地にぎわい創出推進グループ） 

 

 

中心市街地都市機能居住誘導

事業費 

23,500 

 

 

【地域経済活性化の推進】 

②中心市街地にある空き店舗の利活用

を促進させるため、改装費に対する補助

制度の拡充をお願いしたい。＜継続・一

部変更＞ 

 

 

 令和２年度より、ビルトイン方式以外のエアコンを補助対象としました。今後も、より

多くの方に制度を活用してもらえるよう、補助制度の見直し等に取り組んでいきます。 

（担当 中心市街地にぎわい創出推進グループ） 

 

 中心市街地内への小売業を含む事業所設置に必要な用地及び建物の取得資金にかかる事

業資金融資（保証料を市が全額補給）を継続するなど、魅力的な店舗や事務所などの出店

を促していきます。（担当 商工振興課） 

 

中心市街地都市機能居住誘導

事業費 

（再掲）23,500 

事業資金保証料補給金補助金 

 23,000 

（内訳）中心市街地進出資金 

 1,485 
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【地域経済活性化の推進】 

③まちなかの賑わい創出のため、商店街

が自発的に取り組む集客イベント事業

への更なる支援をお願いしたい。<継続> 

 

 

 

 中心市街地のにぎわいを創出するため、個人や団体が主催するイベントの一部経費を補

助する「宇部市まちなかイベント支援事業補助金」制度を設け、中心市街地内で開催する

イベントの支援を行っています。令和３年度も引き続き、中心市街地内で開催するイベン

トの支援を行っていきます。（担当 中心市街地にぎわい創出推進グループ） 

 

 新天町の土曜夜市、銀天街のサンタクロスロードといった商店街が主催するイベントを

支援しています。今後もまちなかの賑わい創出と販売促進につながる積極的な取組に対す

る支援を進めていきます。（担当 商工振興課）  

 

まちなかイベント創出経費  

7,202 

中小企業振興補助金のうち、ま

ちなかイベント創出事業費補

助金  

1,000 

 

 

【地域経済活性化の推進】 

④宇部市の三大行事である新川市まつ

り、花火大会、宇部まつりに対する財政

面での更なる支援をお願いしたい。<継

続> 

 

新川市まつり、花火大会、宇部まつりは、本市の３大まつりとして定着しており、毎年

市内外から多くの来訪者があります。令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観

点から中止した行事もありますが、令和３年度は市制施行１００周年という大きな節目を

迎えることから、引き続きまつりの魅力向上と、観光客増加に向け、実行委員会で協議を

しながら財政面の支援を行っていきます。（担当 観光・グローバル推進課） 

 

まつり行事助成金 

34,600 

 

 

【地域経済活性化の推進】 

⑤事業資金融資制度の活用を促進させ

るため、山口県の小規模企業支援資金と

同様に融資限度額（普通資金）を 1,500

万円から2,000万円へ引き上げをお願い

したい。＜新規＞ 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大前の令和元年度から普通資金の融資限度額は

1250万円から1500万円に引き上げ、同時に基準金利は1.8%から1.7％に引き下げたところ

です。令和2年度は、コロナ禍に対応した日本政策金融公庫や国の財政支援による県の制

度融資での無利子・無担保融資を利用される事業者も多く、市の事業資金融資の利用は

減少していますが、状況を注視し検討します。（担当 商工振興課） 

事業資金保証料補給金補助金 

（再掲）23,000 

 

【地域経済活性化の推進】 

⑥自然災害が少なく、空港・港湾・道路

等の社会インフラや大学等の学術研究

機関が充実している宇部市の特性をも

っと積極的にＰＲし、ＩＴ系企業等業種

の幅を広げた企業誘致に注力して頂き

たい。＜継続・一部変更＞ 

 

企業誘致に向け、本市の強みである恵まれたアクセス環境や充実した学術研究機関等、

本市の魅力を積極的にＰＲしていくとともに、「宇部市事業所設置奨励条例」や「まちな

かオフィス立地促進補助金」等の優遇制度を活用して、ＩＣＴ企業等の魅力ある雇用の創

出につながる企業をターゲットとした企業誘致に取り組んでいきます。 

（担当 雇用創造課） 

 

 

企業誘致対策経費  

1,873 

サテライトオフィス誘致推進

経費  

4,339 

事業所設置奨励経費 

128,137 
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【地域経済活性化の推進】 

⑦国が定めた「発注関係事務の運用に関

する指針」を踏まえ市が策定した「宇部

市建設工事に関する公契約指針」の運用

について、入札・契約・発注関係事務等

に関する問題点・課題等を事業者から徴

収し、適宜適切に改善を行って頂きた

い。＜新規＞ 

 

 入札制度につきましては、これまでも事業者からの要望や社会情勢の変化等に応じ、必

要な見直しを行ってきたところです。 

 また、宇部市建築協会や宇部市土木建設協同組合等の関係団体とは定期的に意見交換会

を行い、様々な意見を聴取しています。 

 今後も適宜適切な改善を行い、入札・契約・発注関係事務等の適正化に努めます。 

（担当 契約課） 

 

 

－ 

 

【地域経済活性化の推進】 

⑧公共工事における工事写真の納品に

ついて、事業者の手間（写真のファイリ

ング・インデックスの貼付け等）を省く

ためにもデータ納品（JPEG、PDF等）を

可能として頂きたい。＜新規＞ 

 

 本市では、新庁舎建設に併せ、デジタル市役所の構築を進めています。公共工事におけ

る工事写真については、今後、庁内の環境が整い次第、県に準じた電子媒体による納品の

仕組みを導入していきます。（担当 土木河川港湾課） 

 

 

－ 

 

 

 

【地域経済活性化の推進】 

⑨宇部港の活性化を図るため、公共埠

頭・公共岸壁の整備拡充・補修、県営宇

部ポートビル（通船待合室）の環境改善、

危険貨物用倉庫の新設・危険物コンテナ

蔵置場の増設を山口県等関係官庁と協

議をして進めて頂きたい。＜継続・一部

変更＞ 

 

 

 宇部港の管理者である山口県は、令和２年７月に「宇部港港湾計画」の改訂を行いまし

た。この計画には、産業を支える物流拠点としての役割の充実・強化を図ることに加え、

地域の防災拠点や、人々が集い賑わう拠点として地域に貢献していくことなど、将来に向

けた宇部港の整備方針が定められています。 

 本市としては、これまでも、「宇部港活性化推進協議会」を通じて、宇部港港湾施設の整

備拡充、補修等に関して、港湾管理者である山口県に対して要望を行うなど、官民共同で

宇部港の整備促進に取り組んできました。 

 また、危険貨物用倉庫の新設や危険物コンテナ置場の増設に関して、地元企業等から意

見を伺っており、今後、これらについても同様に、山口県へ要望を行う予定です。 

 なお、県営宇部ポートビルの通船待合室の環境改善については、宇部港を利用する船舶

乗組員の利便性向上に繋がる整備として必要と考えますので、引き続き県に対して、当該

要望をお伝えします。（担当 土木河川港湾課） 

 

－ 

 

 



【宇部商工会議所】 

6/6 

要 望 事 項 回  答 主な予算案額（単位：千円） 

【地域経済活性化の推進】 

⑩ときわ公園の来園者（市外）が中心市

街地や北部地域へと流れる周遊ルート

をつくり、市内全域に経済効果が及ぶ仕

組みを構築して頂きたい。＜新規＞ 

宇部観光コンベンション協会・DMOと連携して、ときわ公園と北部地域をつなぐ周遊プロ

グラムを造成し、市外へも広く情報発信することで来訪者の増加を促進し、地域が稼ぐ仕

組みづくりを構築していきます。（観光・グローバル推進課） 

 

観光コンテンツ造成事業委託

料 

4,000 

観光コンベンション創出誘致

促進経費 

29,818  

 

【地域経済活性化の推進】 

⑪交流人口を増やし地域経済を活性化

させるため、市制１００周年を契機に宇

部市のブランディング戦略を再構築し、

新たな宇部のイメージをユーチューブ

などのＳＮＳを活用し積極的に情報発

信して頂きたい。<新規> 

 

 

彫刻に彩られた市街地、北部地域の豊かな自然、陸・海・空の交通ネットワークにも恵

まれている宇部市は、豊富な地域資源に恵まれています。その中でも、ときわ公園は、動

物園、植物館、野外彫刻など多様なコンテンツを有しており、県内外から多くの方々が訪

れる魅力ある交流拠点となっています。この豊富な地域資源を、関係課とも連携し、ユー

チューブなどのＳＮＳをはじめとした様々な手法を駆使して、プロモーション展開するこ

とで関係人口の創出や拡大、認知度、都市イメージの向上及び交流・定住人口の増加を図

り、次の100年に向けて宇部市の活性化につなげていきます。 

（観光・グローバル推進課） 

 

シティプロモーション推進経

費の一部 

2,944 

 

 

 


