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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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　平素は、宇部商工会議所の事業推進にご
高配を賜り有難く厚くお礼申し上げます。
　１０月２５日に開催されました臨時議員総
会におきまして、宇部商工会議所会頭を引
き続き務めることになりました。
　この３年を振り返りますと、ほとんどがコ
ロナ禍になりました。初めて経験しましたパ
ンデミックによる行動制限があり、あらゆる
業種に影響がありました。特に飲食店への

営業時間短縮要請は、営業継続や雇用維持
が困難になり廃業や解雇等地域経済に大き
な影響を与えました。
　そのような中で、当所では感染拡大防止
や感染による休業を防ぐ一助になればと市
並びに会員の協力を得てワクチンの集団接
種を３回目まで実施し延べ３千７百名が利
用されました。今月１２日にもオミクロン株
対応ワクチンの集団接種を実施しました。
　更に国の月次支援金の事務局開設や各
種支援金や補助金の申請をサポートする事
が出来ました。
　また、懸案でありました旧宇部井筒屋の
建物に「ときわスマイルマーケット：トキス
マ」を中心市街地の賑わい創出や買い物難
民対策の実証の場として開設しました。残
念ながら空調設備の老朽化により閉店しま

したが、一定の成果は得られたと思います。
　現在は、宇部市からプレミアム付商品券
事業を受託し、市民並びに店舗の窓口とし
て適正運営と消費拡大に努めています。
　急激な環境変化の中で、日々重圧を感じ
ながら手探り状態で務めてまいりました。し
かしながら皆様に支えていただきましたお
かげで任期を全うすることが出来ましたこ
とに重ねてお礼申し上げます。
　さて世界経済は、半導体不足による関連
製造業の生産遅延、急激な円安、ウクライ
ナ侵攻に端を発するエネルギーや原材料
の高騰などグローバル規模で不透明な時
代に入っています。
　一方、日本経済は一時入国制限で壊滅的
状況であったインバウンドが規制緩和によ
り復活の兆しがあります。今後は感染拡大

防止を図りながら観光業をはじめウイズコ
ロナの経済活動を模索する状況です。
　そのような中で、日本商工会議所の３監
事会議所の一翼を担う宇部商工会議所の
会頭として、今まで以上に地方の声を政府
に届け政策に反映させたいと強く決意する
ところであります。
　就任以来、各業界の現況や展望をお聞き
しながら、商工会議所事業に繋がるアイディ
アがないかと模索しております。私がテーマ
としております「未来へつなぐ変わらぬ宇部
の心～共存同栄～」の実践に全身全霊で取
り組む所存でありますので、格別のご支援
ご協力を賜りますようお願い申しあげます。
　終わりに、会員の皆様の益々のご繁栄と
ご健勝を祈念申しあげまして就任のご挨拶
といたします。

退任表彰者
のご紹介

日本商工会議所会頭表彰

ご 挨 拶

杉 下 秀 幸
第17代会頭

　１０月２５日（火）、国際ホテル宇部にて第
１９９回臨時議員総会を開催し、次期役員を
選任した。総会では、杉下会頭を含めて副
会頭及び監事の続投が満場一致で承認さ
れ、前期に引き続き、副会頭に山口産業

（株）代表取締役社長の伊藤樹包氏、セント
ラル硝子（株）宇部工場執行役員宇部工場
長の毛利勇氏、新光産業（株）代表取締役社
長の古谷博司氏、（株）山口銀行宇部支店執
行役員宇部支店長の中嶋羊治氏が、監事に

（株）共営社代表取締役社長の藤井泰造氏、
防長商事（株）代表取締役社長の元永貴明
氏、チタン工業（株）取締役常務執行役員の
西田敦氏が再任となった。
　また渡邊祐二専務理事より任期満了によ
る退任の申出があったことを受け、村上隆
特別顧問が新専務理事として選任された。
　定員３０名の常議員も選任され、令和４年
１１月１日からの新体制が決定。続投する杉
下会頭から、前期の振り返りを含めて商工
会議所活動の在り方を再考し、地域に必要

とされる商工会議所を目指すとの所信表明
がなされた。
　その後、任期満了に伴う議員職退任に関
する日本商工会議所会頭表彰が披露され

（詳細は下記の一覧を参照）、当日出席され
た（株）ウベモク代表取締役会長の酒田三
男氏、塚原建設（株）取締役会長の塚原明氏
に杉下会頭の代読によって表彰状が贈呈さ
れ、退任の挨拶をいただいた。
　なお、新体制より新たに選任された議員
事業所は、（株）柏原物流、西部ロジックス

（株）、（有）浜田歯切工作所、（株）ピージー
システム、福島建設（株）、めぶき労働衛生ク
リニックの６事業所。
　顧問については宇部市長の篠﨑圭二氏
をはじめ、ＵＢＥ（株）取締役社長の泉原雅人
氏、セントラル硝子（株）代表取締役執行役
員の清水正氏、ＵＢＥ三菱セメント（株）代表
取締役社長の小山誠氏に加え、前会頭の安
部研一氏の５名を選任した。

次期方針は「イノベーションで結果を出す」

新体制がスタート！杉下会頭続投
専務理事に村上隆特別顧問が就任

臨時議員総会開催第
199
回



宇部会議所だより2022［令和4］年11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。

講師の小平敏彦氏

就航船「やまと」展望デッキにて

レポート

インボイス制度
　  対策セミナー
会場とオンラインの
ハイブリッド型で開催

　１０月１７日（月）、当所文化観光部会（作村良一部会長／
（有）ビジネスホテル新川）はコロナの規制緩和のなか３年
ぶりの視察研修会を開催し、１５名が参加した。
　今年度は、福岡県北九州市にある日本初の長距離フェリ
ー（株）阪九フェリーが運航する「やまと」とジ アウトレット北
九州を視察した。

　（株）阪九フェリーでは、現地ガイドの方による説明を受け
ながら、時折質疑応答を交えつつ、ロビーや客室、レストラン
などの船内施設を見学した。
　その後はジ アウトレット北九州を訪問。施設内の見学や
買い物をすると同時に参加者同士の親睦も深まり、終始和
やかな雰囲気の視察研修会となった。

部会員が抱える課題の共有と要望事項の磨き上げを実施

レポート

７部会長合同会議開催
　１０月１４日（金）、今期に入って初の部会
長会議を開催した。会議のメインテーマは、
例年宇部市に提出する部会別陳情要望事
項の内容について。
　今年度は、昨年までの方法を変更し、全
会員事業所を対象にして依頼状と回答様式

を郵送。その後、ＦＡＸに加えＷＥＢでの回答
受付も行った。７月８日で回答受付を締め切
り、９９事業所から１８８件の要望事項が集
まった。
　同会議では、全要望事項のうち部会長が
内容を吟味して、特に部会として要望したい

事項を抽出してその内容を
共有した。部会間で共通する
課題や業種別部会の特徴を
顕著に表した課題など、多様
な事項が報告され意見交換
を行った。
　今後は、会議内容に基づい
て当所としての要望事項を再
度整理して、１１月常議員会
での審議を経て宇部市へ提
出する予定である。

　当所では、１０月１４日にインボイス制度
対策セミナーを開催した。
　本セミナーは、令和５年１０月から開始
されるインボイス制度についての周知を
図るため、税理士法人いそべの代表社員
である小平敏彦氏を講師に迎え、会場と
オンラインのハイブリッド型で開催した。
　当日は、３０名を超える業種や役職が
様々な参加者へ、具体例を交えながらわ
かりやすく説明いただいた。質疑応答では、
参加者の関心の高さがうかがえた。

準備はできて
いますか？

文化観光部会 3年ぶりの視察研修会視 察
報 告 「やまと」とジ アウトレット北九州長距離

就航船

中心市街地に秋のにぎわい戻る！
宇部まつり 商工会議所
華創パレード
　１１月６日（日）、宇部市最大のイベント宇
部まつりが3年ぶりに開催された。当所はま
つりのパレード部門に恒例の『華創パレー
ド』として総勢４０名で参加し、まつりを盛り
上げるとともに“企業、行政、市民が一丸”と
なり宇部市の更なる発展に尽力していくこ
と等をＰＲし、沿道に集まった観客の目を楽
しませた。
　パレードは、正副会頭・女性会有志の皆さ
んによる“鳥取のしゃんしゃん祭り”をモチー

フにした傘踊りを先頭に、宇部市を代表す
る民謡の南蛮音頭を現代風にアレンジした
曲「ＮＡＮＢＡ」にあわせ、女性会の前村きみ
こ直前会長が創作した踊りを踊る総踊り隊
が続いた。
　ご参加いただきました皆様からのご支援・
ご協力を持ちまして無事に華創パレードを
実施することができました。心より御礼申し
あげます。

総勢４０名
が行進！！
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ご入会ありがとう
ございます！

ご案内 新入会員のご紹介令和4年度
宇部商工会議所

令和4年 7月～9月
※事業所名50音順・敬称略

事業所名
代表者名 所在地

営業内容

松本 鉄己 宇部市松山町3-3-26
教育、福祉

特定非営利活動法人おーるうぇいず
久保田 洋子 宇部市西梶返1-4-34

楽天生命代理店

Ｔｅｒａｋｏｙａカフェ
藤本 弘 宇部市小野4437

産廃運搬、処分（木くず）

(株)山口エコファクトリー
石丸 直樹 宇部市東岐波3773-16

保険代理業

(株)ルプラス

植木 昇 宇部市寿町3-4-27 サバービア
紀村1F／生命保険業

宇部市笹山町2-9-20-10
Webページ作成、ITコンサルタント

第一生命保険(株)宇部営業オフィス

肥田 泰幸
デジタルピース

名賀 洋美 宇部市東本町2-4-3
美容業

宇部市錦町8-4/プロバスケットボールチームの
運営・管理、スポーツ教室の運営、資格認定事業

ｄｒｙ ｈｅａｄ ｓｐａ ＆ ｈａｉｒ ｋａｋａ

三隅 惇史 宇部市恩田町2-16-40
錦鯉、金魚、メダカその他関連商品

三隅養魚場

成田 俊彦
山口プロバスケットボール(株)

吉村 正義 宇部市則貞4-13-2-S205
鉄工

吉村工業

臨時総会・9月例会「マッチング例会～話したことのないあの人は未来の親友かも～」
総務広報委員会　藤 瀬 寛 基

宇部商工会議所青年部

　当会では去る9月15日、宇部興産ビルに
て臨時総会（理事・監事選挙）及び9月度例
会「マッチング例会～話したことのないあの
人は未来の親友かも～」が開催されました。
先月の臨時総会（会長選挙）では大川内章
次期会長が承認されましたが、この度は会
長を支える次期理事と次期監事を選任する
選挙が行われました。
　選挙では理事常連の会員もいれば初選
出となる会員もおり、今後の青年部を担う
であろう素晴らしい理事が選任されました。
当会が次年度に向けて新たな色に染まるこ
とで一層魅力的な団体となるよう、理事をは
じめ会員一同で次期会長をしっかりと支え

て参ります。
　開票時間中に開催された例会では、「マッ
チング例会～話したことのないあの人は未
来の親友かも～」と題して、コロナ禍で薄れ
つつあるYEGの最大の魅力「仲間づくりの
場」をもう一度思い出し、改めて青年部活動
を盛り上げようという趣旨で開催されました。
　4名～5名に分かれたグループ内で委員
長や副委員長などを決め、グループ毎に用
意されたテーマに沿って事業を企画し、その
事業計画書を共に作成をすることで、会員
同士がそれぞれの経験をもとに考えや意見
を交わしました。中には今年度の新入会員
と「はじめまして！」と挨拶する会員も少なく

なく交流を図る非常に良い機会となりまし
た。また、グループワークにおいては新入会
員の斬新な意見やアイデアによりそれぞれ
が活気に満ちていました。
　地域振興事業（祭りなど）や研修事業など
これまで行われてきた活動に更に新しい考
えを取り入れた企画などは大変興味深く感
じました。もしかすると次年度の事業で本当
に採用されるかもしれないと思うほど、素晴

らしい事業計画書が多いように感じました。
　今回の事業を通じて、改めて青年部の強
みが何であるかを感じることができました。
年齢や業種、立場も違う会員がこれまでの
経験や知識を以って取り組む。その多様性
の力が青年部の強みの1つでもあると感じ
ます。これからも会員一同、どんなときでも
力を合わせ様々な難局を乗り越えてまいり
ます。

松谷 紀秀代表 さん

会 員
紹 介

ヘルシーな家庭料理で宿泊客と地域に貢献！
松屋旅館

　創業４２年の松屋旅館（宇部市妻崎開作/
松谷紀秀代表）は、家庭料理がおいしいと口
コミで評判の長期滞在型の宿である。先代
である松谷さんの母親が、松谷さんが幼い
頃、棚井の自宅を改装して創業。当初より食
事のおいしさを看板に、長期出張や定修工
事といった長期滞在客を主な客層としてお
り、現在もそのスタンスは変わっていない。
　松谷さんが先代から事業を引き継いだの
は今から１５年前。事業承継後も先代と一
緒に経営を行っていたこともあり、5年前に
先代が亡くなった際には大きな喪失感の中
で、経営者としての重責を感じると同時に強
い使命感に駆られたという。
　そんな松谷さんの支えになったのが、山
口県中小企業家同友会という中小企業の
経営者向け団体への所属であった。様々な
業種の経営者と学び合う場ができたことで、
自身にとっての当たり前を見直す良い機会

となり、経営指針を作成するまでに至った。
　松屋旅館の宿泊棟はアパートタイプの独
立した各部屋に、長期滞在を快適に過ごせ
るよう洗濯機やWi-Fi等の各種設備が整備
されている。朝夕の食事は宿泊棟にある食
堂で、旬のものや地元食材をとり入れた日
替わりの家庭料理を提供。栄養士の資格を
もつ松谷さん自身が女将と一緒に健康に配
慮したメニューを考えており、宿泊客から健
康診断の数値が改善したと嬉しい報告をも
らったこともあるそうだ。
　過去には滞在期間が２年間という人もい
たほど長期滞在客が多い分、毎日の食事が
楽しみになってもらえればと、季節行事に応
じたメニューや、松谷さんが釣り上げた魚を
刺身やアラ汁、湯引きや煮魚等で提供する
など工夫を凝らし好評だ。
　松屋旅館の従業員は主婦層が中心。旅館
業務のノウハウと主婦の知恵を融合させて、

職場と家庭の間で良い相互作用を生み出
すことを狙っているという。従業員が松屋旅
館での仕事にやりがいを感じ、家庭円満、ひ
いては地域貢献につながれば、と松谷さん
は語る。
　実は松谷さんは経営者でありながら、６
年前まではダーツのプロ選手としても活躍
していた。現在は事務所の一角を利用して、
地域の子供たちへダーツの楽しさを伝える
イベントも行っている。

　旅館の経営や自身の趣味を通して自らが
楽しめる環境を重視し、好きなものに対して
は全力で打ち込むのが持論。これからの宇
部の歴史に残るような貢献をしていくこと
が目標だ。

宇部市大字妻崎開作塩屋台578-11
TEL：0836-41-5016
宿泊料金：1泊2食付き4,800円より（税別）

松屋旅館

ゆめタウン 黒石小学校

国道190号

▲
宇
部
駅

ドン・キホーテ

山口トヨペット

ユーコー
ラッキー ニトリ

ファッション
センター
しまむらエディオン

◎

◀山陽
小野田

松
屋
旅
館

はるおか
スイミング
スクール

Honda Cars
山口

Honda Cars
宇部西

宇部市街▶

（山川・記）

ご案内 講 演 会

　事業承継はいつからはじめればいいの？事業
承継って何から始めればいいの？注意するとこ
とは？事業承継を円滑に進めるためのポイント
について、実績豊富な講師が分かり易く解説致
します。事業承継に時期尚早はありません。まだ
まだ先の話でも是非一度セミナーを聞いてくだ
さい。また後日、無料個別相談窓口も開設致し
ますので是非ご活用ください。

事業承継セミナー

テーマ ●計画的な事業承継の進め方
●後継者不在への対応
●経営者保証の解除に向けて

講師 （株）デファクト・コンサルティング
中小企業診断士・M&Aシニアエキスパート

平 野 勝 正 氏

相談員 （株）デファクト・コンサルティング
中小企業診断士・M&Aシニアエキスパート

平 野 勝 正 氏
日時 令和4年12月15日（木）

14：00～16：00

日時 令和4年12月22日（木）
9：00～12：00・13：00～16：00

お問合せ 宇部商工会議所 中小企業相談所
TEL0836-31-0251

受講料 無料

※お電話にてご予約ください。
※窓口相談のみのご利用も可能です。

定員 20名程度
申込方法会場 宇部商工会議所

宇部市松山町一丁目16-18

本紙付録チラシに必要事項をご
記入の上FAXいただくか、チラシ
QRコードよりお申込みください。

事業承継無料相談窓口開設その解決方法を考える 要予約

お申込みは本紙付録で！



全国国民年金基金

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11月15日

宇部商工会議所 総務部 TEL０８３６-３１-０２５１お問合せ

ご案内

ご案内

従業員を１人でも雇用したら

これらの事務を代行します
●保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
●概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
●雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  （資格取得届、資格喪失届、離職票の作成など）
●労災保険の「特別加入」の申請に関する事務
●その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
●労働保険加入証明書の発行 など

加入できる方

5つのメリット

●日本国内に住所を有する
　国民年金の第1号被保険者20歳以上60歳未満の方
●国民年金に任意加入されている方
  （60歳から65歳未満の方や海外在住の方）

会員の皆様はもちろん、ご家族の皆様・お客様等をご紹介いただけますと幸せます。
まずは、お問合せ・資料請求のお電話お待ちしております。

1. 終身年金が基本
2. 年金額が確定。掛金額も一定
3. 税制上の優遇
4. 万が一のときは家族に一時金
5. 自由なプラン設計(掛金額は、性別・年齢によって異なります)

事務委託手数料
保険関係成立に係る労働保険番号ごとに次の①～③の合計額を申し受けます。 
①納付保険料割　前年度確定保険料×8%×消費税
②事業所均等割　3,300円（税込）
③加入手数料      2,200円(初回のみ／税込)

当所の労働保険事務組合
に加入しませんか会員限定

お知らせ
労働保険に入っていない経営者に、人を雇う資格はありません。

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
　厚生労働省では、労働保険制度を広く国
民の皆様に理解していただくために、11月
を「労働保険適用促進強化期間」と定め、全
国的に積極的な広報活動を展開しています。
　労働保険とは、雇用保険と労働者災害補
償保険（一般的に「労災保険」と言います。）
を総称したものです。
　雇用保険は、労働者が失業した場合に生

活の安定と再就職を促進するために必要な
給付を行うとともに、失業の予防、労働者の
能力開発及び向上を図るための事業を行っ
ています。
　労災保険は、労働者が業務上の事由又は
通勤によって負傷された場合や、病気や不幸
にも死亡された場合に、被災労働者や遺族
を保護するための保険給付を行っています。

　労働保険は業種や事業規模を問わず、労
働者を一人でも雇っていれば加入しなけれ
ばならないこととなっています。
　加入手続きをされていない事業主の方
は、早急に手続されますようお願いします。
■お問合せ
ハローワーク宇部  雇用保険適用課
TEL0836-31-0164  部門コード21♯

加入資格・手続きについてのご質問をチャットでご回答
いたします。詳しくは下記のQRコード又はホームペー

ジからご確認ください。

山口県の最低賃金が
     引き上げられました

お知らせ
10月13日（木）から

時間額 円857
最低賃金は厚生労働省の特設サイトでチェック！

検索最低賃金制度

山口県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者（パート、アルバイト
等を含む）に適用されるとともに、使用者は、この金額よりも低い賃金で労働
者を使用することはできません。

山口労働局 宇部労働基準監督署 ハローワーク宇部

【改定前】

時間額 円888
【改定後】

発効年月日：2022年10月13日発効年月日：2021年10月1日

▶

国民年金基金

お問合せ

制度の詳細はこちらから

全国国民年金基金 山口支部
TEL 050-3665-0286
フリーダイヤル（県内専用）０１２０-６５-４１９２まで

ローゴ ヨイクニ

人生100年時代の
プラス年金‼

国民年金にゆとりをプラス‼
自分で入る公的な個人年金です

こ
れ
で
安
心
！

　セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ



D I G E S Tやまぐち
観光事業者支援窓口

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11月15日

宇部市の
経済ダイジェスト

卸売業

小売業

［令和4年9月］

人　口 人160,690

● 女性 人83,870● 男性 人76,820

●

●
輸　出
輸　入

百万円
百万円

8,813
74,083

世帯80,054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）

（59.6％）
（56.2％）

人
人

9,813
9,255

●

●
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

2,994,500
2,938,010

828,200
41,195,581

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） 　　　

1,933
714
274
1.60

97,027

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

（49.5％）
（49.1％）

人
人

9,047
8,975

●

●
東　　京→山口宇部
山口宇部→東　　京

SFJ
（55.0％）
（59.0％）

人
人

7,010
7,527

●

●
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

やまぐち
観光事業者支援窓口

山口県PR本部長
ちょるる■各種支援制度に関する相談

■各種助成等申請に向けた書類作成支援

山口県観光政策課内（県庁8階）
TEL 083-933-3245
E-mail:kankou-soudan@pref.yamaguchi.lg.jp

宇部商工会議所
TEL 0836-31-0251

＜窓口の設置に関するお問合せ先＞　山口県観光政策課総務企画班
　TEL：083-933-3175　E-mail：a16200@pref.yamaguchi.lg.jp

施設の経営に関するご相談にも応じます。

お気軽にご連絡ください。

支援内容

総合窓口

地域窓口

令和4年1月開設

各国の状況に応じて、一人当たり経済成長率を持続させる。特に後発開発途上国
は少なくとも年率７%の成長率を保つ。
高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、
技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。
生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重
視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中
小零細企業の設立や成長を奨励する。
２０３０年までに、世界の消費と生産における資源効率を漸進的に改善させ、先進
国主導の下、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組みに従い、経済成長
と環境悪化の分断を図る。
２０３０年までに、若者や障害者を含む全ての男性及び女性の、完全かつ生産的な
雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、並びに同一労働同一賃金を達成する。
2020年までに、就労、就学及び職業訓練のいずれも行っていない若者の割合を
大幅に減らす。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終らせるための緊急かつ効果的な
措置の実施、最悪な形態の児童労働の禁止及び撲滅を確保する。2025年まで
に児童兵士の募集と使用を含むあらゆる形態の児童労働を撲滅する。
移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、全
ての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。
2030年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観
光業を促進するための政策を立案し実施する。
国内の金融機関の能力を強化し、全ての人々の銀行取引、保険及び金融サービ
スへのアクセスを促進・拡大する。
後発開発途上国への貿易関連技術支援のための拡大統合フレームワーク（EIF）
などを通じた支援を含む、開発途上国、特に後発開発途上国に対する貿易のため
の援助を拡大する。
2020年までに、若年雇用のための世界的戦略及び国際労働機関（ILO）の仕事
に関する世界協定の実施を展開・運用化する。

7.

8.

9.

10.

a.

b.

目標８（経済成長と雇用）
働きがいも経済成長も

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の
安全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇
用（ディーセント・ワーク）を促進する

ＳＤＧｓの17のゴール ： 目標8の詳細

目標８を構成する１２個のターゲット

ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標／第12回ご存じですか？

●事業を始めたい
●新型コロナ対策の為の経営相談をしたい
●制度融資、助成金など資金調達をしたい
●プレミアム商品券事業に参加したい
●店舗の広告宣伝をしたい
●記帳・税務の指導を受けたい
●労働保険事務組合に加入したい
●専門家のアドバイスを受けたい
●福利厚生を充実したい  など

宇部市内で引き続き６ヶ月以上営業し
ている商工業の方や医療、教育、社会福
祉、専門サービス業（弁護士・税理士等）
の方であれば、規模・業種・本店・支店・営
業所を問わずご入会いただけます。
また、協同組合、公社、特定非営利活動
法人、宗教法人の方もご入会いただけ
ます。

入会
資格

年会費 ●法人企業
●個人企業
●団　　体

11,400円 ～
7,600円 ～

11,400円 ～

３口
２口
３口

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

（1口 3,800円）※入会金無料

●お問合せ
　宇部商工会議所 総務部  TEL31-0251

新入会員募集中
こんな事にお役に立てます
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無料専門相談／秘密厳守
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、下記お問合せ
先までご連絡ください。事前
予約を承ります。

行政書士・産業カウンセラー 山本 敦子

　文房具店や本屋の特設コーナーに老若男
女が足を止め、手帳を選ぶ季節になった。シ
ステム手帳に来年分のレフィルを綴じるとい
よいよ今年も残りわずかになったことを実感
する。今回は付箋シートを追加してみたところ、
なかなか重宝している。
　昨年、システム手帳のボールペンホルダー
がちぎれてしまった。１０年以上使ったので買
い替えようとしたところ、マニアックな店員さん
から、表紙は日本の有名な工房でなめした貴
重な革で今は同じ色の商品はない。できたら
修理をと勧められた。１０年前に言ってよ！そう
と知っていればもっと大事にしたのにと後悔
先に立たず。購入時の鏡のような光沢も今は
昔。こぼした飲み物で汚れた悲しい記憶もよ
みがえる。
　修理中は代替の表紙を無料で貸してくれる

のはさすが老舗の文房具店だが、慣れない
手触りに、手帳を忘れたのかと何回もドキッと
した。数日後、きれいに修理されて戻ってきた
ときには、今さらながらではあるが優しくク
リームを塗ってカバンに入れた。
　スマホでスケジュール管理やメモができる
にもかかわらず、今なお手帳を携帯している
日本人が多いのはなぜだろう。確かにスマホ
を起動させてスケジュールにたどり着くより手
帳を開くほうが速く、故障や電池切れ、電波状
況に煩わされることもない。このアナログなら
ではのスマートさはなかなか手放せるもので
はない。何よりも使い込んだ表紙や手書き文
字の日々の記録からそのときどきの等身大の
自分自身をたどることができる。
　言い換えれば、手帳は我 に々とってポケット
やバッグの中の小さな自分史なのかもしれない。

巷で噂の山口県民手帳、
割引パスポート付きで600円也

レノファ山口FC情報

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）

月 火 水 木 金 土 日

26 27

428 29 30

5 6 7

21 22 23 24 25

31 211
月
〜
12
月

■無料窓口相談日程（11月後半～12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。

11

16 17 1812 13 14 15

23 24 2519 20 21 22

1098

■相談時間は1時間程度です。　■予約の方を優先いたします。

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

●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）

●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

行事名開催日 場所/時間など

※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更になる場合があります。

■宇部商工会議所　12月15日（木）までのスケジュール

運輸港湾部会 視察研修会 松江市方面/19日まで
青年部次期正副会長会議 当所/19時～

当所（1級）、興産ビル（2・3級）第162回 簿記検定試験

11月18日（金）

11月20日（日）

11月25日（金）
11月28日（月）
11月30日（水）
12月1日（木）

12月2日（金）

12月3日（土）
12月13日（火）

青年部次期理事会 当所/19時～
11月24日（木） 青年部正副会長会議 当所/19時～
11月22日（火） 宇部市プレミアム付商品券交換締切日（中小店）

当所/11時～正副会頭会議・第741回 常議員会
宇部市プレミアム付商品券交換締切日（大型店）

当所/19時～青年部理事会
会員大会実行委員会 当所/15時～
宇部市プレミアム付商品券交換締切日（中小店）

ココランド山口宇部/9時～
当所/13時半～

理財部会 親睦ソフトバレーボール大会
女性会役員会

12月15日（木） 当所/14時～事業承継セミナー

まちかど
見・聞・録

山口ペイトリオッツ情報
試合日程（ホームゲーム）

開催日 開始時間 対戦相手 会場
１１月２６日（土） １５：００ ベルテックス静岡 ソルトアリーナ防府１１月２７日（日） １４：００
１２月１０日（土） １５：００ 立川スゥープス 俵田翁記念体育館１２月１１日（日） １４：００

対：岐阜スゥープス
対：さいたまブロンコス
対：トライフープ岡山

１０月８日（土）71－9０／９日（日）104－7０
１０月１５日（土）75－105／１６日（日）85－98
１０月２２日（土）110－115／２３日（日）73－10０

※観戦される場合は、事前に山口ペイトリオッツのＨＰ（https://patriots.co.jp）をご確認ください。

試合結果
第40節～42節

試合
結果

4１０月９日（日）
4１０月１５日（土）
4１０月２３日（日）

対：大宮アルディージャ
対：Ｖ・ファーレン長崎
対：ジェフユナイテッド千葉

1－2
1－0
1－3

今年も応援ありがとうございました。レノファ山口ＦＣは１０月２３日にJ２リーグ２０２２の
全日程を終了し、第16位と残念な結果に終わりました。

宇部市プレミアム付商品券

アンケートご協力のお願い

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。

TEL0836-37-2001［受付時間］平日9：00～17：00
●お問合せ：宇部市プレミアム付商品券発行事業事務局

　宇部市プレミアム付商品券事務局では、商
品券をご購入のご家庭（任意の1名の方宛て）
へ『「宇部市プレミアム付商品券」アンケート
調査用紙および返信用封筒』を送付いたしま
した。
　このアンケートは、商品券の利用実態を調
査し、地域経済への影響や効果を把握するこ
とを目的としていますので、ぜひご協力をお
願いいたします。
　なお、令和4年12月23日（金）（当日消印
有効）までにご回答いただいた方の中から抽

選で100名の方に「うべわくわく市場（ｈｔｔｐｓ
://ｕｂｅｉｃｈｉｂａ.ｊｐ/）」の商品5,000円相当を
贈呈させていただき
ます。
　また、参加店舗の
方へのアンケートも
実施いたしますので、
回答のご協力をお願
いいたします。

ちまた


