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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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　コロナパンデミック第６波の懸念が現実的
になり、現在感染拡大しているオミクロン変異
株は重症化しないと言われているものの、感
染力が強く全世界においても日本においても
急拡大している。昨年は第５波をほぼ終息さ
せ、新年においては日常を取り戻しつつある
中で２年ぶりの会合や新年懇親会等も予定さ

れていたが、色んな計画が急遽中止になりつ
つあり残念でならない。
　第６波に対する水際対策として空港検疫に
ついては万全を期していたと思うが、米軍基
地関連から市中感染が拡がった沖縄、山口、広
島は、従来の都市部から地方への感染とは別
のルートであり、抜け穴があったと言わざる得
ない。最初の３県に続き３１都道府県（1月27
日現在）にまん延防止等重点措置が発令され、
山口県においても全域に拡大された。
　諸外国においては１日当たりの感染者数が

数十万人単位であっても、既にピークアウトし
ているということで経済活動を回す方向に動
いている。日本においてもピークアウトの時期
が２月初旬と予想されているので、この原稿を
目にするときには大きく状況が変わっている
かもしれない。
　しかし、この変異株の感染力の凄さには驚
かされるばかりである。100年前のスペイン
風邪は1918年8月（大正7年）から1921年
7月（大正10年）にかけて流行した。世界人口
の4分の1に当たる5億人が感染し、死者数も

1,700～5,000万人と言われ、日本でも
2,380万人（当時の人口5,600万人）が感染
し、死者数も39万人に達したと言われている。
　当時の医療体制、ワクチンや経口薬の開発
スピード、感染防止体制とは比較にならない
が、今回のコロナウイルスパンデミックも３年
目に突入している。地球温暖化により氷河期
から北極圏に凍結された太古からの未知のウ
イルスの活動を危惧する学者もいる。今後も
ウイルスとの戦いと共存は続くのかもしれな
い。
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事業復活支援金のご案内
当所会員事業所を対象に事前確認を受け付けます

　新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けた中堅・中小・小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業主に対して、事業の継続・復活を支援し、事業規模に応じ
た給付金を支給する国の『事業復活支援金』の申請受付が始まりました。　
　宇部商工会議所では、会員事業所限定で申請に必要な『事前確認』を受け付けます。

申請要件に該当する当所会員事業所は、次の①から④の手順で事前確認の手続き及
び申請を行って下さい。
①事業復活支援金のHPよりアカウントの申請を行い
　「申請ＩＤ」を作成してください。
　※メールアドレスが必要です。
　※スマートフォン等からの操作も可能です。
②「申請ＩＤ」を取得後、本紙付録の『事前確認申込書・
　宣誓書』に必要事項をすべてご記入のうえ当所へ
　郵送してください。（窓口・メール・FAX不可）
　※個人情報を含む内容および新型コロナウイルス
　　感染拡大防止のため、郵送のみの受付といたします。
　　郵送先 ： 755-8558 宇部市松山町一丁目16-18
　　　　　   宇部商工会議所 中小企業相談所宛て
③当所より郵便物到着後、５営業日以内に確認電話をお掛けし、『事前確認通知（番号）』の
　発行をいたします。
④事前確認終了後、事業復活支援金サイトの『マイページ』より必要事項を入力および必
　要書類を添付のうえ申請を行ってください。
　※宇部商工会議所では事前確認を行いますが、申請希望者が給付対象であるかの判断
　　は行いません。また、事前確認の完了をもって給付対象になるわけではありません。
　※当所では申請のサポートは行っておりません。申請に関するお問い合わせは事業復活
　　支援金事務局へお願いいたします。

通常の申請について、次のサイトから給付額（申請額）のシミュレーションを行うことができ
ます。給付額については、申請いただいた後に所定の審査の上で確定いたし
ますので、本シミュレーションはあくまで参考用としてご利用ください。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/simulator/index.html

　※一時支援金又は月次支援金の既受給者は、作成済のアカウントを
　　活用可能です。改めて事前確認を受ける必要はありません。対 象 者 新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年11月から

2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月から
2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して５０％
以上又は３０％以上５０％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模
事業者、フリーランスを含む個人事業主）

対 象 月 2021年11月～2022年3月のいずれかの月
基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30％以上50％未満
減少した月であること

基 準 期 間 「2018年11月～2019年3月」
「2019年11月～2020年3月」
「2020年11月～2021年3月」 のいずれかの期間
対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月（基準月）を含む期間
であること

給 付 額 基準期間の売上高 － 対象月の売上高 × 5

申請期限は5月31日（火）

制度の概要

事前確認の受付 お申込みは本紙付録をご利用下さい！

■支援金上限額

■事業復活支援金のシミュレーション

●事業復活支援金事務局
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
TEL0120-789-140（携帯電話からもつながります）
 IP電話等からのお問合せ ： TEL03-6834-7593（通話料がかかります）
受付時間 ： 8時30分～19時（土日、祝日含む全日対応）

●申請サポート会場  （予約制）
会場 ： パルトピアやまぐち２Ｆ（山口市神田町1-80）
TEL0120-789-140（携帯電話からもつながります）
受付時間 ： 8時30分～19時（土日、祝日含む全日対応）

※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

売上高減少率

▲50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円

▲30%以上
50%未満

30万円 60万円 90万円 150万円

個人事業者 年間売上高※
1億円以下

年間売上高※
1億円超～5億円

法　人

本紙２面に申請の流れ、登録確認機関の詳細を掲載

年間売上高※
5億円超

申 請 方 法

お 問 合 せ

①事業復活支援金サイトよりアカウントの申請・登録（申請ID発行）
　を行う
②登録確認機関による事前確認を受ける
　※登録確認機関は、宇部商工会議所の他は事業復活支援金事務局
　　ＨＰより確認できます。
③事業復活支援金サイトより申請を行う



ご案内

宇部商工会議所

新入会員募集中！
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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。

事業復活支援金申請の流れ

事前確認を行う機関

①認定経営革新等支援機関
中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
②認定経営革新等支援機関に準ずる機関
●商工会議所 ●商工会 商工会連合会 ●中小企業団体中央会 ●農業協同組合 農業協同組合連合会 ●漁業協同組合 漁業協同組合連合会
●生活衛生同業組合 都道府県生活衛生営業指導センター ●商店街振興組合 商店街振興組合連合会 ●預金取扱金融機関
③上記を除く機関又は資格を有する者等
●税理士 税理士法人 ●中小企業診断士 ●公認会計士 監査法人 ●青色申告会連合会 青色申告会 ●行政書士 行政書士法人

宇部市内で引き続き６ヶ月以上営業
しておられ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
もご入会頂けます。

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

こんな事にお役に立てます
●事業を始めたい

創業に関する相談から事業計画書作成まで。平成14年
度から続く起業塾は多くの起業家を輩出しています。

●経営の相談をしたい
税務、労務、法律、情報化、人材育成、新型コロナウイル
ス対策など経営に関するあらゆる相談ができます。

●記帳・税務の指導を受けたい
記帳の仕方から年末調整、決算、確定申告手続きまで、
無料又は安価な手数料で指導が受けられます。

●専門家のアドバイスを受けたい
中小企業診断士、司法書士、税理士、社会保険労務士、
行政書士等、各分野の専門家に無料で個別相談ができ
ます。

●資金を調達したい
運転資金・設備資金等の調達に、無担保・無保証人の融
資や低利な政府系金融機関の融資が受けられます。

●スキルアップをはかりたい
新入社員教育や今求められるスキルを習得する内容の
講習会やセミナーを無料又は会員価格で受講できます。

●人脈を拡大したい
新規取引先開拓や同業種・異業種の方と交流できる場に
参加でき、地域の元気創出に参画できます。

●福利厚生を充実したい
万が一の事故やトラブルに備える各種保険をはじめ、団
体割引が適用される安価な保険など、安心の確保と福
利厚生の充実がはかれます。

●広告宣伝をしたい
お店紹介や新商品紹介、イベント告知など、会員限定の
無料・低コストでできる広告宣伝プランを利用できます。

●お問合せ
　宇部商工会議所 総務部  TEL31-0251
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当所での受付は816件　昨年１０月１２日から始まった山口県の「中小事業者デルタ株集中対策支援金」の受付が１
２月１７日をもって終了した。
　約２か月にわたる当所での申請受付の合計は８１６件。うち、当所会員事業所の申請は全体
の３６％を占める結果となった。（図①参照）
　申請事業所を業種別に分類すると建設業の申請が最も多く、次いで卸売業・小売業、サービ
ス業、漁業、製造業の順（図②参照）であった。なお、２０時以降営業している飲食店（時短要請
対象事業所）は、今回の支援金の対象外となっているため申請数は全体の２％に留まった。

会員
36％

サービス業
19％

学術研究・専門技術
サービス業

4％

不動産業・物品賃貸業
3％

建設業
25％

卸売業・小売業
21％

漁業
12％

製造業
6％

宿泊業・飲食サービス業
2％

その他
8％

非会員
64％

図① 図②

会員・非会員割合 申請事業所業種別割合

申請の36％は当所会員事業所
中小事業者デルタ株集中対策支援金
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3％

建設業
25％

卸売業・小売業
21％

漁業
12％

製造業
6％

宿泊業・飲食サービス業
2％

その他
8％

非会員
64％

図① 図②

会員・非会員割合 申請事業所業種別割合

申請の36％は当所会員事業所
中小事業者デルタ株集中対策支援金

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！

山口県商工会議所連合会
［お問合せ］

〒750-8513 下関市南部町21-19
TEL083-234-1104 FAX083-222-0099
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玉串を捧げる田中部会長
玉串を捧げる原田部会長

工事の安全を願い
例年開催している

商業部会レポート

安全祈願祭を開催 商売繁盛祈願祭開催

建設業部会レポート
今年一年の建設工事の無事を願って・・・ 商売繁盛と新型コロナ感染症終息を祈願

　１月１４日（金）、建設業部会（原田毅部会長／大栄建設
㈱）は恒例の安全祈願祭を琴崎八幡宮で開催し、杉下会頭、
古谷副会頭、渡邊専務理事を含む２４名が参列した。
　今年度より新型コロナウイルス感染症対策を取った上で
部会幹事が参加する通常の形式に戻しての参拝となった。
　本祈願祭は、建設工事の無事故と安全を願い例年開催し
ているもの。祝詞奏上の後、原田部会長と杉下会頭が玉串
を捧げ、参加者全員が御祓いを受け、今年１年の業務での
安全と無事故、コロナウイルス感染症の終息を祈願した。

　当所商業部会（田中敏夫部会長／（株）丸忠青果代表取締役）は、商売繁盛祈願祭を１
月７日（金）に開催した。本祈願祭は、商業部会が中心となって実施している新川市まつり
と縁の深い中津瀬神社にて行われ、部会関係者２０名が参列した。
　丸茂広知宮司による祝詞奏上の後、田中部会長、杉下会頭が玉串を捧げ、商売繁盛と
ともに新型コロナウイルス感染症の終息を祈願した。

山口県内商工会議所・商工会の会員事業所ならどなたでも参加できます

［こんな会員企業にお勧めします］

ホームページ・企業登録（エントリー）は

●販路を拡大したい ●製造・施工を請け負いたい ●事業提携をしたい
●仕入先を開拓したい ●外注先を開拓したい ●製品・技術を開発したい

ビジネスドラフトやまぐち

ご案内
厚生労働省 山口労働局からのご案内

「業務改善助成金
　　特例コース」新設

　山口県商工会議所連合会と山口県商工会連合会は、県内14商工会議所並びに20商工
会が連携し、地元中小企業の皆様に取引先や販路拡大など新たなビジネスチャンスを掴ん
でいただくことを目的に、オンラインを使ったマッチング支援を開始いたしました。
　エントリーいただいた事業所間で年間を通じて商談可能なWEBサイトの運営を行い、
業種や業態、規模などにかかわらず、県内の商工会議所・商工会会員企業の方ならどなた
でもご参加いただけます。
　エントリーから商談成立まで全て無料でご利用いただけますので、是非この機会に今ま
でお付き合いのなかった企業との出会いを見つけて下さい。

web版

ビジネスドラフトやまぐち

　新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中
小企業・小規模事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、
事業場内最低賃金（事業場で最も低い賃金）を30円以上引き上げ※、これから設
備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し､その費用の一部を助
成するものです。

●新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標
の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、
前年または前々年同期に比べ、30％以上減少している事業者
●令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上
引き上げていること（引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が
30円以内の事業場に限ります。）

※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、当該差額が支払われた場合は、
当該要件に該当するものと取り扱われます。

申請期限

A 生産向上等に資する
　設備投資等

機械設備※、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
※PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども対象

※「関連する経費」は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。

B 関連する経費※ 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

令和4年3月31日まで

■対象となる事業者（事業場）　以下の要件をいずれも満たす必要があります。

●就業規則等により※、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額と
することを定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること
●生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
※就業規則等がない場合は､「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。
※生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費（関連する経費）
がある場合は、その費用も支払うことが必要です。

■支給要件　以下の要件をいずれも満たす必要があります。

■助成対象　以下Aのほか、業務改善計画に計上されたBも助成の対象となります。

助成額 助成率最大100万円 3／４　※対象経費の合計額×補助率3／4

■助成額・助成率

［お問合せ・助成金申請窓口］ 山口労働局 雇用環境・均等室
〒753-8510 山口市中河原町6番16号 山口市地方合同庁舎２号館５階 TEL083-995-0390



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”
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イヤーエステサロン耳優

イヤーエステサロン 耳優

宇部市厚南北2丁目9-18 ラークハイツ厚南103号室
TEL：090-3638-5329
営業時間：10時30分～17時 (完全予約制)
定休日：不定休
駐車場：１台

この度、イヤーエステサロン耳優は4年間営業して
いたパークレーン宇部4階サロンから厚南サロン
へ2月5日に移転オープンいたしました。
新店舗は１階フロアで出入りもしやすく、足腰のご
不自由な方でもご来店しやすくなっております。
お子様からご年配の方まで男女問わずお耳掃除&
耳つぼマッサージを喜んでいただけると幸いです。
ホームページからのご予約お待ちしております。

（完全予約制サロン）

会 員
P R 宇部市厚南へ移転

のお知らせ

ご案内
会員・市民生活に根ざしたICTスマート化を推進

宇部商工会議所パソコン教室

◉月・木・土／９：００～１８：００ ◉火・水・金／９：００～２０：３０ ●定休日 ： 日曜日・祝日

初
心
者

 

大
歓
迎
!●弥生会計22講座 ●CAD入門講座 ●エクセル講座

●ワード講座 ●パワーポイント講座 ●ホームページ作成講座
●デジカメ入門講座 ●iPhone・iPad・iPad mini講座
●日本商工会議所PC検定対策
●日本商工会議所簿記検定対策 など

ビジネスや趣味に活かせる講座をたくさんご用意！

■機器使用料 ： 200円（50分）※宇部商工会議所会員は無料
■教室維持費 ： 1,400円（1ヶ月）

■授業料 ： １回（50分）１，０００円（税込）

入会金無料 ・ オリジナルテキスト無料 ・ 無料駐車場あり

安心の
月謝制

ご案内 ご案内

開催のお知らせ
＠新川市まつり

新川マルシェ２０２２

●お申込み・お問合せ／宇部商工会議所 中小企業相談所 TEL31-0251

掛金月額

掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内
（500円単位）で自由に選択できます。

税法上の取扱い

掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金
控除として、課税対象となる所得から控除でき
ます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除
できます。
なお、掛金は、共済契約者ご自身の収入の中か
ら払い込んでいただきますので、事業上の損金
または必要経費には算入できません。

掛金が全額所得控除でき、節税にも大変有利です！

中小企業基盤整備機構
中国本部より木製の感謝状をいただきました。

宇部商工会議所青年部

　例年５月５日に開催される新川市まつりの中で、今年もマルシェを開催する
運びとなりました。本イベントは新型コロナウイルスの感染拡大により、２年連
続の中止を余儀なくされましたが、令和４年度はこれまでのように盛大に開催
できることを目指して企画を進めています。
　本年のマルシェは、商いの交流を通じて「中心市街地の活性化」を目指し、
「参加・体験型多世代交流」に資することを目的として、来場者が参加できる
様々なブースの設置などを企画しております。
　出店者募集・要項などの詳しい内容は、詳細が決まり次第ホームページまた
は会報にてお知らせいたします。

５月５日（木・祝） ※雨天決行
※新型コロナウイルスの感染拡大状況により急遽中止になる場合が
ございますので、募集要項等は改めてご案内いたします。

期日

常盤通り（国道１９０号特設ゾーン）場所

市内を中心とした飲食店、作家作品の販売、職業体験など内容

宇部商工会議所 青年部事務局
TEL３１-０２５１（担当／重原・小河原）

お問合せ

経営者の退職金制度

小規模企業共済

宇部市中央町１丁目７-２３ 宇部センタービル１F
TEL３９-８６００（教室直通）

お問合せ・お申込み

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12月］

人　口 人161,784

● 女性 人84,453● 男性 人77,331

●

●
輸　出
輸　入

百万円
百万円

8,728
50,655

世帯79,672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）

（67.2％）
（50.4％）

人
人

9,133
6,761

●

●
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

3,493,108
3,750,738

427,700
42,414,338

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） 　　　

1,971
548
260
1.88

81,820

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

（53.3％）
（42.8％）

人
人

10,743
8,558

●

●
東　　京→山口宇部
山口宇部→東　　京

SFJ
（61.9％）
（58.0％）

人
人

8,634
16,195

●

●
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

未来革新の起こし方

　人がつながる組織をつくるには、三つの壁を超
えていくことが必要です。第一の壁は、本音が言
えない、対話ができないという壁。第二の壁は、対
話ができても、目の前の仕事は変えられないとい
う意識の壁。そして最後の壁は、目の前の仕事は
どうにかできても、未来へ踏み出す思いや勇気
が湧いてこないという壁。これらの壁を超えていく
ことを順に、関係革新、仕事革新、未来革新と呼
んでいます。今回は、未来革新の起こし方につい
て紹介します。
　仕事革新に向けた対話を重ねていくと、自分
たちの仕事の未来に大きな影響を与える要因も
見えてきます。人口減少、高齢化、地方再生、イン
フラの老朽化など、日本社会の未来は本当に大
丈夫なのか。５Ｇ、ＡⅠ、ＤⅩなどの新たな技術に、
自分たちも対応できるのか。環境問題、自然災害
を含むＳＤＧｓと、どう向き合えばいいのか。
 そんな漠然とした不安を多くの人たち、企業は
持っていると思います。ただ、目の前の仕事を維

持することで精一杯で、未来のことにまで考えが
及ばない、自分事に引き寄せられないという人、
企業も多いと思います。どうしたらよいのでしょう
か。
　三つのステップで、取り組みを考えてください。
最初に、未来洞察、未来の変化をみんなで切り
取り、その意味と影響をみんなで対話するという
セッションを実施してみてください。各人が気にな
る未来の変化を持ち寄る。これらの未来の変化
が、自分たちの生活や仕事、事業や組織の在り
方に与える影響を出し合ってみる。その上で、今
から準備することがないか、一緒に考えてみる。
解決策を出すことが目的ではなく、未来への感度
を上げ、身近なものに引き寄せていく力を取り戻
すことが目的です。この対話を繰り返すと、だんだ
ん未来の情報をキャッチする力が上がっていきま
す。
　次に、社会課題起点でビジネスを発想してみ
る。既存ビジネス起点で、できること、できないこと

を考えるのではなく、社会課題起点でこれからの
世の中が本当に必要とするものを考えてみる。特
に、この人たちの問題を解決したい、この人たち
の幸せを実現したいという視点で、何かできない
かを対話してみる。そうした対話を重ねていくと、
みんなの目線が高まり、視野が広がり、自分たち
が未来に向けて本当にやるべきこと、やりたいこ
とが見えてきます。
　そこまで来たら最後に、どうやったら実現でき
るか、みんなでアイデアを出し合ってみる。自分た
ちの技術や力だけでは実現できないものでも、他
部署や他組織、外部の力を借りて一緒にやれば
できることがある。どう働き掛けるか、どうつながり
をつくるか、そうしたことを継続的にできるための
仕掛けや仕組みができないかを考えてみる。
　こうしたセッションを通じて、「未来はみんなで
つくり出すもの」という感覚が広がったとき、組織
は力強く未来へ動き出していきます。

ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標／第4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。

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の促進、持
続可能な森林の経営、砂漠化への対処ならびに土地
の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止す
る

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進
し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あら
ゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的
な制度を構築する

Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
の
17
の
ゴ
ー
ル（
目
標
）の
詳
細（
14
〜
17
）

持続可能な開発のために、海洋・海洋資源を保全し、持
続可能な形で利用する

目標14（海洋資源）
海の豊かさを守ろう

目標15（陸上資源）
陸の豊かさも守ろう

目標16（平和）
平和と公正をすべての人に

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グロー
バル・パートナーシップを活性化する

目標17（実施手段）
パートナーシップで目標を達成しよう
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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12月］

人　口 人161,784

● 女性 人84,453● 男性 人77,331

●

●
輸　出
輸　入

百万円
百万円

8,728
50,655

世帯79,672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）

（67.2％）
（50.4％）

人
人

9,133
6,761

●

●
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

3,493,108
3,750,738

427,700
42,414,338

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） 　　　

1,971
548
260
1.88

81,820

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

（53.3％）
（42.8％）

人
人

10,743
8,558

●

●
東　　京→山口宇部
山口宇部→東　　京

SFJ
（61.9％）
（58.0％）

人
人

8,634
16,195

●

●
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

未来革新の起こし方

　人がつながる組織をつくるには、三つの壁を超
えていくことが必要です。第一の壁は、本音が言
えない、対話ができないという壁。第二の壁は、対
話ができても、目の前の仕事は変えられないとい
う意識の壁。そして最後の壁は、目の前の仕事は
どうにかできても、未来へ踏み出す思いや勇気
が湧いてこないという壁。これらの壁を超えていく
ことを順に、関係革新、仕事革新、未来革新と呼
んでいます。今回は、未来革新の起こし方につい
て紹介します。
　仕事革新に向けた対話を重ねていくと、自分
たちの仕事の未来に大きな影響を与える要因も
見えてきます。人口減少、高齢化、地方再生、イン
フラの老朽化など、日本社会の未来は本当に大
丈夫なのか。５Ｇ、ＡⅠ、ＤⅩなどの新たな技術に、
自分たちも対応できるのか。環境問題、自然災害
を含むＳＤＧｓと、どう向き合えばいいのか。
 そんな漠然とした不安を多くの人たち、企業は
持っていると思います。ただ、目の前の仕事を維

持することで精一杯で、未来のことにまで考えが
及ばない、自分事に引き寄せられないという人、
企業も多いと思います。どうしたらよいのでしょう
か。
　三つのステップで、取り組みを考えてください。
最初に、未来洞察、未来の変化をみんなで切り
取り、その意味と影響をみんなで対話するという
セッションを実施してみてください。各人が気にな
る未来の変化を持ち寄る。これらの未来の変化
が、自分たちの生活や仕事、事業や組織の在り
方に与える影響を出し合ってみる。その上で、今
から準備することがないか、一緒に考えてみる。
解決策を出すことが目的ではなく、未来への感度
を上げ、身近なものに引き寄せていく力を取り戻
すことが目的です。この対話を繰り返すと、だんだ
ん未来の情報をキャッチする力が上がっていきま
す。
　次に、社会課題起点でビジネスを発想してみ
る。既存ビジネス起点で、できること、できないこと

を考えるのではなく、社会課題起点でこれからの
世の中が本当に必要とするものを考えてみる。特
に、この人たちの問題を解決したい、この人たち
の幸せを実現したいという視点で、何かできない
かを対話してみる。そうした対話を重ねていくと、
みんなの目線が高まり、視野が広がり、自分たち
が未来に向けて本当にやるべきこと、やりたいこ
とが見えてきます。
　そこまで来たら最後に、どうやったら実現でき
るか、みんなでアイデアを出し合ってみる。自分た
ちの技術や力だけでは実現できないものでも、他
部署や他組織、外部の力を借りて一緒にやれば
できることがある。どう働き掛けるか、どうつながり
をつくるか、そうしたことを継続的にできるための
仕掛けや仕組みができないかを考えてみる。
　こうしたセッションを通じて、「未来はみんなで
つくり出すもの」という感覚が広がったとき、組織
は力強く未来へ動き出していきます。

ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標／第4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。

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の促進、持
続可能な森林の経営、砂漠化への対処ならびに土地
の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止す
る

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進
し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あら
ゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的
な制度を構築する

Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
の
17
の
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ー
ル（
目
標
）の
詳
細（
14
〜
17
）

持続可能な開発のために、海洋・海洋資源を保全し、持
続可能な形で利用する

目標14（海洋資源）
海の豊かさを守ろう

目標15（陸上資源）
陸の豊かさも守ろう

目標16（平和）
平和と公正をすべての人に

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グロー
バル・パートナーシップを活性化する

目標17（実施手段）
パートナーシップで目標を達成しよう
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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）

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）

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

5 6

137 8 9

14 15 16

28 1 2 3 4

1210 112
月
〜
3
月

■無料窓口相談日程（2月後半～3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。

20

25 26 2721 22 23 24

1 2 328 29 30 31

191817

■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

手荷物のX線検査モニター
かなりはっきり、 ちょっとどきどき

　随分久しぶりに飛行機を利用することにな
り羽田空港の保安検査場に並んだ。どんなに
空の旅が好きでも保安検査場の通過が楽し
い旅行客はいないと思う。コートや上着を脱ぎ
（上着の下が下着の場合は脱げない釈明を
し）、お世辞にもきれいとは言えない検査用の
かごに押し込み、脱いだブーツをトレイに載せ、
ビニールスリッパでペタペタと歩くと格付けチ
ェックの二流芸能人が頭に浮かぶ。もちろん安
全第一！ここを過ぎれば大空が待っていると自
分に言い聞かせて粛 と々検査を受ける。
　考えてみると近頃は他人と共用のスリッパ
を履く機会はめったにない。ビジネスホテルを
予約するときにも使い捨てのスリッパがアメ
ニティにあるかどうか確認する。外国人のよう
に外を歩いた靴のままベッドに上がる気には

到底なれないが、スリッパとはいえ他人と同じ
履物を履くことに感じる抵抗感は外国人並み
になってきた。
　もともとスリッパは外国人が日本の家屋に
入る際に靴の外側に履くように日本人が考案
したもので、それを日本人が素足や靴下で履
くようになったのは家屋内の畳面積が減って
きたことと関係がありそうだ。この日本生まれ
の「左右同じ・平面底・かかと無し」スリッパを
国際的にしたのがこれまた飛行機。機内座席
用にはソックスを配っていた外国の航空会社
が現在はスリッパもアメニティに採用している
ことがある。
　共用はしたくないがリラックスにはぴったり
のスリッパ。実は映画鑑賞や音楽鑑賞にもも
ってこいなのでこっそりお試しあれ。

※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

対　　象
開設期限
受付時間

対　　象
開設期限
受付時間

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

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

新型コロナ感染拡大防止のため完全予約制

『インターネット申込』

●詳細は・・・・・ 検索日本公庫

ご案内

が便利です！

事業資金のお申込みは

日本政策金融公庫（国民生活事業）

お申込みはネットで完結！来店・郵送は不要
郵送に比べお手続きがスピーディーに完了！

POINT

1

24時間 365日 いつでもお申込みが可能
POINT

2
新たな機能を追加し利便性が向上
●お申込み時に必要な書類はアップロードして提出することができます。
●入力途中の情報を一時保存して、手続きを中断・再開することができます。

POINT

3

事業資金 申込受付操作方法 説明動画

お問合せ／日本政策金融公庫 下関支店（国民生活事業）
〒750-0016 下関市細江町２-４-３ TEL０８３-２２２-６２２５

所得税申告・消費税申告
有料相談コーナー開設中


