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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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　このコラムが皆様方の目にふれる時には随分時
代遅れになりますが、記述している今は北京冬季
オリンピックのほぼ閉幕前（2月19日）です。日本
選手の活躍について、感じたことを書き連ねてみ
たい。
　大谷選手の二刀流になぞらえ女子スピードスケ
ートの高木美帆選手は、短距離から中・長距離まで
こなすオールラウンダーであり、今回は5種目にエ
ントリー（それ自体がクレイジーであり驚異的）し、

どの種目においてもメダル候補と言われていた。
　最初の3000ｍこそ6位入賞に留まったが、次
の1500mは“失意の銀”、次の500mは“思いが
けない銀”、次の団体パシュートは“悔しい銀”、そし
て最後の1000mは“歓喜の金”となり、初めからこ
ういうストーリーだったのかなと思ってしまう。
　金メダルには歓喜しかないが、銀メダルや銅メ
ダルには同じメダルでも満面の笑みがあったり、悔
しい思いがあったりする。一番になりたい希望はあ
っても、一番にならなければならない理由はない。
　スノーボードハーフパイプの平野歩夢選手は、
前人未踏の演技ルーチンを2回完璧にこなして文
句なしの金メダルを獲得し、子供の時の夢がひと

つ叶ったと静かに応えていた。
　羽生結弦選手は、インタビューで「9歳の僕が4
回転アクセルを跳べと囁くんですよ。失敗に終わ
ったけど跳んだあとはよくやったと褒めてくれた」
と楽しそうに話していた。
　ほかにも、メダルには届かず失敗したけど大技
に果敢に挑戦した選手に他選手が駆け寄り敬意を
表したり、メダル獲得者にハグする姿を見るとなん
とも清々しい気持ちになり、これこそがスポーツマ
ンシップなんだと思った次第。
　もうひとつ、コーチとの信頼関係も選手が個々
の持てる力を発揮する重要な要素であると思った。
高木選手が金メダルを獲った時にはヨハンコーチ

がコロナ感染から復帰していたので、精神的な支
えとして大きかったように思う。
　スポーツはやはり競技を行う選手が主役だ。コ
ーチや監督、まして国家はそれをサポートする存
在にすぎないはずだが、メダル至上主義になると
本末転倒な行いや考え方が出てくるわけで、その
犠牲になるのは選手であることを我々は忘れては
いけない。
　カーリング女子は決勝戦に進んだ。藤澤五月選
手の手首には「私は優れたカーリング選手である、
私は自信がある、楽しもう！」と書かれている。是非
プレーを楽しんでほしい。決勝戦に進むだけでも
大したもんだ。

雑 感
杉 下 秀 幸

レポート 2021年度永年継続会員・永年勤続従業員表彰

おめでとうございます

永年継続会員被表彰事業所 順不同・敬称略

　令和４年１月２７日（木）会員表彰式を
COCOLAND宇部にて挙行した。
　宇部商工会議所会員として貢献してきた
永年継続会員（入会期間３０年）並びに宇部
市内の企業で長年勤め、宇部市の産業発展
に貢献した永年勤続従業員（１５年／２０年
／２５年／３０年）を表彰した。
　式典当日は、篠﨑市長、河崎議長を来賓
として迎え、関係者約３０名が出席。杉下会
頭より被表彰者への謝辞の後、永年継続会

員６社と永年勤続従業員５８名の栄誉を讃
えて表彰状及び記念品が授与された。
　被表彰者を代表して株式会社宇部日報
社の水谷美香氏が「受賞者一同、本日の感
激を忘れることなく、決意を新たにして、宇
部地域の発展に努力する覚悟である」と謝
辞を述べた。
　永年継続会員、永年勤続従業員被表彰者
は次のとおり。

（株）宇部日報社の水谷美香氏による代表答辞表彰を受ける藤村雄一氏（（有）テクノ精密 代表取締役社長）

●勤続30年以上（14事業所22名）
宇部興産(株)宇部ケミカル工場：松田正義／宇部興
産(株)宇部藤曲工場：高橋章／宇部興産海運(株)：井
上裕二／(株)宇部日報社：津村香代子／(株)宇部日
報社：水谷美香／宇部マテリアルズ(株)：木原浩／宇

部マテリアルズ(株)：熊田修一／新光産業(株)：渡辺
大翁／新光産業(株)：大田義文／新光産業(株)：国光
賢一郎／チタン工業(株)：森英昭／チタン工業(株)：
長谷川一道／(株)東商セントラル宇部支社：竹内隆
幸／双葉産業(株)：林健治／防長商事(株)：杉野宏子
／防長商事(株)：藤永実／村田建設(株)：中山隆市／
村田建設(株)：国本浩／山機運輸(株)：河口雄二／山
口興産(株)：浜村英治／(株)UBE科学分析セン
ター：原智之／(株)UBE科学分析センター：野口幸
弘

●勤続25年以上（7事業所12名）
(株)宇部興産総合サービス：吉本真理子／新光産業

(株)：北岡新吾／(株)中電工宇部営業所：奥田宏志／
双葉産業(株)：福江政子／双葉産業(株)：六谷治／双
葉産業(株)：平野広宣／双葉産業(株)：井村伸子／防
長商事(株)：國利恭太／(有)山下工業所：柳瀬光明／
(有)山下工業所：桑原靖英／理想科学工業(株)宇部
工場：川崎裕治／理想科学工業(株)宇部工場：阿波
村裕二

●勤続20年以上（9事業所9名）
(株)伊東工作所：正木亮一／(株)宇部日報社：濱田章
文／宇部流通サービス(株)：福島貴和／(株)坂本鉄
工所：立石賢治／西部ロジックス(株)：青木浩治／
(株)中電工宇部営業所：村田修一／(株)ノア：有田知

代／村田建設(株)：坂牧恵子／山口興産(株)：小杉晃
一

●勤続15年以上（8事業所15名）
(株)伊東工作所：佐々井大介／ウベパッケージ(株)：
来原保子／ウベパッケージ(株)：羽野恵／(株)坂本
鉄工所：住吉英昭／(株)坂本鉄工所：寺本由美子／
新光産業(株)：松永勝／双葉産業(株)：廣繁文人／双
葉産業(株)：高市幸子／防長商事(株)：山本智弘／防
長商事(株)：清水宏一／山機運輸(株)：前田洋輔／山
機運輸(株)：中居剛／山機運輸(株)：金重陽子／ヤマ
サンガス(株)：村木隆行／ヤマサンガス(株)：武波千
明

永年勤続従業員被表彰者 順不同・敬称略

●入会30年（6事業所）
(株)エス・イー・ディー／エトルリア宇部／(株)沖村
建設／(有)テクノ精密／天くに／ベラミ美容室

ご案内『中小事業者オミクロン株集中対策支援金』の
申請受付中！申請期限は4月28日（木）

①県内に事業所を有する中小企業者等
②県内まん延防止等重点措置により、令和４年２月の月間事業収入が、
　2019年、2020年若しくは2021年（以下、「基準年」という）の同
　月比で、30％以上減少していること
③令和４年の年間事業収入見込額が、基準年の年間事業収入より減少
　見込みであること

　山口県では、まん延防止等重点措置（令和4年2月・県内全域対象）によ
り、影響を受けた県内中小事業者の事業継続を支援する事を目的に『中
小事業者オミクロン株集中対策支援金』の申請受付を行っています。

１事業者当たり　法人２０万円／個人１０万円

次の要件の
全てを満たす方

※複数の事業所を運営している場合も1事業者分となります。
支援金の対象者 支援金額

中小事業者オミクロン株集中対策支援金事務局
〒753-8799 山口中央郵便局留
または、個人は住所地、法人は本店所在地の商工会議所・商工会

中小事業者オミクロン株集中対策支援金事務局
TEL 083-942-0310（平日9：00～17：00）
URL https://yamaguchi-jigyoukeizoku.com/

申請書の提出先

お問合せ

制度の詳細は本紙付録をご覧ください
【重要】 第４期・飲食店等への営業時間短縮要請(令和４年２月１日(火)～令和4年２月20日
　　　 (日))の対象事業者は対象外
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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。

宇部市への要望に対する回答を受理
新型コロナウイルス感染症対策等１2項目レポート

　紙面の都合上、重点要望についての回答のみを掲載いたします。全要望内容並びに回答の全文につきまし
ては、当所ホームページ（https://www.ubecci.or.jp）に掲載しておりますのでご高覧ください。

　昨年と比較して、新型コロナウイルス感染拡
大は収まっているものの、第６波の懸念など未
だ先行きが見通せない状況です。また、コロナ
禍は現在も市内経済に多大な影響を及ぼして
おり、大企業に比べて財政基盤がぜい弱な中
小企業・小規模事業者の業況は回復しておら
ず、未だ業績改善の兆しは見えておりません。
　また、２０２１年版中小企業白書においてコ
ロナ禍がいかに中小企業の業況を悪化させた
かが業種別に下記のとおりグラフ化されてい
ますが、特に宿泊業や飲食業でコロナ禍が経
営に大きなダメージをもたらしていることが顕
在化しております。
　そこで、今後、第６波が到来し、市内事業者に
深刻な影響が及んだ場合や新型コロナウイル
スの影響が更に長期化した場合、国・県の支援
策とは別に次記のような宇部市独自の事業者
向け支援策を早急に実現・実施をお願いします。
①宇部市独自の事業継続支援金
②飲食・宿泊業の需要を喚起する「食のイベン
　ト」の実施に係る補助金の創設
③プレミアム商品券発行事業
④中小・小規模事業者等総合相談窓口の設置
⑤国の施策とは別の小規模事業者向け事業再
　構築補助金
⑥市制度融資の借り換え円滑化支援
⑦市独自のコロナ対策融資制度の設置
⑧市制度融資の利子補給制度の設置

A／コロナ禍における市内の中小企業等の事
業継続への支援としては、本市独自の制度で
ある、中小事業者新生活様式対応支援補助金、
飲食店応援支援金、時短要請支援金などを交
付してきました。さらに、プレミアム付商品券
発行により、売上が減少した市内店舗を支援し
てきたところです。
　今後も、新型コロナウイルス感染症の拡大
状況や市内経済の状況、国の経済対策を注視
しながら、事業者向けの支援制度を検討して
いきます。（担当／商工振興課）

　本年度は、当所ワクチン集団接種の実施に
当たり、使用ワクチンの確保や接種会場のオ
ペレーションのご教示など、多大なるご協力を
頂きありがとうございました。お陰を持ちまし
て、第１回目９２４名、第２回目９１８名の接種を
終えることができました。
　報道にもありますように、第３回目のワクチ
ン接種が進められる中で、当所としても第３回
目の集団接種に取り組み、地域の経済活動の
停滞を回避したいと考えております。そこで、
当所独自で第３回目の集団接種を実施する際
は、ワクチンの確保に関して今般同様のご配慮
を賜りますようお願いします。

A／初回接種（１回目・２回目）の際は、貴所独
自の集団接種を実施していただき大変感謝し
ています。 
　現在、感染力が非常に強いオミクロン株が
猛威を振う中、２回目接種者のワクチン効果を
高い状態に維持するために、令和３年１２月か
ら３回目の追加接種を実施しています。この追
加接種は、１８歳以上で、２回目の接種を完了
した日から原則８か月以上経過した方が対象
となっており、本市では、この基準に沿って追
加接種を進めていくこととしています。 
　今後も、感染拡大防止に向け、接種を希望
される全ての方がスムーズに接種できるよう、
県との緊密な連携により、新型コロナワクチン
の確保に取り組んでいきますので、引き続き、
ご協力をお願いします。（担当／新型コロナウ
イルス感染症医療対策室）

　中心市街地のにぎわい創出拠点として寄与
してきた「常盤町１丁目スマイルマーケット（ト
キスマ）」が令和３年６月２９日をもって閉店し
ました。市民の有志の方から寄付をいただき、
貴市が取得された旧山口井筒屋宇部店ですが、
市議会の審議結果を踏まえてゼロベースで現
在、検討されております。令和４年３月には利
活用計画が策定され、中心市街地の拠点とし

て機能するためにはあと４～５年は必要と思わ
れます。
　現在、宇部市新庁舎１期棟新築工事が令和
４年２月末の完成に向けて進められており、同
時進行的に常盤通りを中心に「居心地がよく
歩きたくなる」まちなかの形成を目指し、歩道
や副道の一部を活用した「ウォーカブル」なま
ちづくりに取り組んでおられるところです。
　そこで、市庁舎の建替えや中心市街地にお
けるコア拠点の整備が完了するまでの間、市
民に常盤通りの魅力を再認識してもらうため
のイベントについて助成をお願いいたします。

A／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。
　また、「ウォーカブル」なまちづくりに向けた
本市初の取組として令和３年度にまちなかイ
ベント実行委員会が主催した社会実証実験イ
ベント「ときわいこっと」では、本市も共催し、
多くの人に楽しんでいただいたところです。
　引き続き、中心市街地のにぎわい創出を図
るため、「宇部市まちなかイベント支援事業補
助金」の対象エリアの見直しを行うなど、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）

　新型コロナウイルス感染拡大の防止から、
宇部市の三大行事である新川市まつり、花火
大会、宇部まつりは中止あるいは大幅に規模
を縮小して開催することを余儀なくされました。
殊に、新川市まつりと花火大会の開催経費の
大部分は企業協賛により賄われており、来年度、
コロナが終息し通常開催が可能となった場合、
大幅な企業協賛の減少が見込まれます。
　そこで、新川市まつり及び花火大会における
貴市からの助成金の拡充をお願いいたします。

A／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が、令和３年
度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点から中止となりました。
　令和４年度は引き続きまつりの魅力向上と、
観光客増加を目指し、新型コロナウイルス感
染症へ対応した上での開催に向けて、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）

　宇部商工会議所では小規模事業者等の事
業継続を強固に支援するために、令和３年３月
に中小企業強靭化法に基づく「事業継続力強
化支援計画」の認定を受け、現在、「経営発達
支援計画」を貴市と共同で作成し、今秋、計画
を申請したところです。
　そこで、市内中小企業等の事業継続を図る
ために次記支援策の創設をお願いいたします。
①小規模事業者等が事業継続力強化計画を
　策定するための専門家の派遣
②小規模事業者等が経営革新、生産性向上等
　の新たな試みに対しての助成金の創設（機
　械設備等についてはリースではなく取得も
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Ａ／市内中小事業者が、事業継続力強化計画
をはじめとした事業を継続していくための
様々な計画を策定するための支援として、令
和３年１１月に「中小企業強靭化法セミナー」
を開催しました。
　また、事業継続に係る費用については、引き
続き中小企業事業継続支援事業において、生
産性向上等に係る費用については、中小企業Ｉ
ＣＴ導入促進事業において支援していきます。
　なお、設備等については、国の事業再構築
補助金を活用できますので、改めて補助金の
活用について情報提供に取り組んでいきます。

（担当／商工振興課）

　当所では、地域の発展並びに中小企業の活性化等のために、国・県・市等行政機関や関係機
関に対して各種陳情・要望を続け、実現を目指しております。
　昨年１２月２日に、杉下会頭が篠﨑市長に当所各部会で集約した令和３年度の要望事項を
手渡し、この度その回答をいただきましたのでご報告いたします。

新型コロナウイルス感染症対策

中心市街地の魅力・にぎわい創出

地域経済・雇用を支える地元企業の発展

受講者募集
令和4年度社会人として必要なマナーとは…

新入社員研修
日時

会場 本年のテーマ
令和4年４月8日（金）１３：３０～１7：0０

ときわ湖水ホール （宇部市沖宇部２５４）

会員 3,000円／非会員 6，000円

講師
西 村 公 孝 氏ヒューマンリソース　代表

受講料

70名
定員

お問合せ・お申込み
宇部商工会議所 中小企業相談所
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　この度当所では、令和２年度以降新たに入社された方を対象に「新入社員研修」を
開催いたします。本研修では、仕事を遂行する上で求められる知識・スキルや礼儀・ビジ
ネスマナーなど、ビジネスパーソンとしての基礎を身に付けてもらうことを目的として
おります。新型コロナウイルス感染対策を十分実施し開催いたしますので、是非この
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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。

宇部市への要望に対する回答を受理
新型コロナウイルス感染症対策等１2項目レポート

　紙面の都合上、重点要望についての回答のみを掲載いたします。全要望内容並びに回答の全文につきまし
ては、当所ホームページ（https://www.ubecci.or.jp）に掲載しておりますのでご高覧ください。

　昨年と比較して、新型コロナウイルス感染拡
大は収まっているものの、第６波の懸念など未
だ先行きが見通せない状況です。また、コロナ
禍は現在も市内経済に多大な影響を及ぼして
おり、大企業に比べて財政基盤がぜい弱な中
小企業・小規模事業者の業況は回復しておら
ず、未だ業績改善の兆しは見えておりません。
　また、２０２１年版中小企業白書においてコ
ロナ禍がいかに中小企業の業況を悪化させた
かが業種別に下記のとおりグラフ化されてい
ますが、特に宿泊業や飲食業でコロナ禍が経
営に大きなダメージをもたらしていることが顕
在化しております。
　そこで、今後、第６波が到来し、市内事業者に
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A／コロナ禍における市内の中小企業等の事
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ある、中小事業者新生活様式対応支援補助金、
飲食店応援支援金、時短要請支援金などを交
付してきました。さらに、プレミアム付商品券
発行により、売上が減少した市内店舗を支援し
てきたところです。
　今後も、新型コロナウイルス感染症の拡大
状況や市内経済の状況、国の経済対策を注視
しながら、事業者向けの支援制度を検討して
いきます。（担当／商工振興課）

　本年度は、当所ワクチン集団接種の実施に
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ら３回目の追加接種を実施しています。この追
加接種は、１８歳以上で、２回目の接種を完了
した日から原則８か月以上経過した方が対象
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県との緊密な連携により、新型コロナワクチン
の確保に取り組んでいきますので、引き続き、
ご協力をお願いします。（担当／新型コロナウ
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化支援計画」の認定を受け、現在、「経営発達
支援計画」を貴市と共同で作成し、今秋、計画
を申請したところです。
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　の新たな試みに対しての助成金の創設（機
　械設備等についてはリースではなく取得も
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をはじめとした事業を継続していくための
様々な計画を策定するための支援として、令
和３年１１月に「中小企業強靭化法セミナー」
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　また、事業継続に係る費用については、引き
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産性向上等に係る費用については、中小企業Ｉ
ＣＴ導入促進事業において支援していきます。
　なお、設備等については、国の事業再構築
補助金を活用できますので、改めて補助金の
活用について情報提供に取り組んでいきます。
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令和4年度 宇部商工会議所 生命共済制度還元事業

35歳以上の被保険者（本人）であれば、同協会の「生活習慣病予防健診」を受診することができま
す。ご利用の際は、宇部興産中央病院（0836-51-9222）までお申し込みください。

土曜・日曜・祝日は休診

宇部市大字西岐波750番地 TEL51-9222宇部興産中央病院健診センター
4月1日（金）～9月30日（金）

Ａコース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Bコース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｃ・Ｄ・Ｅコース・・・・・・・・・・・

50名
150名

各20名 計60名

30名
30名

Fコース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Gコース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2021年度までの会議所会費を完納されている会員事業所
本紙付録の申込書①、②に必要事項をご記入のうえ、5月30日（月）必着にて、
お申し込みください。

■健診料金（お一人様）

●全国健康保険協会（協会けんぽ）にご加入の事業所様

単位：円

単位：円

単位：円

Aコース
健診（血液検査あり） Ａコースは法定健診ではありません。

※心電図等の項目の省略や判断は、個々の労働者ごとに医師の診断が必要です。

9,900 8,900 7,900

法定健診（血液検査あり） 法定項目を全て含みます。 12,100 11,100 10,100

Cコース
人間ドック半日コース（胃部検査：透視） 39,600 38,600 36,600

41,800 40,800 38,800
Dコース

Bコース

脳ドック 55,000 54,000 51,000

Eコース
人間ドック半日コース＋脳ドック（胃部検査：透視）

人間ドック半日コース（胃部検査：内視鏡）

人間ドック半日コース＋脳ドック（胃部検査：内視鏡）
80,300 79,300 74,300
82,500 81,500 76,500

Fコース レディースドック 26,520 25,520 24,520
Gコース 乳がん検診（マンモグラフィ） 4,070 3,070 2,570

コース名
会員料金
会員の方の事業所負担中央病院

への
お支払金額 共済加入者料金

■健診項目・内容

会員事業所の健康経営へ向けて

お申込みは本紙付録をご利用ください。

項　目 内　　容

白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、
血小板数

BコースAコース

腹囲 腹囲測定 ○

法定健診
血液検査あり
法定項目全て含む

■人間ドック項目・内容

■人間ドックオプション 人間ドックに加えることができます。

診察・説明

項　目

項　目 税込費用 項　目 税込費用
前立腺がん（ＰＳＡ） 3,047

■乳がん検診項目・内容

項　目

胸部ＣＴ 13,750
乳がん検診（マンモグラフィ） 4,070 喀痰（細胞診） 3,630

子宮がん（頸部） 5,093 骨塩定量（腕） 1,540
子宮がん（体部） 頸部実施の方のみ 4,070

■乳がん検診オプション

乳がん検診に加えることができます。

項　目 税込費用
子宮がん（頸部） 5,093

子宮がん（体部）
頸部実施の方のみ 4,070

骨塩定量（腰） 3,960

単位：円■健診オプション 法定健診に加えることができます。

項　目 税込費用 項　目 税込費用
乳がん検診（マンモグラフィ） 4,070 前立腺がん（ＰＳＡ） 3,047

子宮がん（頸部） 5,093 骨塩定量（腕） 1,540
骨塩定量（腰） 3,960

内　　容

内科医による診察・説明、問診、
腹囲測定、血圧測定

尿・便
尿中一般物質定性半定量・沈渣
便潜血（ヘモグロビン）2日法

血液学的検査 ＭＣＶ、ＭＣＨ、ＭＣＨＣ
血小板凝集能

Dコース Eコース

○

○
－

－

－

－

－

－

－

○

○

○

○
○

○
○
○

ＨｂＡ１ｃ ○

生化学 Ⅰ ○ ○

レントゲン
胸部Ｘ線（直接撮影） ○

胃透視または胃カメラを選択 ○
心電図 ○ ○

生体検査 腹部エコー（肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓） ○
聴力検査（1,000Ｈz・4,000Ｈz） ○ ○
肺機能 ○

脳ドック
高次脳機能検査 ○ ○
ＭＲＩ（頭部、ＭＲＡ頭部、頚部）

内　　容
マンモグラフィ検査

レントゲン 女性技師による2方向撮影 ○
読影 外科医師2名による2重読影 ○

Gコース

○ ○

脳ドック

Cコース

○

○
○○

－

－
－

乳がん（マンモグラフィ２方向） － －
婦人科 子宮がん（頸部） － －

ＣＡ１２５（腫瘍マーカー…卵巣がん） － －

－
－
－

○

白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、
ヘマトクリット、血小板数、血液像 ○○

○

○

○

計測 身長、体重、血圧測定

○

○
○
○
○
○
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半日コース

レディース
ドック

人間ドック
半日コース
＋脳ドック

Fコース

○

○
○

○
－
○

○

○
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－骨密度 －－ ○
－
○
○
○
－
－
－

○

○
○
○

○

総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロ
ール、LDL-コレステロール、non-HDLコレス
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尿素窒素、LDH、コリンエステラーゼ、K、鉄、
eGFR、血清アミラーゼ、アルブミン、A/G比
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健診場所
先着順（定員になり次第締め切ります）320名定員
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申込方法
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●ＦＡＸでのお申込み　51-9241
●メールでのお申込み　mai.matsuda@ube-hp.or.jp
受付確認後、宇部興産中央病院より日程調整の連絡がございます。
健診希望日につきましては、予約の状況によりご希望に添えない場合もございますので、
遅くとも健診ご希望日の2週間前までにお申し込みくださいますようお願いいたします。

健診日及びコース等変更が生じた場合には、中央病院へ至急ご連絡ください。
宇部興産中央病院健診センター TEL51-9222 【予約受付時間】10：00～16：30
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後日、お送りするご案内状の記載時間にお越しください。すべて午前中で終了いたします。

宇部商工会議所　ＴＥＬ３１-０２５１  ＦＡＸ２２-３３５５

受付時間
●人数の変更、追加、助成金対象期間を過ぎてのお申込みについて

宇部興産中央病院健診センター　
TEL５１-９２２２   FAX５１-９２４１   メール mai.matsuda@ube-hp.or.jp

●コース内容について

お問合せ

※腫瘍マーカーセットの内容（男女各４種）
AFP(肝臓がん)、CEA(大腸がん)、CA19-9(膵臓がん)
男性のみPSA(前立腺がん)、女性のみCA125(卵巣がん)

※料金は消費税10％の税込価格です。
※共済加入者料金とは、受診者の方が当所しあわせ共済にご加入されている方を対象とした料金です。

①
②

③

④

当所では、会員事業所の健康経営推進を目的として、事業所における労災の事前防止と活力
ある職場づくりのために毎年健康診断を実施しています。当所会員や『しあわせ共済』加入
者ならではの特典もあり、一般の健診料金よりも割安で受診することができます。この機会
に是非、健康経営の一環として本事業をご活用ください。
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尿
尿蛋白・尿糖
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○
○
○
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○
－

診察・説明 内科医による診察・問診、身体計測、血圧測定 ○○

－

－

－

○
○

尿潜血 ○
○

○

○

○
○

ＨｂＡ１ｃ ○

○

その他検査 ○

のご案内健康
診断 共催／宇部興産中央病院健診センター

当所健康診断のおすすめポイント

健康診断助成金1，000円が受けられます。
当所の『しあわせ共済』加入者には更なる
助成特典があります。
受付期間が5月31日までなので、新入社
員の皆様も安心して受診できます。
各種コースにオプションが充実。

■所要時間 概ねの所要時間となっておりますので、余裕をもってご受診ください。

Aコース

約2時間Bコース

コース名 所要時間
約2時間
約4時間

約3.5時間Cコース 人間ドック半日コース

Dコース 脳ドック
Eコース 人間ドック半日コース＋脳ドック

約2時間Fコース レディースドック
約1時間Gコース 乳がん検診（マンモグラフィ）

コース名 所要時間
単位：円■その他オプション

項　目 税込費用
内臓脂肪ＣＴ 2,200

ＡＢＣ分類（胃がんリスク検診） 4,576
肺気腫計測（ＣＯＰＤ） 4,400
腫瘍マーカーセット 5,093

法定健診（血液検査あり）
法定項目を全て含みます

約1.5時間健診（血液検査あり）
法定健診ではありません

必見

中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、
総コレステロール、non-HDLコレステロール、GOT、
GPT、γ-GTP、空腹時血糖

※料金は消費税10％の税込価格です。



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3月15日

募集

web insta

吉村 智子代表 さん

会 員
紹 介

プロテインを取り入れてカラダの内側からキレイに！
マンダリンカフェ

〒７５５-００４５ 宇部市中央町１丁目４-２８
TEL ： ０８０-８４７１-３９４１
営業時間 ： １０：00～１７：00（L.O.１６：３０）
定休日 ： 日曜日

マンダリンカフェ

　マンダリンカフェは昨年１２月４日、宇部
市中央町にオープン。代表の吉村智子さん
は、以前からヘルシーな食事やおやつに興
味があり、低カロリーかつ美味しい物を提
供したいという想いから開店を決意したと
いう。店名は柑橘類のマンダリンオレンジに
由来しており、特別感を表現している。
　食事は『たとえカラダに悪くても美味しけ
ればいい』が主流の時代もあったが、近年
は健康志向が高まり、コロナ禍による運動
不足でさらに拍車がかかっている。しかしな
がら、時間に追われて朝食を抜く子どもも
少なくはない。吉村さんは「プロテインと水
を混ぜてシェイクするだけで、子どもでも簡

単に朝食代わりや夕食前のおやつを作るこ
とができる。食育面のサポートをきっかけに、
食卓へプロテインがあがるようになれば」と
話す。
　店内はカウンター席とテーブル席があり、
オープンキッチンを採用して常にお客と対
話ができるレイアウトにこだわった。さらに、
作り方を見せることによって、プロテインを
日常へ取り入れるイメージが湧きやすくな
る。店頭販売のプロテインは常時7種類＋
季節限定の味を用意している。
　ドリンクと併せて、カラダに悪くない食事
も摂ってほしいという願いから、モーニン
グ・ランチ・カフェメニューを取り揃えている。

男女問わず幅広
い世代が来店し、
中にはスポーツジ
ム帰りに寄って、
プロテインを飲ん
でから食事をする
人もいる。デザー
ト感覚のフルーテ
ィーシェイクにも

プロテインを混ぜ、低糖質・低カロリーを
実現。従来のプロテインへのイメージが
覆るほどの飲みやすさが好評である。モ
ーニングガレットは、そば粉にオートミー
ルやプロテインを混ぜ、ヘルシーかつ満
腹感を得られやすい朝食である。また、
市内では珍しいタイ料理を目当てに来
店する人も多く、特にグリーンカレーが
人気だ。
　店舗に併設した事務所では、健康に関
するカウンセリングを完全個室で行って
いる。食事や運動量など相談者のライ
フスタイルに合わせてアドバイスする。
吉村さんは最後に「これから多くの方にプ
ロテインの良さを広めたい。いずれは親子

向けにスムージー作りなどの食育教室を開
催していきたい」と語ってくれた。

落ち着ける店内 モーニングガレットとガパオライス

入
口
の
テ
ン
ト
が
目
標

◎

マンダリンカフェ

山口大学
医学部附属病院

渡辺翁
記念会館

ANAクラウン
プラザホテル宇部

国道190号

宇部
市役所

ま
じ
め
川

JR宇部新川駅

ご案内

ふるさと納税サイトで御社の商品を全国に向けてPR！宇部市ふるさと納税
「お礼の品」の提供事業者を募集しています。

（藤井・記）

　宇部市では、ふるさと納税の寄附に対する「お礼の品」をご提供い
ただく「宇部市ふるさと納税応援事業者」を募集しています。
　応援事業者に登録させていただいた後に「お礼の品」を、ふるさと
納税ポータルサイトに掲載し、全国に向けてPRしますので、自社の商
品サービスのPR、販路開拓の場としてご活用ください。
　なお、「お礼の品」応援事業者には要件がありますので、事前に以下
の市ウェブサイトでご確認いただくか、又は電話、電子メールなどでご
相談ください。

申込書および募集要項
宇部市ウェブサイトに掲載している様式をダウンロードしていただくか、下記までご連絡をお願いします。
⬇市ウェブサイトはこちら
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/boshu/boshuu_shigoto/1006627.html
申込方法・提出先

下記に、申込書をFAX、郵送もしくはメールにて提出してください。
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番１号  宇部市政策広報室政策調整課ふるさと納税係
TEL ： 0836-34-8168　FAX ： 0836-22-6063　Eメール ： seichou@city.ube.yamaguchi.jp
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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3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1月］

人　口 人161,581

● 女性 人84,346● 男性 人77,235

●

●
輸　出
輸　入

百万円
百万円

10,148
29,143

世帯79,587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）

（30.4％）
（40.7％）

人
人

5,504
7,366

●

●
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

3,947,258
4,154,188

403,450
42,207,061

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） 　　　

1,818
854
231
1.76

79,213

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

（26.3％）
（38.8％）

人
人

4,915
7,240

●

●
東　　京→山口宇部
山口宇部→東　　京

SFJ
（33.6％）
（46.7％）

人
人

4,639
6,442

●

●
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

ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標／第5回ご存じですか？

２０３０年までに、現在１日１．２５ドル未満で生活する
人々と定義されている極度の貧困をあらゆる場所で
終わらせる。
２０３０年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧
困状態にある、すべての年齢の男性、女性、子どもの
割合を半減させる。
各国において最低限の基準を含む適切な社会保護
制度および対策を実施し、２０３０年までに貧困層お
よび脆弱層に対し十分な保護を達成する。
２０３０年までに、貧困層および脆弱層をはじめ、す
べての男性および女性の経済的資源に対する同等
の権利、ならびに基本的サービス、オーナーシップ、
および土地その他の財産、相続財産、天然資源、適
切な新技術、およびマイクロファイナンスを含む金

目標1（貧困）
貧困をなくそう

あらゆる場所あらゆる形態の貧困を
終わらせる

ご案内

受検案内（受検申請書）は当協会、市町労働担当課、職業安
定所等に用意しています。

受検案内
4月4日（月）～4月15日（金）
受検申込期間

令和4年度（前期）

技能検定試験
技能五輪山口県予選大会
働く人々の技能を証明する国家検定試験です。
高度な技能を国や県が公に認めたことが証明されます。

ご案内
国家試験

検定実施職種
◎印は技能五輪山口県予選大会職種

平成11年（1999年）1月1日以降に生まれた方が予選大会に出場できます。

園芸装飾／造園／◎機械加工／◎鉄工／建築板金
◎工場板金／◎仕上げ／ダイカスト／◎電子機器組立て
◎電気機器組立て／建設機械整備／◎婦人子供服製造
◎家具製作／◎建具製作／印刷／石材施工／◎とび
◎左官／◎タイル張り／畳製作／防水施工
内装仕上げ施工／熱絶縁施工／サッシ施工／表装／塗装
◎フラワー装飾／路面標示施工／産業洗浄 等

■ホームページでも技能検定のご案内をしています。
　　　  　ＵＲＬ http://y-syokunou.com/

お問合せ
山口県職業能力開発協会
山口市旭通り二丁目9-19 山口建設ビル3階
ＴＥＬ083-922-8646

　持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Devel-
opment 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。２０１５年の国連サミットにおいて
加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のため
の２０３０アジェンダ」に記載されています。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。
　１７の目標に対する具体的なターゲットごとの詳細をご
紹介します。

ＳＤＧｓの17のゴール ： 目標1の詳細 1.

2.

3.

4.

融サービスへの管理を確保する。
２０３０年までに、貧困層や脆弱な立場にある人々の
レジリエンスを構築し、気候変動に関連する極端な
気象現象やその他の経済、社会、環境的打撃や災害
に対するリスク度合いや脆弱性を軽減する。
あらゆる次元での貧困撲滅のための計画や政策を
実施するべく、後発開発途上国をはじめとする開発
途上国に対して適切かつ予測可能な手段を講じるた
め、開発協力の強化などを通じて、さまざまな供給源
からの多大な資源の動員を確保する。
各国、地域、および国際レベルで、貧困層やジェンダ
ーに配慮した開発戦略に基づいた適正な政策的枠
組みを設置し、貧困撲滅のための行動への投資拡大
を支援する。

5.

a.

b.

目
標
１
を
構
成
す
る
7
個
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
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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

行政書士・産業カウンセラー 山本 敦子

まちかど
見・聞・録

家庭内別居かルームシェアか
後者の続柄は同居人

　二回目まで病院で接種した新型コロナワク
チン、三回目は近所にある集団接種会場をタ
イミングよく予約することができ、日曜日に歩い
て出かけた。
　受付で隣のブースに座る高齢の女性に、恐
らくは娘さんと思われる６０代くらいの女性が
付き添っている。母親の代わりに問診票でも
書いているのか、受付のスタッフが「ここにゾ
クガラを書いてください。」と言う。それも何回
も繰り返すので接種よりそちらのほうが気に
なってきた。
　続柄は公用文書で続き柄の「き」を省略して
続柄と表記しているだけ。調べてみたところ、
驚いたことにゾクガラと読み間違える人が増
えて、ツヅキガラが間違いだと誤った指摘を
受けることさえあるらしい。まさしく人と人との
続き具合いを表すことばなのでツヅキガラと

正しく読みたい。
　ところで公的な文書に使う続柄は一般に使
う続柄よりシンプルでわかりやすく漢字も簡
単だ。例えば甥や姪、義父、孫、ではなく、弟の
子、姉の子、妻の父、子の子のように書く。戸
籍に関しては長男、二男と書き分けるが、住民
票では養子であっても子だ。続柄で気をつけ
たいのは誰からみた続柄なのかということ。
世帯主の場合もあれば書いている人（本人）
を中心に書く場合もある。
　さて、当たり前のように無料で三回の接種
を済ませたが、一体ワクチンの値段はおいくら
なのだろうかとふと帰り道で思った。コロナ禍
で投入される多額の公費が「子」や「子の子」
の世代にどれくらいの負担になって続いていく
のか、気の弱い一国民はだんだん心配になる
今日この頃である。

ご案内 令和4年度日商の検定試験

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により受付期間の変更、または試験が中止となる場合が
　あります。

令和３年度からネット試験となっており、随時、施行しています。
このため受付期間は無く、ネット上で何時でもお申込みができるようになっております。

レノファ山口情報

簿記検定試験

リテールマーケティング（販売士）検定試験

回・級 施行日

第１61回 ６/12（日）

第１62回 １１/20（日）

第１63回

１級・２級・３級

１級・２級・３級

２級・３級 ２/２6（日）

受付期間 合格発表

4/25（月）～5/16（月） ６/27（月）
※1級は8/1（月）

10/4（火）～10/24（月） 12/5（月）
※1級は1/10（火）

1/10（火）～1/30（月） 3/13（月）

●お申込み方法 簿記検定試験は、受付期間中に当所HPよりお申込みください。
新型コロナウイルス感染症対策のため当所窓口での受付は行いません。

●お問合せ 宇部商工会議所 地域振興課　ＴＥＬ３１-０２５１

開催日
2月20日（日）
2月27日（日）

節
7

ホームゲーム（みらスタ）日程 ※キックオフ時間は変更される場合があります。

勝ち：〇  負け：●  引分け：△

8

節
1

結果（第1節～第2節）
対戦相手

ロアッソ熊本
スコア
1－1

会場
みらスタ

入場者数
4，305

2 ブラウブリッツ秋田 2－0みらスタ 2，890

勝敗
△
○

試合結果と今後の日程

開催日
3月30日（水）

キックオフ※
１9：0０

4月3日（日） １4：００

対戦相手
徳島ヴォルティス

大宮アルディージャ
10 4月17日（日） １4：００ 東京ヴェルディ

※今後の状況により、リモートマッチ（無観客試合）や日時等変更もありますので、観戦される場合
はレノファ山口ＦＣのＨＰ（https://www.renofa.com）をご確認ください。

Ｊ２レノファ山口の２０２２年開幕戦が２月２０日に開催され、ロアッソ熊本と引き分けました。

つづきがら

つづきがら

つづきがら

つづきがら

つづきがら

つづきがら

つづきがら

宇部商工会議所青年部

市制100周年記念事業 「MOMOTOSE」

特設サイト

モ　　　　モ　　　　 ト　　　セ

　2021年11月に市制施行から100周年となった宇部
市。この節目の年に私たち宇部商工会議所青年部は、宇部
市をより多くの人に知ってもらうため、また地域の活性化
のため、記念プロジェクトとして洋菓子「MOMOTOSE」
のプロデュースと開発、プロモーションをおこないました。
　「市制100周年プロジェクト委員会」が組織された当初、
この事業はまったくのゼロからのスタートでした。委員会
内では様々なアイデアがあがりましたが、「コロナ禍はい
つまで続くのか」「イベントは可能なのか」といったこれま
でなかった問題が私たちを立ちふさいでいました。
　頑張って準備したものが止むを得ず中止となる、そんな
事態は何としても避けたい。そう考えたどり着いた答えが

「宇部に人を集められないなら、反対に人に対して宇部を
届けよう」という考えでした。私たちの手でオリジナルの
商品を開発・プロデュースし、それを通じて宇部を発信し活
性化しよう。こうして100周年のためのプロジェクトは本
格始動したのでした。
　委員会では、手土産や贈り物として広く多くの人に消費
していただくために「お菓子」に注目していた頃、新入会員
として入会していただいたのが㈲虎月堂の坂田龍太さん
でした。その後、彼のアイデアをもとに委員会で試作と試
食を重ねて完成したのが「MOMOTOSE」です。この名前
には宇部市の100歳の誕生日を記念する気持ちが込めら
れています。
　コロナ禍で経済も人流も抑えられ、日本全体が暗いム
ードを覆ってしまいました。しかし、食べることを通じて得
られる喜びは、人の気持ちを明るくしてくれます。「MO-
MOTOSE」が広く知られ、市内だけでなく県内県外とより
多くの人に食べてもらえたなら、大袈裟ですが、「MOMOTOSE」を通じて明るい生
活と未来への希望を、ちょっとでも感じてもらいたいというのが、委員会そして宇部
商工会議所青年部としての希望です。


