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未来へつなぐ 変わらぬ宇部の心 ～共存同栄～
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次の100年に向けての大きな一歩を
「共存同栄」の精神を未来につないで

宇部市長
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　皆様におかれましては、ご家族共々健や
かな新年をお迎えのこととお慶び申しあげ
ます。
　旧年中は、宇部商工会議所の事業推進に
変わらぬご高配を賜り誠に有難うございま
した。
　一昨年からの新型コロナウイルス感染症
拡大は、約２年に及び世界中の市民生活の
みならず経済活動の停滞を余儀なくしまし
た。そのような中で、地域医療を支えていた
だいております医療関係者の皆様には改め
て深甚なる感謝を申し上げますと共に深く

敬意を表するところです。
　宇部市は昨年市制施行１００周年の節目
を迎えました。石炭産業の隆盛を糧に「共存
同栄　協同一致」の精神の下、「有限の鉱業
から無限の工業へ」の転換を図り、産業界と
行政が一体となって村を市に躍進させた先
人たちの遺徳に改めて思いをはせる機会と
なりました。
　昨年の日本経済は、移動制限や飲食店へ
営業時間短縮要請、半導体不足による自動
車生産の減少等あり、雇用維持や事業継続
に困難な状況が出てまいりました。一部大
手製造業に回復の兆しが出ておりましたが、
昨秋から新たに原油高や円安が進行し原料
高騰や資材不足を招き、商工会議所会員の
大半を占めます中小企業におきましてはい
つにも増して先行きが見通せない厳しい状
況が続いています。
　そうした中、宇部商工会議所は感染拡大
防止と経済の速やかな再生を目指して県の

事業継続支援業務を２，２００件超、デルタ株
集中支援対策支援業務を７５０件超取り組
むと共に宇部市並びに関係機関のご協力を
得て９００名超のワクチン集団接種を実施し
ました。
　本年４月から「第５次宇部市総合計画」が
スタートします。「～共存同栄の精神（ここ
ろ）を未来につないで～ ひとが輝き 交流ひ
ろがる わたしたちの宇部（まち）」を将来都
市像とし、「活力満ちた強い産業のまち」

「未来を拓くひとを育むまち」「魅力と賑わ
いにあふれるまち」「誰もが健康で自分らし
く暮らせるまち」「安心・安全で快適に暮ら
せるまち」の実現に取り組むとありますの
で、当所としても協力していきたいと思いま
す。
　また、日本商工会議所の三村明夫会頭が
年頭所感において、「デジタル活用による中
小企業の生産性向上」「事業再構築、取引適
正化等を通じた付加価値の向上」「地域ぐる

みの地方創生の推進」の３つを重点的に取
組むとされています。特にデジタル活用は、
ビジネス変革や地方創生の加速化に繋がる
ものと強く期待するところです。
　本年は壬寅（みずのえとら）です。新しい
命が成長する年と言われていますので、コ
ロナ禍から復活する希望の年になると期待
しています。
　宇部商工会議所は、本年も地域の総合経
済団体としてなお一層の情熱を持ってさま
ざまな施策を検討・実施して参ります。
　つきましては、会員の皆様には大切なふ
るさと宇部を元気にするために商工会議所
活動をご支援いただきたいと思います。
　最後に皆様のますますのご繁栄とご健
勝・ご多幸、災害の無い穏やかな一年となり
ますよう祈念申しあげまして新年のご挨拶
といたします。

　謹んで、新年のご挨拶を申し上げます。
　平素より宇部商工会議所及び会員の皆
様におかれましては、市政各般にわたり、格

別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上
げます。
　また、昨今の新型コロナウイルスの感染
拡大による地域経済への影響が続くなか、
貴会議所におかれましては、市内の中小企
業・小規模事業者の皆様に対して、中小企業
事業継続支援金をはじめ、国・県や市の支援
施策の周知並びに利用促進についてご尽
力いただき、重ねて感謝申し上げます。
　さて、本市は令和３年１１月に市制施行
100周年という大きな節目を迎え、本年は
次の100年に向けての始めの一歩となり
ます。
　貴会議所とは、市制施行前から、地域の

発展のために共に歩んできた同志であり、
今後も更に強く連携して、賑わいと活気に
あふれるまちを次世代に引き継ぐために産
業力の強化を図ってまいります。
　その礎を築くために、市では令和３年５月、
産学公金が連携した「宇部市成長産業推進
協議会」を立ち上げました。医療・健康や、環
境・エネルギー、宇宙産業、ＤＸなどの次世
代技術に関連した大学等の研究シーズにつ
いて、研究開発や事業化に向けた取組を支
援し、今ある産業を活かしながら新たな次
世代産業を創出していくこととしてまいり
ますので、貴会議所及び会員の皆様方には、
今後とも、なお一層のお力添えを賜ります

ようお願い申し上げます。
　終わりに、宇部商工会議所のますますの
ご発展と、会員の皆様にとって幸多き一年
となりますよう心からお祈り申し上げ、年頭
のご挨拶といたします。

　あけましておめでとうございます。
　健やかに新春をお迎えのこととお慶び申

し上げます。
　宇部商工会議所におかれましては、本市
経済の発展に多大なる御尽力をいただき、
深く感謝を申し上げます。
　本市は、昨年１１月１日に市制施行１００
周年を迎えました。
　改めて、先人の偉大な業績とご尽力に対
し、深く敬意と感謝を申し上げますとともに、
よりよい宇部を次の世代に引き継いでいく
決意を新たにしているところです。
　さて、新型コロナウイルスの感染拡大は
長期にわたり、日常生活や経済活動に大き
な影響を与え、引き続き、感染防止対策や

アフターコロナを見据えた取組が必要とな
っています。
　あわせて、人口減少や少子高齢化の進行
など、本市を取り巻く情勢は年々その厳し
さを増しています。
　現在、本市では、これからのまちづくりの
指針となる「第五次宇部市総合計画」を策
定し、暮らしやすく持続可能な社会の実現
に取り組んでいるところであります。
　私ども市議会は、二元代表制における責
務を確実に果たしながら、魅力と活力のあ
る希望あふれる未来を次の世代につなげて
いくため、全力を尽くしてまいります。

　結びに、宇部商工会議所の益々のご発展
と会員の皆様のご多幸を心からお祈り申し
上げまして、新年のご挨拶といたします。



ご案内 講 演 会 ５つの事例から見る
トラブル対処法 ブラック企業ＶＳモンスター社員
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お知らせください！ 街の話題、貴社のホットニュースを・・・担当がお伺いします。

日本商工会議所 会頭

三 村 明 夫

年頭ご挨拶

地域とともに、未来を創る
日本商工会議所は、今年創立100周年。

　明けましておめでとうございます。
　2022年の新春を迎え、謹んでお慶び申
しあげます。
　昨秋以降、国内では新型コロナ新規感染
者数が低位で推移し、本格的な日常生活回
復に向けた動きが加速する中で新年を迎え
られたことを皆さまと共に喜びたいと思い
ます。
　海外での感染再拡大などもあり、先行き
の見通しは予断を許さないものの、商工会
議所は、本年を感染防止と社会経済活動を
より高い次元で両立させる年と位置付け、
地域経済ならびにそれを支える事業者の皆
さまの発展のため、引き続き全力を尽くし
てまいります。
　さて、コロナ禍で急激に落ち込んだ経済
もようやく回復基調に転じましたが、依然力
強さを欠き、業種や規模により回復度合い
が異なる「Ｋ字型回復」の状況が続いていま
す。国民全体を覆う閉塞感を真に打開する
ためにも、昨年政府が決定した「新たな経済
対策」の着実な実行はもとより、国民が日本
の将来について明るい希望を抱けるような、
新たな成長と発展への道筋を明確に示す

必要があります。
　第２次岸田内閣の発足以降、政府は「新し
い資本主義」を掲げ、「成長と分配の好循
環」「コロナ後の新しい社会の開拓」に向け
て議論を重ねてきました。私はコロナ禍を
通じて、「強く豊かな国でなければ有事の際
に国民を守ることができない」と改めて認
識しましたが、日本を危機に対するレジリエ
ンスを備えた強い豊かな国にするためには、
コロナ禍で明らかになった社会課題の解決
と経済成長を車の両輪として同時に実現す
ることが必要です。
　少子高齢化に向かう人口動態等、様々な
構造的課題を抱えるわが国が、社会課題を
解決すると同時に経済成長を図るためには、
一国の豊かさを示す総合的な指標である

「１人当たりＧＤＰ」の引き上げを国全体の
目標として掲げ、あらゆる分野での生産性
向上と潜在成長率の底上げを図る必要が
あります。特に、雇用の約７割を占める中小
企業の生産性を引き上げることは、ひいて
はわが国全体の生産性の向上につながる
重要な課題です。他にも、経済・医療安全保
障、成長を支える基盤である人材育成や科
学技術研究への投資、デジタル化の推進、

「Ｓ＋３Ｅ」の原則を踏まえたバランスの取れ
たエネルギー政策と技術革新等が不可欠
です。通商面では、TPPやRCEPの成果を
踏まえ、同じ考えを持つ国々との連携を深

めつつ、引き続き日本が自由貿易体制推進
において主導的な役割を果たすべきです。
　こうした課題認識を踏まえ、われわれ商
工会議所は本年、特に以下３点について重
点的な取り組みを実行してまいります。
　第一は「デジタル活用による中小企業の
生産性向上」です。これまでも幾多の困難
を乗り越えてきた日本の中小企業は、様々
な変化に柔軟かつ迅速に対応できる潜在
的な変革力を有しています。中小企業経営
へのデジタル活用は、生き残りをかけた自
己変革の有力な手段であり、コロナ禍で加
速したデジタル化の流れを、業務効率化に
留まらず、越境ＥＣ等を通じた販路拡大、さ
らには業態転換などのビジネス変革にまで
広げる経営力向上の柱として強力に支援し
てまいります。
　第二は「事業再構築、取引適正化等を通
じた付加価値の向上」です。商工会議所に
よる伴走型の経営相談体制の強化により、
事業承継や事業の再生・再構築を後押しし、
経営の効率化や付加価値創出力の向上を
強力に支援してまいります。また、大企業と
中小企業で構成されるサプライチェーン全
体で、創出した付加価値やコストをフェアに
分かち合う取引適正化も不可欠です。登録
企業が４千社を超えた「パートナーシップ構
築宣言」は、官民連携でこれを実現するため
の有力なプラットフォームであり、今後は宣

言の実効性をより高め、中小企業の付加価
値向上、ひいては日本全体の成長力の底上
げに寄与してまいります。
　第三は「地域ぐるみの地方創生の推進」
です。東京一極集中と言われますが、実際に
は一次産業の成長産業化、インフラ整備を
通じた製造業の集積、インバウンド需要の
取り込みなどを進めてきた地方圏の方が、
東京圏よりも高い経済成長率を実現してお
ります。コロナ禍を契機としたさらなる地方
分散化の動きもみられる中、政府の「デジタ
ル田園都市国家構想」も踏まえ、こうしたモ
メンタムを地方創生の加速化につなげてい
くことは、レジリエントな日本の国土形成の
ためにも不可欠です。商工会議所は、地域
総合経済団体として地域の多様な主体との
連携を深め、地域ぐるみの地方創生をさら
に後押ししてまいります。
　最後に、日本商工会議所は今年で創立
100周年を迎えます。「地域とともに、未来
を創る」をスローガンに、次の100年に向
けて、中小企業の活力強化と地域活性化に
よる日本経済の持続的な成長の実現を目
指し、515商工会議所と連合会、青年部、女
性会、海外の商工会議所とのネットワーク
力を最大限活用し、新しい時代を皆さまと
切り拓いてまいりたいと思います。引き続
きのご支援、ご協力をお願いして、私の年頭
のあいさつとさせていただきます。

横山由美子 上町1-7-26 アーバンヒル１Ｆ
35-0053／飲食業

ラウンジ ノイ

松谷紀秀 妻崎開作塩屋台578-11
41-5016／宿泊業

松屋旅館

大本雄二 野原1-4-12-3／35-4141
まんが喫茶店

ビックコミック野原店

浦松美由紀 中央町1-9-9／21-5787
すし店

鳴門寿司

市橋顕譲 若松町8-3 太陽ビル302
21-0322／スポーツ用品小売業

西村運動具店

神﨑伸二 常盤町2-4-20-2F
21-0457／生命保険

明治安田生命保険(相) 宇部営業部

橋阪邦昭 中村2-9-1
080-6329-9016／軽天工事

橋阪軽天

河村明美 寿町3-6-5／22-0333
飲食業

かわむら

金山和正 昭和町3-14-24／33-1808
和食

和処うりぼう

今鶴純子 上町1-7-26 アーバンヒル４Ｆ
39-7703／スナック

シエロ

三原大輔 大小路3-5-2
090-5707-7200／保険代理店

(株)ＡｃｔＯｎｅ

大谷英治 助田町7-13／37-1194
土木工事業、建築工事業、大工工事業等

鍋島篤典 山口市小郡大江町6-33-507
050-3743-7439／医院

(株)オータニホールディングス

めぶき労働衛生クリニック

澤村弥生 西岐波2689-4
090-1015-1725／洋菓子製造小売

にれの木

水嶋麻希 瓜生野510／090-8065-7659
化粧品の販売

ポーラ水嶋

銭谷優子 際波405-24／090-8995-1533
化粧品の販売

ポーラ銭谷

熊毛正子 野中2-4-22／090-4696-1230
イベント出店業

イベント熊毛

伊藤弘幸 中央町1-10-15／36-2929
居酒屋（酒類、魚、野菜、肉）

(株)ＯＣＴＯＰＵＳＴＯＮＥ

石本真弓 昭和町1-3-23
080-6334-2123／接客業

石本真弓

中野和城 中央町3-5-21 銀南ビル２Ｆ
21-5662／BAR、レトルト食品の販売

(株)ＺＥＲＯ
神田政治 笹山町1-16-23-1／55-5289

外構、ブロック工事、左官

ＧＥＮＵＳ
吉村智子 中央町1-4-28-2F

080-8471-3941／カフェ

Ｍａｎｄａｒｉｎ Ｃａｆｅ

藤田智誉 神原町1-6-47／090-6832-0336
コーヒー豆・コーヒー器具の販売

ＣＯＦＦＥＥ ＳＨＯＰ ＷＡＶＥＳ
尾下知美 北琴芝2-9-5／090-8998-8542

フィットネスインストラクター

ボアフォルマスタジオ
枝廣可奈子 小串198／21-1208

教育事業、研修、セミナー、講演会等の
企画・運営・及びコンサルティング

(株)ジリオン

ご案内 新入会員のご紹介令和3年度
宇部商工会議所

令和3年10月～12月 ※順不同・敬称略
事業所名
代表者名 所在地／電話番号

営業内容

日時 令和４年 ３月４日（金）１５：００～１７：００ 講師 原田　彬 氏
（社会保険労務士／あきら採用支援・労務管理事務所代表）会場 宇部商工会議所 （宇部市松山町１-１６-１８）

定員 15名
参加料 無料
テーマ ①年次有給休暇（取得理由）

②競業避止
③残業拒否
④給与の減額
⑤セクハラ

申込方法

お問合せ 宇部商工会議所 総務部（岩本・為近）
ＴＥＬ０８３６-３１-０２５１ ＦＡＸ０８３６-２２-３３５５

主催 労働保険事務組合・宇部商工会議所

　働き方改革が叫ばれる昨今、多くの企業にお
いてこれまでの働き方を見直す動きが広がって
います。しかし、その過程でこれまでは問題視さ
れなかったことが労務トラブルとして顕在化し、
その対応を誤ると企業に大きな損害が生じる恐
れもあります。
　そこで、本セミナーでは、どこの会社でも起こ
りうる５つの具体的な事例を通じて労務トラブ
ルの対処法を学びます。皆様のご参加をお待ち
しております。

①別紙付録の申込書に必要事項を記入し宇部商工
　会議所までＦＡＸ
②当所ＨＰ（ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ．ｕｂｅｃｃｉ.ｏｒ.ｊｐ）から申込
　フォームへアクセスして必要事項を入力し送信
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ご案内 講 演 会 ５つの事例から見る
トラブル対処法 ブラック企業ＶＳモンスター社員

宇部会議所だより2022［令和4］年1月15日

お知らせください！ 街の話題、貴社のホットニュースを・・・担当がお伺いします。

日本商工会議所 会頭

三 村 明 夫

年頭ご挨拶

地域とともに、未来を創る
日本商工会議所は、今年創立100周年。

　明けましておめでとうございます。
　2022年の新春を迎え、謹んでお慶び申
しあげます。
　昨秋以降、国内では新型コロナ新規感染
者数が低位で推移し、本格的な日常生活回
復に向けた動きが加速する中で新年を迎え
られたことを皆さまと共に喜びたいと思い
ます。
　海外での感染再拡大などもあり、先行き
の見通しは予断を許さないものの、商工会
議所は、本年を感染防止と社会経済活動を
より高い次元で両立させる年と位置付け、
地域経済ならびにそれを支える事業者の皆
さまの発展のため、引き続き全力を尽くし
てまいります。
　さて、コロナ禍で急激に落ち込んだ経済
もようやく回復基調に転じましたが、依然力
強さを欠き、業種や規模により回復度合い
が異なる「Ｋ字型回復」の状況が続いていま
す。国民全体を覆う閉塞感を真に打開する
ためにも、昨年政府が決定した「新たな経済
対策」の着実な実行はもとより、国民が日本
の将来について明るい希望を抱けるような、
新たな成長と発展への道筋を明確に示す

必要があります。
　第２次岸田内閣の発足以降、政府は「新し
い資本主義」を掲げ、「成長と分配の好循
環」「コロナ後の新しい社会の開拓」に向け
て議論を重ねてきました。私はコロナ禍を
通じて、「強く豊かな国でなければ有事の際
に国民を守ることができない」と改めて認
識しましたが、日本を危機に対するレジリエ
ンスを備えた強い豊かな国にするためには、
コロナ禍で明らかになった社会課題の解決
と経済成長を車の両輪として同時に実現す
ることが必要です。
　少子高齢化に向かう人口動態等、様々な
構造的課題を抱えるわが国が、社会課題を
解決すると同時に経済成長を図るためには、
一国の豊かさを示す総合的な指標である

「１人当たりＧＤＰ」の引き上げを国全体の
目標として掲げ、あらゆる分野での生産性
向上と潜在成長率の底上げを図る必要が
あります。特に、雇用の約７割を占める中小
企業の生産性を引き上げることは、ひいて
はわが国全体の生産性の向上につながる
重要な課題です。他にも、経済・医療安全保
障、成長を支える基盤である人材育成や科
学技術研究への投資、デジタル化の推進、

「Ｓ＋３Ｅ」の原則を踏まえたバランスの取れ
たエネルギー政策と技術革新等が不可欠
です。通商面では、TPPやRCEPの成果を
踏まえ、同じ考えを持つ国々との連携を深

めつつ、引き続き日本が自由貿易体制推進
において主導的な役割を果たすべきです。
　こうした課題認識を踏まえ、われわれ商
工会議所は本年、特に以下３点について重
点的な取り組みを実行してまいります。
　第一は「デジタル活用による中小企業の
生産性向上」です。これまでも幾多の困難
を乗り越えてきた日本の中小企業は、様々
な変化に柔軟かつ迅速に対応できる潜在
的な変革力を有しています。中小企業経営
へのデジタル活用は、生き残りをかけた自
己変革の有力な手段であり、コロナ禍で加
速したデジタル化の流れを、業務効率化に
留まらず、越境ＥＣ等を通じた販路拡大、さ
らには業態転換などのビジネス変革にまで
広げる経営力向上の柱として強力に支援し
てまいります。
　第二は「事業再構築、取引適正化等を通
じた付加価値の向上」です。商工会議所に
よる伴走型の経営相談体制の強化により、
事業承継や事業の再生・再構築を後押しし、
経営の効率化や付加価値創出力の向上を
強力に支援してまいります。また、大企業と
中小企業で構成されるサプライチェーン全
体で、創出した付加価値やコストをフェアに
分かち合う取引適正化も不可欠です。登録
企業が４千社を超えた「パートナーシップ構
築宣言」は、官民連携でこれを実現するため
の有力なプラットフォームであり、今後は宣

言の実効性をより高め、中小企業の付加価
値向上、ひいては日本全体の成長力の底上
げに寄与してまいります。
　第三は「地域ぐるみの地方創生の推進」
です。東京一極集中と言われますが、実際に
は一次産業の成長産業化、インフラ整備を
通じた製造業の集積、インバウンド需要の
取り込みなどを進めてきた地方圏の方が、
東京圏よりも高い経済成長率を実現してお
ります。コロナ禍を契機としたさらなる地方
分散化の動きもみられる中、政府の「デジタ
ル田園都市国家構想」も踏まえ、こうしたモ
メンタムを地方創生の加速化につなげてい
くことは、レジリエントな日本の国土形成の
ためにも不可欠です。商工会議所は、地域
総合経済団体として地域の多様な主体との
連携を深め、地域ぐるみの地方創生をさら
に後押ししてまいります。
　最後に、日本商工会議所は今年で創立
100周年を迎えます。「地域とともに、未来
を創る」をスローガンに、次の100年に向
けて、中小企業の活力強化と地域活性化に
よる日本経済の持続的な成長の実現を目
指し、515商工会議所と連合会、青年部、女
性会、海外の商工会議所とのネットワーク
力を最大限活用し、新しい時代を皆さまと
切り拓いてまいりたいと思います。引き続
きのご支援、ご協力をお願いして、私の年頭
のあいさつとさせていただきます。

横山由美子 上町1-7-26 アーバンヒル１Ｆ
35-0053／飲食業

ラウンジ ノイ

松谷紀秀 妻崎開作塩屋台578-11
41-5016／宿泊業

松屋旅館

大本雄二 野原1-4-12-3／35-4141
まんが喫茶店

ビックコミック野原店

浦松美由紀 中央町1-9-9／21-5787
すし店

鳴門寿司

市橋顕譲 若松町8-3 太陽ビル302
21-0322／スポーツ用品小売業

西村運動具店

神﨑伸二 常盤町2-4-20-2F
21-0457／生命保険

明治安田生命保険(相) 宇部営業部

橋阪邦昭 中村2-9-1
080-6329-9016／軽天工事

橋阪軽天

河村明美 寿町3-6-5／22-0333
飲食業

かわむら

金山和正 昭和町3-14-24／33-1808
和食

和処うりぼう

今鶴純子 上町1-7-26 アーバンヒル４Ｆ
39-7703／スナック

シエロ

三原大輔 大小路3-5-2
090-5707-7200／保険代理店

(株)ＡｃｔＯｎｅ

大谷英治 助田町7-13／37-1194
土木工事業、建築工事業、大工工事業等

鍋島篤典 山口市小郡大江町6-33-507
050-3743-7439／医院

(株)オータニホールディングス

めぶき労働衛生クリニック

澤村弥生 西岐波2689-4
090-1015-1725／洋菓子製造小売

にれの木

水嶋麻希 瓜生野510／090-8065-7659
化粧品の販売

ポーラ水嶋

銭谷優子 際波405-24／090-8995-1533
化粧品の販売

ポーラ銭谷

熊毛正子 野中2-4-22／090-4696-1230
イベント出店業

イベント熊毛

伊藤弘幸 中央町1-10-15／36-2929
居酒屋（酒類、魚、野菜、肉）

(株)ＯＣＴＯＰＵＳＴＯＮＥ

石本真弓 昭和町1-3-23
080-6334-2123／接客業

石本真弓

中野和城 中央町3-5-21 銀南ビル２Ｆ
21-5662／BAR、レトルト食品の販売

(株)ＺＥＲＯ
神田政治 笹山町1-16-23-1／55-5289

外構、ブロック工事、左官

ＧＥＮＵＳ
吉村智子 中央町1-4-28-2F

080-8471-3941／カフェ

Ｍａｎｄａｒｉｎ Ｃａｆｅ

藤田智誉 神原町1-6-47／090-6832-0336
コーヒー豆・コーヒー器具の販売

ＣＯＦＦＥＥ ＳＨＯＰ ＷＡＶＥＳ
尾下知美 北琴芝2-9-5／090-8998-8542

フィットネスインストラクター

ボアフォルマスタジオ
枝廣可奈子 小串198／21-1208

教育事業、研修、セミナー、講演会等の
企画・運営・及びコンサルティング

(株)ジリオン

ご案内 新入会員のご紹介令和3年度
宇部商工会議所

令和3年10月～12月 ※順不同・敬称略
事業所名
代表者名 所在地／電話番号

営業内容

日時 令和４年 ３月４日（金）１５：００～１７：００ 講師 原田　彬 氏
（社会保険労務士／あきら採用支援・労務管理事務所代表）会場 宇部商工会議所 （宇部市松山町１-１６-１８）

定員 15名
参加料 無料
テーマ ①年次有給休暇（取得理由）

②競業避止
③残業拒否
④給与の減額
⑤セクハラ

申込方法

お問合せ 宇部商工会議所 総務部（岩本・為近）
ＴＥＬ０８３６-３１-０２５１ ＦＡＸ０８３６-２２-３３５５

主催 労働保険事務組合・宇部商工会議所

　働き方改革が叫ばれる昨今、多くの企業にお
いてこれまでの働き方を見直す動きが広がって
います。しかし、その過程でこれまでは問題視さ
れなかったことが労務トラブルとして顕在化し、
その対応を誤ると企業に大きな損害が生じる恐
れもあります。
　そこで、本セミナーでは、どこの会社でも起こ
りうる５つの具体的な事例を通じて労務トラブ
ルの対処法を学びます。皆様のご参加をお待ち
しております。

①別紙付録の申込書に必要事項を記入し宇部商工
　会議所までＦＡＸ
②当所ＨＰ（ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ．ｕｂｅｃｃｉ.ｏｒ.ｊｐ）から申込
　フォームへアクセスして必要事項を入力し送信

宇部会議所だより

金融・税務・経営・労務・法律・共済相談はお気軽にご相談ください！

次世代経営者養成スクール発表会

2022［令和4］年1月15日

〒755-8558
宇部市松山町一丁目16番18号 宇部商工会議所

ＴＥＬ0836-31-0251
ＦＡＸ0836-22-3470

宇部商工会議所青年部

　宇部商工会議所青年部（以下宇部YEG）では、
令和3年12月16日に例会「宇部YEGのすべら
ない話」を開催いたしました。フジテレビの人気
番組「人志松本のすべらない話」をご存じでしょ
うか。人は誰が何度聞いても面白い「すべらない
話」を一つは持っており、これを松本人志、千原ジ
ュニア、宮川大輔等が語る番組です。本例会では
今年度宇部YEGを卒会予定の6名が持つ「すべ
らない話」を提供することで、参加者全員が「どう
聞かせるか、どう伝えるか」を習得しました。
　今回の例会を準備するにあたり、「すべらない

話」の特性として、共感を得やすい話題選び（家
族、学校、食べ物、恋愛など）、話し方のテクニック
（フリオチ：聞き手に顛末を想定されるフリと聞き
手の想定を裏切るオチ）、クエスチョン法（話の途
中で質問を活用して話に起伏やリズムを生む）、
シンクロニシティ（偶然の一致は面白いという人
の心理を応用）、ジェスチャー等を用い展開され
ていることを委員会にて学びました。
　これらの特性を踏まえたうえで、話し手の5名
が話の構成をしっかりと組み立て、かつ身振り手
振り、抑揚、表情などのジェスチャーを工夫し、聞

き手に伝わるように次々とすべらない話
を参加者に語りました。会場は話の「オ
チ」がきたときに爆笑で盛り上がり、語り
手も聞き手もすべらない話のテクニック
を習得することができました。今回学んだ
スキルを、仕事やプライベートにおいて相
手に自分の考え・意見を伝える際に活用し
たいと思います。
　宇部YEGメンバーが「どう聞かせるか、
どう伝えるか」というスキルアップにつな
がる素晴らしい例会となりました。

12月例会 「宇部YEGのすべらない話」開催
～テレビ番組をモチーフとして「どう聞かせるか、どう伝えるか」を習得～

総務広報伝説委員会　藤 本 昌 平

玖村夫妻 これぞ「萌え断」サンドイッチ

発表を行う井上剛治青年部会長

玖村 高志さん　玖村 奈津実さんオーナー

会 員
紹 介

彩り豊かな「萌え断」サンドで人気店に
クムクムサンド

宇部市常盤町1-6-4
TEL ： 050-8883-0196
営業時間 ：10：00～15：00（完売次第終了）
営業日 ： 水・木・金・土曜日

クムクムサンド

　現在、世界中に多くの悪影響を与え続け
ている新型コロナウイルス感染症。そのよ
うなコロナ禍の中で果敢に飲食業を営む
人々がいる。その中の一店が、クムクムサン
ドを経営している玖村高志さん・奈津実さん
夫妻だ。2021年10月末、市役所新庁舎徒
歩1分の立地に新店舗をオープン。先立って
運営しているキッチンカーと新店舗の双方
を活用したサンドイッチのテイクアウト販売
を行っている。
　代表の高志さんは、市内の高校を卒業し
関東の大学へ進学。大学卒業後都内の大手
アパレル企業に就職し、総合職として成績ト
ップを築き上げ10年間勤務した。全国区で
得たビジネス経験と10年という区切り、そ
して独立心を理由に地元宇部市へとUター
ンすると、当所の「起業塾」で学び飲食業へ

の進出を決意。専門性を持った居酒屋をコ
ンセプトに2011年6月「おでん酒場　和
（かず）」を開業した。
　その後順調に営業を続けてきたが、10年
目を迎えた2020年4月、新型コロナウイ
ルス感染症による全国緊急事態宣言が発令
され休業を余儀なくされる。しかし、この休
業をきっかけにビジネスプランを見直し、同
年7月よりキッチンカーを用いたサンドイッ
チの販売を開始した。
　キッチンカーでのサンドイッチの販売に目
を向けたのは、新型コロナウイルス感染症
対策として密を回避できること、当時弁当販
売を始める飲食店が多い中サンドイッチは
他になかった事、そして老若男女が好きな
食べ物かつワンハンドで手軽に食べられる
という点に着目したことが理由。また、同時

進行で当所指導の元「小規模
事業者持続化補助金」を申請
し採択された。
　クムクムサンドは旧トキス
マ（常盤町1丁目スマイルマ
ーケット）前を主な出店場所
とし、周辺ビジネスマンや住

民の方などを中心に幅広い年代の客
層から支持され、可愛らしいキッチン
カーと目新しく見栄えのするサンドイ
ッチで瞬く間に人気店となった。
　その後、徐々に商品の供給が追い
つかないと感じ、設備投資を決意。事
業計画を策定し、地元金融機関より資金調
達。厨房設備を拡大した新店舗出店に動き
出す。2021年10月のオープン後客数は
更に伸び、生産性・商品クオリティの向上、さ
らには固定店舗を有する事により顧客の利
便性にも繋がった。
　「食べる楽しみでお腹も心も満たされる
サンドイッチを目指す」と語る店長の奈津実
さん。食材一つ一つの下味や丁寧な仕込み、
味のバランスにこだわり日々商品開発を行
っている。一方で経営者の高志さんは、商売
の基本である「誰に何を売るか」をよく分析
し、それを実行・検証する事、そして何よりも

ブランディングを大切にする事を哲学とした
ビジネススタイルを唱える。
　「新型コロナウイルス感染症は、私たちの
ライフスタイルを大きく変容させた。それは
事業者にとっても同じである。ただそれを甘
んじて受け入れているだけでは事態は好転
しない。それには莫大なパワーを要するが、
変化を恐れず行動を起こしてビジネススタ
イルを変容させていく必要がある。それは
地方でも例外ではないと思う。行動次第で
ヒントや活路を見出せる。クムクムサンドの
経験を糧に、今後の事業展開に繋げていき
たい。」と高志さんは語る。 （山川・記）

◎
クムクムサンド

◀宇部新川駅 空港▶

旧トキスマ

琴芝街区公園

三菱UFJ銀行市役所

国道190号

　令和３年１１月３０日（火）、宇部商工会
議所青年部（井上剛治会長／(有)井上
広美社取締役）とくすのき商工会青年部

（佐貫健太郎部長／(有)アクアテクニカ
ル代表取締役社長）の共同開催による

「次世代経営者養成スクール」発表会を
開催した。
　本講義は全国商工連合会及び日本商
工会議所が小規模事業者等の若手経営
者の経営資質向上の為に、経費の一部
を補助するビジネスコミュニティ型補助
金事業を活用した事業であり、作成した
ビジネスプランに基づいた経営の推進

を実現する事が目的となっている。
　講師に中村伸一氏（やまぐち総合研
究所／取締役所長）、清水敦也氏（やま
ぐち事業承継Ｍ＆Ａ協同組合／税理士）、
前田浩志（やまぐち事業承継Ｍ＆Ａ協同
組合／弁護士)の３名を迎え、７月２７日(
火)の開講から全１０回を４か月にかけ
て実施、３５名が受講した。
　発表者は「１０年後にあるべき自社の
姿」をテーマに経営デザインシートを作
成、自社業務フローや現状を分析し、こ
れから取るべき企業戦略をプレゼンテ
ーションした。

開
催



宇部市公式オンラインストア

うべわくわく市場とは
宇部市が運営する、宇部産の農水産品及び特産品等を

販売する「モール型ECサイト」です。

宇部会議所だより

格安掛金！　入って安心！　宇部商工会議所の“会員限定共済”

2022［令和4］年1月15日

募集

ご案内

★出向制度に必要な制度整備のアドバイス
★就業規則変更等のアドバイス
★スムーズな労働移動へのアドバイス
★助成金に関するアドバイス（産業雇用安定助成金、雇用調整助成金、その他）

※山口県内の事業所が対象です。
※出向のマッチングを行うものではありません。
　出向のマッチングは再就職・出向の専門機関である産業雇用安定センターが行います。

相談無料

山口県社会保険労務士会
〒753-0074 山口市中央４丁目５番16号 山口県商工会館２F
TEL083-923-1720  FAX083-923-9802

在籍型出向活用を
お考えの企業を支援します

令和３年度 山口県委託事業

うべわくわく市場
出店事業者募集中

うべわくわく市場

【お問合せ】
宇部市商工水産部 地域ブランド推進課
TEL０８３６-３４-８４８６

【ECサイト運営事業者】
サブロクイメージワークス(株)
TEL０８３６-３１-４８７８

https://ubeichiba.jp/

山口県特定（産業別）
最低賃金が改正され
ました。

お知らせ 令和3年12月15日から

時間額 円995

厚生労働省の特設サイトでチェック！

検索最低賃金制度

●鉄鋼業 ●非鉄金属製錬・精製業
●非鉄金属・同合金圧延業
●非鉄金属素形材製造業

なお山口県最低賃金は、
令和３年１０月１日発行の時間額８５７円が適用となります。
詳しくは、山口県労働局労働基準部賃金室 TEL０８３-９９５-０３７２

時間額 円921

●電子部品・デバイス・電子回路
●電気機械器具
●情報通信機械器具製造業

時間額 円965
●輸送用機械器具製造業

時間額 円875
●百貨店 ●総合スーパー

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となった企業が
従業員の雇用を守るために人手不足等の企業との間で在籍型出向を活用し
ようとする場合に、労務管理面で必要となるポイントについて、社会保険労務
士が無料でご相談に応じます。

ご相談は、社会保険労務士が ①直接企業を訪問する方法と ②オンラインで
行う方法の２通りです。ご希望の方法をお選びください。
ご相談は、１回あたり最長で３時間程度で、１事業主様３回までとなります。

内容

お問合せ

■申込受付期限 ： 令和４年３月18日（金）

「うべわくわく市場」は「withコロナ社会」の中、市内の農業・漁業者
及び特産品生産者等を支援し、宇部産の農水産品及び特産品等の
全国に向けた販路拡大を図るために、宇部市が開設・運営している

「モール型ECサイト」です。
2021年9月14日時点で、52の事業者が240品目を出品し、農水
産品や特産品、加工品のほか、市内で製造された工芸品、雑貨、うべ
元気ブランド認証製品などを販売しています。

詳
細
は
本
紙
付
録
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

宇
部
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品
を
全
国
に
お
届
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！

働き方の新しいスタイル

テレワークや
ローテーション勤務

時差通勤で
ゆったりと

オフィスは
ひろびろと

会議は
オンライン

対面での打合せは
換気とマスク

新しい働き方・休み方を実践するために
年次有給休暇を上手に活用しましょう
事業主の皆様へ
新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が
求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、
計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給
休暇の計画的付与制度や、労働者の様 な々事情に応じ
た柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給
休暇制度の導入が効果的です。

年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう
「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数
について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。この制度の導
入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業
主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

労働基準法が改正され、2019年4月から年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要
となりました。詳しくは、山口県労働局環境・均等室にお問い合わせ下さい。

働き方・休み方改善ポータルサイト
年次有給休暇取得促進特設サイト

山口県労働局 環境・均等室
〒753-8510  山口市中河原町６番１６号
TEL０８３-９９５-０３９０

D I G E S T
宇部会議所だより

新型コロナウイルス感染症対策　「３つの密（密閉、密集、密接）」を避けましょう！

2022［令和4］年1月15日

宇部市の
経済ダイジェスト

卸売業

小売業

［令和3年11月］

人　口 人161,863

● 女性 人84,471● 男性 人77,392

●

●
輸　出
輸　入

百万円
百万円

10,761
46,532

世帯79,729世帯数

宇部港外国貿易

千円
千円
千円
千円

人
人
件
倍
千円

利用率利用実績

ANA

山口宇部空港（旅客数）

（73.0％）
（57.4％）

人
人

4,372
3,538

●

●
東　　京→山口宇部
山口宇部→東　　京

事業所
人

7,015
74,419

資料：平成２９年刊山口県統計年鑑事業所
●

●
事業所数
従業者数

事業所

百万円

168

427,079

　　　　　資料：平成２９年山口県の工業工　業
●

●

事業所数
（従業者4人以上）

製造品出荷額等

2,993,908
3,323,038

516,640
42,496,279

信用保証の状況
●

●

●

●

保証申し込み額
保証承諾額
保証承諾額
取引債務残高

（当年度）

（当年度） 　　　

（当月中） 　　　

1,849
694
267
1.72

86,669

就労の状況
●

●

●

●

●

新規求人数
新規求職者数
就職件数
有効求人倍率（パート含）
雇用保険給付金

JAL

店
百万円
店
百万円

327
214,978

1,098
152,231

資料：平成26年経済産業省商業統計調査商　業

●

●

年間商品販売額

年間商品販売額

（53.8％）
（60.1％）

人
人

7,974
8,894

●

●
東　　京→山口宇部
山口宇部→東　　京

SFJ
（72.0％）
（75.0％）

人
人

9,722
10,127

●

●
東　　京→山口宇部
山口宇部→東　　京

宇部市の
経済ダイジェスト

上記の統計データのほか、当所では毎月、各分
野の経済統計調査を行っています。

お問合せ ： 総務部

ハローワーク宇部管内

■高橋克徳（たかはし・かつのり）／野村総合研究所、ワトソンワイアット
を経て、ジェイフィール設立に参画。２０１０年より現職。13年より東京理
科大学大学院イノベーション研究科教授、18年より武蔵野大学経営学
部 特任教授を兼務。榊原清則氏、野中郁次郎氏に師事し、組織論、組
織心理学、人材マネジメント論、人材育成論を専門とする。 特に、人と人
との相互作用が組織に与える影響、ダイナミズムを研究し、組織感情、リ
レーションシップなどの新たな切り口を提示し、組織変革コンサルティング、
人材育成プログラムの開発などに力を入れている。08年に出版した『不
機嫌な職場（共著、講談社現代新書）』が28万部のベストセラーとなり、
その後も数多くの書籍や講演活動を通じて働く日本人の心の再生への
動きをリードしている。

人 がつながる
　 　   組 織をつくる

ジェイフィール  代表取締役　高 橋 克 徳

働き方改革から仕事革新へ

　ここ数年、働き方改革への社会的要請が高ま
り、個々の事情に合った柔軟な働き方を可能にす
る制度や仕組みを導入した会社も増えてきまし
た。しかし、日々 の仕事の仕方が変わらない中で、
そうした制度を活用できる人は限られ、なかなか
うまくいかないという声も大きかったと思います。
　ところがコロナをきっかけに、リモートワークや
在宅勤務、時差出勤や出社制限など、個人の裁
量に任せた働き方が一気に導入され、意図しな
いスピードで働き方改革への動きが加速しました。
　ただここで確認してもらいたいのは、働き方が
変わったことで、人がイキイキし、仕事への思い
が持てるようになり、それが組織全体にも良い影
響を与える状況になっているのかということです。
単に孤立する働き方が増え、互いの仕事への姿
勢や思いも見えなくなってしまっては、組織全体
の仕事への活力は出てきません。
　ここで改めて、仕事というものと向き合い、自分
たちで良い仕事の仕方を再構築するという仕事

革新への取り組みが必要です。具体的には以
下の３つの取り組みを考えてみてください。
　最初の取り組みは、互いの仕事、仕事への思
いを重ね合わせるというものです。これまでどんな
仕事をやってきたのか。その中で、この仕事の大
変さとコツ、押さえどころとは何だと思ってきたか。
この仕事を通じて得た小さな喜びとは何か。決し
て前向きに働いてきたわけではない人も、ちょっと
した瞬間を重ねてみると、そこに互いの苦労も頑
張りも見えてきます。そんな仕事への向き合いを
みんなでやってみる。
　次に、顧客や社会の目線で自分たちの仕事の
価値を問い直してみる。顧客の顧客、
顧客の先にある社会のニーズとは何だ
ろう。自分たちを選んでもらっている理
由はどこにあるのだろう。顧客や社会が
求めているものが変わってきていない
だろうか。私たちはその変化に応え続
けていけるだろうか。そんな対話を通じ

て、自分たちが追求し続ける本当の価値が何か
を見いだし、やり続けるべき仕事、止めても良い
仕事、新しく生み出したい仕事を洗い出してみる。
　その上で最後に、そんなふうに仕事の喜びや
悩みを共有しながら、絶えず顧客や社会のため
に何ができるか、もっと良い方法がないかを一緒
に考え、仕事の仕方を自分たちで変えていく新し
い仕事のプロセスをつくってみる。互いの仕事の
状況をシェアし、互いの小さな課題や思いを持ち
寄り、対話をしながら、解決していく仕事の進め
方、プロセスを一緒に考えてみます。
　働き方も貢献の仕方も多様になっていく時代

だからこそ、みんなで追求すべきもの
を共有し、困ったことは一緒に考え、
応援し合える仕事の仕方が重要にな
っていきます。バラバラに見えても、一
緒に働いているという実感が持てる。
そんな仕事の仕方をみんなでつくって
ほしいと思います。

ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標／第3回ご存じですか？

　持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）とは、
「誰一人取り残さない（leave no one behind）」持続可能でよりよい社会の
実現を目指す世界共通の目標です。
　2030年を目標達成年限として、17のゴール・169のターゲットから構成
されています。ＳＤＧｓは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニ
バーサル（普遍的）なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。

国内及び各国家間の不平等を是正する

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な
都市及び人間居住を実現する

Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
の
17
の
ゴ
ー
ル（
目
標
）の
詳
細（
9
〜
13
）

強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続
可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る

目標9（インフラ、産業化、イノベーション）
産業と技術革新の基盤をつくろう

目標10（不平等）
人や国の不平等をなくそう

目標11（持続可能な都市）
住み続けられるまちづくりを

持続可能な消費生産形態を確保する

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を
講じる

目標12（持続可能な消費と生産）
つくる責任つかう責任

目標13（気候変動）
気候変動に具体的な対策を
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●電子部品・デバイス・電子回路
●電気機械器具
●情報通信機械器具製造業

時間額 円965
●輸送用機械器具製造業

時間額 円875
●百貨店 ●総合スーパー

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となった企業が
従業員の雇用を守るために人手不足等の企業との間で在籍型出向を活用し
ようとする場合に、労務管理面で必要となるポイントについて、社会保険労務
士が無料でご相談に応じます。

ご相談は、社会保険労務士が ①直接企業を訪問する方法と ②オンラインで
行う方法の２通りです。ご希望の方法をお選びください。
ご相談は、１回あたり最長で３時間程度で、１事業主様３回までとなります。

内容

お問合せ

■申込受付期限 ： 令和４年３月18日（金）

「うべわくわく市場」は「withコロナ社会」の中、市内の農業・漁業者
及び特産品生産者等を支援し、宇部産の農水産品及び特産品等の
全国に向けた販路拡大を図るために、宇部市が開設・運営している

「モール型ECサイト」です。
2021年9月14日時点で、52の事業者が240品目を出品し、農水
産品や特産品、加工品のほか、市内で製造された工芸品、雑貨、うべ
元気ブランド認証製品などを販売しています。

詳
細
は
本
紙
付
録
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

宇
部
市
か
ら
イ
イ
も
の
ウ
マ
イ
も
の
！
こ
だ
わ
り
の
逸
品
を
全
国
に
お
届
け
！

働き方の新しいスタイル

テレワークや
ローテーション勤務

時差通勤で
ゆったりと

オフィスは
ひろびろと

会議は
オンライン

対面での打合せは
換気とマスク

新しい働き方・休み方を実践するために
年次有給休暇を上手に活用しましょう
事業主の皆様へ
新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が
求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、
計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給
休暇の計画的付与制度や、労働者の様 な々事情に応じ
た柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給
休暇制度の導入が効果的です。

年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう
「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数
について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。この制度の導
入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業
主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

労働基準法が改正され、2019年4月から年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要
となりました。詳しくは、山口県労働局環境・均等室にお問い合わせ下さい。

働き方・休み方改善ポータルサイト
年次有給休暇取得促進特設サイト

山口県労働局 環境・均等室
〒753-8510  山口市中河原町６番１６号
TEL０８３-９９５-０３９０

D I G E S T
宇部会議所だより

新型コロナウイルス感染症対策　「３つの密（密閉、密集、密接）」を避けましょう！
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宇部市の
経済ダイジェスト

卸売業

小売業

［令和3年11月］

人　口 人161,863

● 女性 人84,471● 男性 人77,392

●

●
輸　出
輸　入

百万円
百万円

10,761
46,532

世帯79,729世帯数

宇部港外国貿易

千円
千円
千円
千円

人
人
件
倍
千円

利用率利用実績

ANA

山口宇部空港（旅客数）

（73.0％）
（57.4％）

人
人

4,372
3,538

●

●
東　　京→山口宇部
山口宇部→東　　京

事業所
人

7,015
74,419

資料：平成２９年刊山口県統計年鑑事業所
●

●
事業所数
従業者数

事業所

百万円

168

427,079

　　　　　資料：平成２９年山口県の工業工　業
●

●

事業所数
（従業者4人以上）

製造品出荷額等

2,993,908
3,323,038

516,640
42,496,279

信用保証の状況
●

●

●

●

保証申し込み額
保証承諾額
保証承諾額
取引債務残高

（当年度）

（当年度） 　　　

（当月中） 　　　

1,849
694
267
1.72

86,669

就労の状況
●

●

●

●

●

新規求人数
新規求職者数
就職件数
有効求人倍率（パート含）
雇用保険給付金

JAL

店
百万円
店
百万円

327
214,978

1,098
152,231

資料：平成26年経済産業省商業統計調査商　業

●

●

年間商品販売額

年間商品販売額

（53.8％）
（60.1％）

人
人

7,974
8,894

●

●
東　　京→山口宇部
山口宇部→東　　京

SFJ
（72.0％）
（75.0％）

人
人

9,722
10,127

●

●
東　　京→山口宇部
山口宇部→東　　京

宇部市の
経済ダイジェスト

上記の統計データのほか、当所では毎月、各分
野の経済統計調査を行っています。

お問合せ ： 総務部

ハローワーク宇部管内

■高橋克徳（たかはし・かつのり）／野村総合研究所、ワトソンワイアット
を経て、ジェイフィール設立に参画。２０１０年より現職。13年より東京理
科大学大学院イノベーション研究科教授、18年より武蔵野大学経営学
部 特任教授を兼務。榊原清則氏、野中郁次郎氏に師事し、組織論、組
織心理学、人材マネジメント論、人材育成論を専門とする。 特に、人と人
との相互作用が組織に与える影響、ダイナミズムを研究し、組織感情、リ
レーションシップなどの新たな切り口を提示し、組織変革コンサルティング、
人材育成プログラムの開発などに力を入れている。08年に出版した『不
機嫌な職場（共著、講談社現代新書）』が28万部のベストセラーとなり、
その後も数多くの書籍や講演活動を通じて働く日本人の心の再生への
動きをリードしている。

人 がつながる
　 　   組 織をつくる

ジェイフィール  代表取締役　高 橋 克 徳

働き方改革から仕事革新へ

　ここ数年、働き方改革への社会的要請が高ま
り、個々の事情に合った柔軟な働き方を可能にす
る制度や仕組みを導入した会社も増えてきまし
た。しかし、日々 の仕事の仕方が変わらない中で、
そうした制度を活用できる人は限られ、なかなか
うまくいかないという声も大きかったと思います。
　ところがコロナをきっかけに、リモートワークや
在宅勤務、時差出勤や出社制限など、個人の裁
量に任せた働き方が一気に導入され、意図しな
いスピードで働き方改革への動きが加速しました。
　ただここで確認してもらいたいのは、働き方が
変わったことで、人がイキイキし、仕事への思い
が持てるようになり、それが組織全体にも良い影
響を与える状況になっているのかということです。
単に孤立する働き方が増え、互いの仕事への姿
勢や思いも見えなくなってしまっては、組織全体
の仕事への活力は出てきません。
　ここで改めて、仕事というものと向き合い、自分
たちで良い仕事の仕方を再構築するという仕事

革新への取り組みが必要です。具体的には以
下の３つの取り組みを考えてみてください。
　最初の取り組みは、互いの仕事、仕事への思
いを重ね合わせるというものです。これまでどんな
仕事をやってきたのか。その中で、この仕事の大
変さとコツ、押さえどころとは何だと思ってきたか。
この仕事を通じて得た小さな喜びとは何か。決し
て前向きに働いてきたわけではない人も、ちょっと
した瞬間を重ねてみると、そこに互いの苦労も頑
張りも見えてきます。そんな仕事への向き合いを
みんなでやってみる。
　次に、顧客や社会の目線で自分たちの仕事の
価値を問い直してみる。顧客の顧客、
顧客の先にある社会のニーズとは何だ
ろう。自分たちを選んでもらっている理
由はどこにあるのだろう。顧客や社会が
求めているものが変わってきていない
だろうか。私たちはその変化に応え続
けていけるだろうか。そんな対話を通じ

て、自分たちが追求し続ける本当の価値が何か
を見いだし、やり続けるべき仕事、止めても良い
仕事、新しく生み出したい仕事を洗い出してみる。
　その上で最後に、そんなふうに仕事の喜びや
悩みを共有しながら、絶えず顧客や社会のため
に何ができるか、もっと良い方法がないかを一緒
に考え、仕事の仕方を自分たちで変えていく新し
い仕事のプロセスをつくってみる。互いの仕事の
状況をシェアし、互いの小さな課題や思いを持ち
寄り、対話をしながら、解決していく仕事の進め
方、プロセスを一緒に考えてみます。
　働き方も貢献の仕方も多様になっていく時代

だからこそ、みんなで追求すべきもの
を共有し、困ったことは一緒に考え、
応援し合える仕事の仕方が重要にな
っていきます。バラバラに見えても、一
緒に働いているという実感が持てる。
そんな仕事の仕方をみんなでつくって
ほしいと思います。

ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標／第3回ご存じですか？

　持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）とは、
「誰一人取り残さない（leave no one behind）」持続可能でよりよい社会の
実現を目指す世界共通の目標です。
　2030年を目標達成年限として、17のゴール・169のターゲットから構成
されています。ＳＤＧｓは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニ
バーサル（普遍的）なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。

国内及び各国家間の不平等を是正する

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な
都市及び人間居住を実現する

Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
の
17
の
ゴ
ー
ル（
目
標
）の
詳
細（
9
〜
13
）

強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続
可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る

目標9（インフラ、産業化、イノベーション）
産業と技術革新の基盤をつくろう

目標10（不平等）
人や国の不平等をなくそう

目標11（持続可能な都市）
住み続けられるまちづくりを

持続可能な消費生産形態を確保する

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を
講じる

目標12（持続可能な消費と生産）
つくる責任つかう責任

目標13（気候変動）
気候変動に具体的な対策を
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新型コロナウイルス感染症対策
緊急経営相談窓口

https://www.ubecci.or.jp/宇部商工会議所ホームページ http://www.ubecci.or.jp/uyeg/青年部ホームページ

経営セーフティ共済
取引先の突然の倒産！

■お問合せは…
宇部商工会議所 中小企業相談所

TEL31-0251

そんなときあなたを支える、安心の共済です。

●最高8,000万円の共済金を貸付 ●貸付条件は無担保・無保証
●掛金には税制面のメリット ●一時貸付金制度も

経営者のみなさん、もしものときの
資金調達は万全ですか？

※経営セーフティ共済は中小企業倒産防止共済制度の愛称です。

ITコンサルタント
伊藤 香
（PMのみ）

司法書士・行政書士
月本

（AMのみ）

中小企業診断士
伊藤 勝
（PMのみ）

中小企業診断士
伊藤 勝
（PMのみ）

税理士・中小企業診断士
小平

（PMのみ）

税理士・中小企業診断士
小平

（PMのみ）

税理士・中小企業診断士
小平

（PMのみ）

月 火 水 木 金 土 日

22 23

3024 25 26

31 1 2

17 18 19 20 21

2927 281
月
〜
2
月

■無料窓口相談日程（1月後半～2月前半） ※時間は原則9：00～12：00、13：00～16：00

※日程は変更になる場合があります。

6

11 12 137 8 9 10

18 19 2014 15 16 17

543

■相談時間は1時間程度です。
■相談時間は9：00～12：00、13：00～16：00です。
■予約の方を優先いたします。
■相談したい専門家と日程が合わない、どの専門家に相談すればよいのかわからないという方は、お問合せ先
　までご連絡ください。

お問合せ 宇部商工会議所 中小企業相談所　ＴＥＬ31-0251 ＦＡＸ22-3470

無料専門相談のご案内／相談無料・秘密厳守

●賃金制度や労働時間を見直したい。
●就業規則、社会保険、給与体系等を見直したい。
●労使間や職場内のトラブルを解決したい。

社会保険労務士 上條 昭夫

労務

●新たな技術で特許権を取得したい。
●商品名を商標権で保護したい。

弁理士 藤本 昌平

知的財産権《要予約》

ＩＴコンサルタント 伊藤 　香

ＩＴ全般・キャッシュレス●不動産登記の手続きについて知りたい。
●会社の設立方法について聞きたい。
●売掛金の回収をしたい。
●契約上のトラブルを解決したい。

司法書士・行政書士 月本 信行

法務

●経理処理の方法について聞きたい。
●事業承継について相談したい。

税理士・中小企業診断士 小平 敏彦

税務

●新しく事業を始めたい。
●ビジネスプランや経営戦略を立てたい。

中小企業診断士 伊藤 勝彦

創業・経営革新・経営全般

社会保険労務士
上條

（PMのみ）

宇部地域中小企業支援センターでは、中小
企業の皆様の不安や疑問に各分野の専門家
がお応えします。ご希望の方は、下記申込先
までお問合せください。事前予約を承ります。

●ＩＴ（ＳＮＳ、ＨＰ、ネットショップ等）導入・
　見直しを検討したい。
●店舗のキャッシュレス化について相談したい。

宇部地域中小企業支援センターのご案内

あなたの企業を

バックアップ

行政書士・産業カウンセラー 山本 敦子

まちかど
見・聞・録

トラが一匹、トラが二匹・・・
悲しいことに絶滅危惧種

　もしも『世界中のジャングルの虎がみんな溶
けてバターになるくらい好きだ。』（「ノルウェイ
の森」村上春樹）と言われたら、頭の中に大量
のホットケーキが浮かびそうだ。
　絵本「ちびくろサンボ」に出てくる４頭のトラは
世界中の子供と元子供にとって最も有名なトラ
かもしれない。サンボ少年の新しい靴や洋服を
取り上げて身に着け、俺が一番素敵とか言い
ながらぐるぐる輪になって走っているうちに溶け
てバターになってしまう、ちょっとおバカだけど
憎めないトラ達。お母さんがそのバターで焼い
たホットケーキを親子で美味しく食べるという
結末の絵本は日本でも1950年に出版され、子
供達のお気に入りとなった。
　ところがその後黒人差別撤廃運動に巻き込
まれ1988年には絶版の判断を下され、やっと

2005年に復刻したときには、すっかり大人にな
ったかつての愛読者たちが胸を熱くして我が
子に買い与えることとなった。インド生活で得た
インスピレーションを基に作られた絵本なのに、
アフリカ黒人をイメージさせる挿絵が使われた
ばかりに不幸な空白の時代をたどったのでは
ないかと考えられる。そもそもアフリカにトラは
いない。
　世界最大級のネコであるトラは、漢方薬の
材料や装飾品として骨や皮の需要が極めて高
く、密猟と環境破壊により２０世紀初めの１０万
頭から2010年には推定3200頭に激減した。ト
ラの保護には地域住民に対する生活支援や
啓蒙が不可欠と言える。我 ア々ジア人にとって
強さと美しさのシンボルであるトラの『持続可
能』な未来は人間の理性に委ねられている。

※１ ： 消費税申告は簡易課税制度選択事業所のみ取扱います。
※宇部商工会議所会員に適用し、非会員の方は上記金額の2倍の手数料をいただきます。

3,300円 5,500円1,000万円未満
5,500円 5,500円1,000万円以上
5,500円開業1年未満の事業者

所得税申告 消費税申告項目年商

臨時決算手数料 消費税込
※１

ご案内 所得税申告・消費税申告
有料相談コーナー開設

対　　象
期　　間
受付時間

対　　象
期　　間
受付時間

簡易課税制度選択の個人事業主の方
2月14日（月）～3月11日（金）
午前    9：00～11：30
午後  13：00～15：30

所得税申告 消費税申告
個人事業主の方
2月14日（月）～3月11日（金）
午前    9：00～11：30
午後  13：00～15：30

※平日のみ※平日のみ

お問合せ 宇部商工会議所中小企業相談所 TEL31-0251 FAX22-3470会場 宇部商工会議所2階

当所ならびに中国税理士会宇部支部では、個人事業主を対象に所得税申告・
消費税申告有料相談コーナーを毎年開設しております。今年も下記の通り開
設いたしますのでご利用ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため完全予約制とさせていただきます。

　当所では、中小企業・小規模事業者の皆様を対象に「新型コロ
ナウイルス感染症対策緊急経営相談窓口」を設置し、各種支援
施策の情報提供や資金繰りなどの相談に応じています。
　新型コロナウイルスの影響が長期化していることで「資金面
で事業継続に支障が出ている」「各種補助金の申請要項や申請
支援」などといった具体的なご相談や、必要に応じて専門性が高
いご相談については専門家による対応も可能です。
　事前にご予約いただくとスムーズにご案内ができますので、ご
来所される場合は事前にお電話もしくはメールにてお問合せく
ださい。

開設時間
対 応 者
相談内容

９時～１７時（平日）
当所経営相談員
１． 金融相談
２． 補助金相談
３. 経営全般相談
４． その他

ご予約・お問合せ
宇部商工会議所 中小企業相談所　
TEL０８３６-３１-０２５１

開
設
中


