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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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第１９７回
レポート

臨時議員総会
開催

　３月２９日（火）、第１９７回臨時議員総会を国際ホテル宇部で開催した。出
席者は役議員等95名（うち委任状出席41名）。
　開会に先立ち、令和４年度より実行される「第５次宇部市総合計画」の内容
について宇部市担当部局より説明された。
　総会の議事は２０２２（令和４）年度事業計画書（案）及び収支予算書（案）に
ついて。先に説明があった第５次宇部市総合計画の実行と歩調を合わせた取
り組みを行うことが事業計画のポイントであることを説明し、議場に諮ったと
ころ全会一致で承認された。

「次世代へつながる活力に満ちた強い産業のまちづくり」への貢献と会員の多様なニーズに
あったサービスを提供するための会議所財政基盤・組織力の強化

基本方針

２０２２（令和４）年度 事業計画

　2020年1月に国内で新型コロナウイル
スの感染者が確認されてから2年超が経過
しますが、昨秋、第5波の終息後、回復基調
にあった日本経済も現在第6波（オミクロン
株の流行）により、未だ景気の先行きが全く
見えない状態が続いております。
　このような中、宇部市は昨年11月1日、
市制施行100周年の大きな節目を迎え、篠
﨑市長のもと市民が新しい100年に向け
て第１歩を踏み出しましたが、令和4年度は
市産業振興においても「第五次宇部市総合
計画」をはじめ「宇部市産業振興計画」や

「宇部市成長戦略」が実行に移される重要
な分岐点となる年でもあります。
　当会議所としても、令和4年度は「次世代
へつながる活力に満ちた強い産業のまち
づくり」の実現に向けて、宇部市や関係機関
と協力しながら、医療・健康関連や、環境・エ
ネルギー関連、宇宙産業やDX（IoT・AI・5G
等）、バイオなどといった次世代技術関連分
野における成長産業の創出・育成に尽力し
て行きたいと思っています。
　一方、次世代へ繋がる強い産業を構築し
ていくためには当市経済を下支えしている
小規模事業者の底上げが必要となります。
そのため、当所では宇部市と共に「経営発
達支援計画」を昨年策定したところですが、
現在、新型コロナウイルス感染症の影響な
どにより小規模事業者を取り巻く環境は非
常に厳しい状況にあります。
　しかし、「脅威」を「機会」と捉え、事業者が
持続的成長を図るために外部環境の変化
に即応できる新ビジネスモデルの構築に取
り組んでいく姿勢が必要です。そこで、当所

といたしましても金融・税務などの本来業務
（小規模事業者経営改善普及事業）だけで
なく、中小企業が取り組むDXやSDGｓなど
中小企業者が行う新しい取り組みについて
も宇部市や関係機関と連携しながら事業者
の支援を行っていきます。
　令和3年11月に当市中心市街地の歩道
と側道を有効活用する目的で試験的に実施
されたイベント「TOKIWAIKOT」は山口大
学工学部の学生が企画し、1日半で約
5,000人の人出があり大変盛況でした。
　特筆すべきところは、来場者に普段中心
市街地を歩かない学生や若年夫婦が多く
見受けられたことで、イベント次第では若者
が中心市街地に訪れるキッカケとなること
を発見することができました。
　今後は、学術機関のノウハウやネットワー
クを活用しながら、「にぎわい宇部（まちづく
り会社）」を中心に宇部市と連携しながら、
中心市街地の賑わい創出に一層取り組ん
で参りたいと思います。
　最後に、令和4年10月31日に当所役議
員の任期が満了となることから、次期体制
を整えるための役員・議員選挙を実施いた
します。改選後の新体制において、当会議
所内外の諸課題をタイムリーに解決してい
くために会頭諮問委員会を設置します。ま
た、コロナ禍でも会費を拠出してくださる
会員の皆様のために会員サービスの一層
の充実を図ると共に、当所財政基盤の強化
のために会員増強や生命共済をはじめとす
る手数料収入の増加に積極的に取り組んで
参ります。

　宇部市第5次総合計画や宇部市産業振興計画の実現に向け、宇部市や関係機関と協力し
て「次世代へつながる活力に満ちた強い産業のまちづくり」に貢献する。その中でも、特に医
療・健康関連や、環境・エネルギー関連、宇宙産業やDX（IoT・AI・5G等）、バイオなどの次世代
技術関連分野における成長産業の創出・育成に協力する。
　また、「うべ産業共創イノベーションセンター志」や金融機関等と連携しながら、オープンイ
ノベーションや起業・創業を効率的に推進し、宇部市と連携し「サテライトオフィスの誘致」や

「企業立地の推進」を行っていく。さらに、宇部市と共同で策定した経営発達支援計画に基づ
き、中小企業の経営基盤強化と事業継続の促進を伴走型支援により実現していく。

重点項目

1. 「次世代へつながる活力に満ちた強い産業のまちづくり」への貢献

会頭　杉下 秀幸

①成長産業の創出と魅力的な働く場の確保
②伴走型支援による中小企業の事業継続力強化
③多様な人材の確保・育成と職場環境づくり
④まちの活性化と魅力づくり

　10月31日に当所役議員の任期が満了となることから、役議員選任規程に基づき、次期体
制を整えるための役員・議員選挙を実施する。その後、役員・議員選挙後の11月1日からの次
期体制において、当所運営及び地域経済に関する諸課題を解決するための会頭諮問委員会
を設置する。
　また、地域の総合経済団体として、会員事業者を中心とした地域事業者の実情に基づき、
Withコロナ時代においても事業者の持続的発展に資するような具体的な要望を行政に対し
て提出する。
　その他、従来から要望の多い労働保険事務組合「一人親方等」の委託認可取得と手数料収
入の増加について検討し、会員事業所のE-mailアドレスの保有・使用状況と活用に関する調
査を行い、情報発信のICT化を推進する。

2. 会員の多様なニーズにあったサービスを提供するための会議所財政基盤・組織力の強化

①会員組織力の強化
②会議所財政基盤の強化
③会議所組織の生産性向上
④会員の多様なニーズに応えられる会員サービスメニューの充実

未来につなぐ産業と
活力に満ちた宇部の実現
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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。

お問合せ

新川市まつり
メインは市（いち）の復活「新川マルシェ」

行事名

■期間中の行事

※写真はイメージです。

■主催／新川市まつり実行委員会　　■共催／宇部市 ・ 宇部商工会議所
■後援／宇部市教育委員会

新川市まつり実行委員会（宇部商工会議所内） ＴＥＬ３１‐０２５１

実施日・時間 会　場 内　容
中津瀬神社
春季例大祭 ４日 中津瀬神社

2月オープン例会 「YDBG ～ゲームで学ぶ経営戦略～」
研修育成員会 委員長　秋 村 啓 介

令和3年度 「卒会式 ～先輩方から後輩へ～」
市制１００周年委員会　金 井 秀 雄

VOL.83
宇部商工会議所青年部

　3月初旬、オープン例会「YDBG～ゲームで
学ぶ経営戦略～」を開催致しました。当初2月
17日に予定されていた事業でしたが、新型コ
ロナウイルスの感染拡大により、県内もまん
延防止等重点措置が発令となり、オブザーバ
ー募集も一旦打ち切る形で3月2日へ延期と
致しました。
　幸いにも予定通りに2月下旬にはまん延防
止等重点措置も解除され、少人数となりまし
たが、オブザーバーを迎えて無事に開催する
事ができました。
　本例会は、楽しく学びながらオブザーバー
や会員相互の関係性を深める目的から、委員
会内で考案し、作製したオリジナルのビジネス
ゲームを体験してもらう内容で開催いたしま
した。
　作製する際に参考にしたゲームが複雑なも
のだった為に、最初のルール説明ではなかな
か理解するのが難しいゲームであったものの、
実際に始まってみると参加者それぞれが自分
なりの戦略やスタイルを構築していき、終盤
では各グループ間でも特色が現れるといった
展開となりました。
　ゲーム終了後のまとめでは、各項目の集計
をし、平均購入単価や雇用人数の結果から、自
身の経営者としての簡単な診断ができるよう

にしたことで、参加された皆様に今後の経営
戦略に少しでも役立てられるような内容とな
りました。
　本事業が令和3年度研修育成委員会が担
当する最後の事業となりましたが、このような
情勢下の中で7月例会、11月例会、そして今
回の2月例会と、全ての事業が無事に開催す
ることができたことが一番の幸せなのかと思
います。今年得られた経験をまた次年度以降
に活かし、これからの宇部YEGの発展に寄与
できたらと思います。
　最後に、今回ご参加いただきましたオブザ
ーバーの皆様、このような出難い状況の中参
加してくれた会員の皆様、本当にありがとうご
ざいました。

　宇部商工会議所青年部（以
下宇部YEG）では、令和４年3
月17日（木）に卒会式が開催さ
れました。卒会が延長されたこ
ともあり2年ぶりの開催となり
ました。サプライズ開催に向け
て集合場所・会場・新型コロナ
感染症対策・アトラクションは？
卒会される6人の先輩方へ向
けて、どのように感謝を伝え、
思い出に残る式とするか。課題
の多いスタートとなりましたが、市制１００周
年委員会・甲斐委員長を中心に1人1人を思い
ながら準備を進めていきました。
　集合場所の会議所では怒られる事を覚悟で
無理やりアイマスクを着けて頂き、車で会場
へ。「海の香りがするね。場所が分かった気が
する。」「目隠しして車に乗ったら酔いそう。」ド
キッとするような場面もありましたが、アイマ
スクを外すとそこはユーピーアールスタジア
ムのグラウンド。野球の引退セレモニーをモチ
ーフに先輩方VS後輩でのリアル野球盤！入場
曲にもこだわり、本物も顔負けの入場、選手紹
介から実際の試合へ。ここは宇部YEG！！単純
に勝ち負けを決めて終わりではなく、どんなこ
とでも笑いへと持ち上げてくれる先輩方への
無茶ぶりも。ケツバット、ワサビ寿司などの罰
ゲームから胴上げ、ヒーローインタビュー、お
さわりなど期待を膨らませるご褒美まで…。途

中お決まりの乱闘シーンなどもあり、笑いの
絶えないアトラクションとなりました。
　アトラクション終了後には卒会される先輩
方よりこれまでの活動の思い出や、これから
の活動について貴重な御意見を頂きました。
私自身、入会して1年目。何も分からず、知って
いる人も少なく…という状態でしたが今の私
には、宇部YEGでの活動は熱い思いを共有出
来、こんなに絆を深めることが出来る組織な
んだと誰に対しても言えます。「OB会員とし
て支えとなってくれる。ただ一緒に活動が出来
なくなると思うと寂しい。」皆、同じ気持ちだと
思います。これまで歴史を築き上げてくれた
先輩方の思いを引継ぎ、令和4年度も宇部
YEGは地域社会の発展、子供たちの明るい未
来、自社発展のため精一杯活動して参ります。
末筆ではございますが、卒会される先輩方の
ますますのご活躍をお祈り申し上げます。

　３年振りに「新川市まつり」を来たる５月５日（木・祝）に開催します。新川市まつりの
起源が「農具や日用品の交換市」であったことから、当所青年部による「新川マルシェ」
をメインイベントに掲げ「市（いち）」の復活」を演出し、中心市街地の賑いを創出しま
す。感染防止対策を徹底して実施しますので、ぜひまつり会場へお越しください。なお、
ご来場には宇部市営バス、ＪＲなど公共交通機関をご利用ください。

神社境内で伝統演芸を披露します。

中津瀬神社
ご神幸巡行

５日
9：00～12：20 中心市街地

中心市街地を巡幸します。途中、３箇
所の御旅所（新川橋、銀天プラザ、昭
和町一丁目）で稚児神楽などの神事
を行います。

新川マルシェ ５日
10：30～16：00 常盤通り

雑貨や飲食店など、自ら生産・加工し
た商品やサービスを提供し、中心市街
地に賑わいを創出します。

よさこいフェスタ ５日
10：00～16：00

常盤通り
市役所前
ヒストリア宇部

中心市街地に賑わいを創出するため
に市内外のよさこいチームが常盤通
りでオリジナリティ溢れた演舞を披露
します。

はたらく車
展示・試乗

５日
11：00～16：00 常盤通り 警察車両、消防車などを展示し試乗い

ただきます。

子どもまつり ５日
10：00～16：00 新天町アーケード

新天町アーケード内でＮＰＯ法人によ
る子ども向け工作体験イベントなどを
行います。

2022

飲食店 / カフェ・バー / パン・スイーツ / 野菜・果物 / アート作品 / 雑貨 / フラワー
加工品 / 作品販売 / 実演販売 / サービス販売 / 衣類 / 講座ワークショップ　etc...

■ 会場入口で検温と手指の消毒、会場内ではマスク等の着用をお願いします。
■ 発熱・咳等の症状がある方のご来場はご遠慮ください。
■ 間隔をあけて並び、ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。
■ 新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」の導入を推奨します。

新型コロナウイルス
感染症対策にご協力ください。
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　ゲーム終了後のまとめでは、各項目の集計
をし、平均購入単価や雇用人数の結果から、自
身の経営者としての簡単な診断ができるよう

にしたことで、参加された皆様に今後の経営
戦略に少しでも役立てられるような内容とな
りました。
　本事業が令和3年度研修育成委員会が担
当する最後の事業となりましたが、このような
情勢下の中で7月例会、11月例会、そして今
回の2月例会と、全ての事業が無事に開催す
ることができたことが一番の幸せなのかと思
います。今年得られた経験をまた次年度以降
に活かし、これからの宇部YEGの発展に寄与
できたらと思います。
　最後に、今回ご参加いただきましたオブザ
ーバーの皆様、このような出難い状況の中参
加してくれた会員の皆様、本当にありがとうご
ざいました。

　宇部商工会議所青年部（以
下宇部YEG）では、令和４年3
月17日（木）に卒会式が開催さ
れました。卒会が延長されたこ
ともあり2年ぶりの開催となり
ました。サプライズ開催に向け
て集合場所・会場・新型コロナ
感染症対策・アトラクションは？
卒会される6人の先輩方へ向
けて、どのように感謝を伝え、
思い出に残る式とするか。課題
の多いスタートとなりましたが、市制１００周
年委員会・甲斐委員長を中心に1人1人を思い
ながら準備を進めていきました。
　集合場所の会議所では怒られる事を覚悟で
無理やりアイマスクを着けて頂き、車で会場
へ。「海の香りがするね。場所が分かった気が
する。」「目隠しして車に乗ったら酔いそう。」ド
キッとするような場面もありましたが、アイマ
スクを外すとそこはユーピーアールスタジア
ムのグラウンド。野球の引退セレモニーをモチ
ーフに先輩方VS後輩でのリアル野球盤！入場
曲にもこだわり、本物も顔負けの入場、選手紹
介から実際の試合へ。ここは宇部YEG！！単純
に勝ち負けを決めて終わりではなく、どんなこ
とでも笑いへと持ち上げてくれる先輩方への
無茶ぶりも。ケツバット、ワサビ寿司などの罰
ゲームから胴上げ、ヒーローインタビュー、お
さわりなど期待を膨らませるご褒美まで…。途

中お決まりの乱闘シーンなどもあり、笑いの
絶えないアトラクションとなりました。
　アトラクション終了後には卒会される先輩
方よりこれまでの活動の思い出や、これから
の活動について貴重な御意見を頂きました。
私自身、入会して1年目。何も分からず、知って
いる人も少なく…という状態でしたが今の私
には、宇部YEGでの活動は熱い思いを共有出
来、こんなに絆を深めることが出来る組織な
んだと誰に対しても言えます。「OB会員とし
て支えとなってくれる。ただ一緒に活動が出来
なくなると思うと寂しい。」皆、同じ気持ちだと
思います。これまで歴史を築き上げてくれた
先輩方の思いを引継ぎ、令和4年度も宇部
YEGは地域社会の発展、子供たちの明るい未
来、自社発展のため精一杯活動して参ります。
末筆ではございますが、卒会される先輩方の
ますますのご活躍をお祈り申し上げます。

　３年振りに「新川市まつり」を来たる５月５日（木・祝）に開催します。新川市まつりの
起源が「農具や日用品の交換市」であったことから、当所青年部による「新川マルシェ」
をメインイベントに掲げ「市（いち）」の復活」を演出し、中心市街地の賑いを創出しま
す。感染防止対策を徹底して実施しますので、ぜひまつり会場へお越しください。なお、
ご来場には宇部市営バス、ＪＲなど公共交通機関をご利用ください。

神社境内で伝統演芸を披露します。

中津瀬神社
ご神幸巡行

５日
9：00～12：20 中心市街地

中心市街地を巡幸します。途中、３箇
所の御旅所（新川橋、銀天プラザ、昭
和町一丁目）で稚児神楽などの神事
を行います。

新川マルシェ ５日
10：30～16：00 常盤通り

雑貨や飲食店など、自ら生産・加工し
た商品やサービスを提供し、中心市街
地に賑わいを創出します。

よさこいフェスタ ５日
10：00～16：00

常盤通り
市役所前
ヒストリア宇部

中心市街地に賑わいを創出するため
に市内外のよさこいチームが常盤通
りでオリジナリティ溢れた演舞を披露
します。

はたらく車
展示・試乗

５日
11：00～16：00 常盤通り 警察車両、消防車などを展示し試乗い

ただきます。

子どもまつり ５日
10：00～16：00 新天町アーケード

新天町アーケード内でＮＰＯ法人によ
る子ども向け工作体験イベントなどを
行います。

2022

飲食店 / カフェ・バー / パン・スイーツ / 野菜・果物 / アート作品 / 雑貨 / フラワー
加工品 / 作品販売 / 実演販売 / サービス販売 / 衣類 / 講座ワークショップ　etc...

■ 会場入口で検温と手指の消毒、会場内ではマスク等の着用をお願いします。
■ 発熱・咳等の症状がある方のご来場はご遠慮ください。
■ 間隔をあけて並び、ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。
■ 新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」の導入を推奨します。

新型コロナウイルス
感染症対策にご協力ください。

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！

2022［令和4］年4月15日

詳細は本紙付録をご覧ください。

河村 勝就代表取締役 さん

会 員
紹 介

地域の課題は地域で解決。10年後の目標、年商100億円！
株式会社 Be win

本社 ： 宇部市寿町2丁目5-21
営業所 ： 福岡県福岡市中央区天神2丁目11-1
福岡PARCO店新館5階
事業内容 ： 求人広告事業、人材派遣・紹介事業、
HRプラットフォーム事業
TEL ： 0836-37-1773
https://be-win.co.jp/yamaguchi/company

株式会社Be win

　あなたは、今年で７年目を迎える地域密
着型求人情報サイト「じょぶる」をご存知だ
ろうか。「じょぶる♪じょぶる♪」と軽快なリ
ズムで歌われるそのCMを、一度は見たこと
のあるのでは？今回紹介するのは、そんな

「じょぶる」の運営や人材派遣・紹介事業な
どを行っている株式会社Be winだ。
　代表取締役の河村勝就さんは、高等専門
学校を卒業後、大学に編入予定であったが
急遽家庭内の事情により断念、都内の不動
産会社へ営業職として勤めることに。しかし
その2年後、両親が相次いで病気を患い、
地元である山口県に戻ることとなる。その
後県内で職を探すも、なかなか都合に合う
職が見つからず、就活における都会と地方

との大きなギャップに悩み苦しむ中、派遣業
との出会いを果たす。自分にとってどのよう
な仕事が適正なのか、様々な職種を経験す
ることのできる派遣業は、河村社長にとって
天性の仕事だと感じたそうだ。実は河村社
長の名前は、「就職難の時代においても就
職を勝ち取ることができるように」という両
親の願いが込められているとのこと。
　やがて、大手派遣会社を退職後の2007
年、24歳の時に自ら人材派遣会社を設立し
た。しかし、派遣業界では後発組のため、新
規顧客開拓のためにフリーペーパー事業の
運営会社も並行して立ち上げ、のちにWeb
サイト単体の求人広告事業「じょぶる」を開
始した。

　「じょぶる」では、フリーペーパー
をやっていたからこそ気づくことが
できた「掲載できる情報量には制
限がない」という独自のスタイルで
大手との差別化を図った。求職者
に積極的に中小企業を選んでもら
えるようなサイトを目指しており、
掲載社への取材を通じて、社長と
の距離感の近さや職場の雰囲気を
感じてもらえるような工夫や、面接
や面談に対してあまり自信のない

中小企業のために、一次選考
の代行を行うなど他社にはな
いきめ細やかなサービスを行
っている。
　現在、河村社長が最も力を
入れているのは「じょぶる」の
全国展開だ。通常、広告業では
営業1名に対してサポートを行う専門性の
高いバックオフィススタッフが最低2名は必
要となる。ところが、「じょぶるjapan」が行っ
ているパートナー制度では、営業マンを確
保してもらえればバックオフィス人材は「じ
ょぶる」が調達するため、即日事業を開始で
きるそうだ。
　会社を支えてくれているスタッフの採用・
教育にも余念がない。内部の人材教育を担
ったのは「識学」というマネジメントシステ
ムで、このシステムを定着させるのに2年か
かったそうである。また、設置基準である従
業員数50名を満たさないにも関わらず、産
業医を設置している。この事について河村
社長は「私たちの仕事は、他の仕事に比べ
非常にストレスも多いため、スタッフ、社員
のメンタルケアには細心の注意をはらって
いる」と語る。これらも功を奏し、3年前は
12～13名だったスタッフが現在は43名、

来年はさらに20名の採用を考えていると
いう。
　株式会社Be winでは、「地域の課題は地
域で解決する」を経営理念に、今期計画11
億円である売上を10年後には100億円を
果たすことを当面の目標として活動を行っ
ている。河村社長は、「望まない離職により
人を失うことは何よりも避けたい。少人数
の応募でも高い職場定着率を叶える採用
戦略を売りに中小企業の採用負担の軽減
を図っていきたい」と語っている。

「じょぶるjapan」のホームページ

代
表
取
締
役
の
河
村
勝
就
さ
ん

（山川・記）

お知らせ

お知らせ

健康経営優良法人2022（中小規模法人部門）
　　　　　　　　に認定されました

宇部商工会議所 昨年に続き経済産業省より

　宇部商工会議所は、昨年に続き経済産業省から
「健康経営優良法人」に認定(期間は１年)されました。
　全国で大規模法人部門２，２９９社、中小規模法人
部門１２，２５５社が認定され、山口県内では大規模
模法人７社、中小規模法人１２０社の合計１２７社が
認定を受けました。
　「健康経営」は、日本再興戦略、未来投資戦略に位
置づけられた「国民の健康寿命の延伸」に関する取

り組みの一つです。
　「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的
な視点で考え、戦略的に実践することで、企業理念
に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従
業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化
をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につなが
ると期待されています。
※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

■宇部商工会議所会員の健康経営優良法人２０２２（中小規模法人部門）認定１３社のご紹介

宇部アスコン（株）、(有)宇部保険サービス、エネックス（株）、琴崎産業（株）、琴崎デリバリー（株）、（株）坂本鉄工所、
三和企業（株）、成建工業（株）、長州貨物（株）、（株）Ｔ・Ｏ・Ｓ、防長建運（株）、（株）理化、(有)ロードサービス

宇部商工会議所
役員・議員改選について

　商工会議所は会員事業所によって組織さ
れ、その中から役員・議員を選任して、当所
事業の方針決定や実施を行っています。
　役員・議員の任期は３年間（今期は令和元
年１１月１日～令和４年１０月３１日まで）と
なっており、本年１１月１日の次期に向けて
今年度は役員・議員の改選を行います。

　役員・議員の選任や被選任は、会員事業
所であればその権利がありますが、改選年
度の６月末までに会費の納入が必要となり
ます。
　役員・議員の選任方法、主な役割、選任・選
挙スケジュールなどの詳細は、本紙付録を
ご覧ください。



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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視 察
報 告 レポート 文化観光部会

第２回 幹事会を開催

北九州市エコタウンセンターにて

会場となった創舎

合計806名が接種

川口韶子 亀浦5-8-1 コーポ亀浦１Ｆ
35-2488／飲食店

カレーハウスニューオックス

杉村光宏 大字東岐波4370-3
58-3596／鉄工業

(有)杉村工業

濱田和政 東岐波38-27／58-3457
管工事・建築工事

(有)ハマデン住設

舛田博義 草江3-20-22／32-6962
理容業

ヘアーサロンひかり

中山紀生 草江3-23-6／21-8535
電気工事業、占い、祈祷

福禄神起・中山工業

小西義隆 明神町1-12-1／22-8250
自動車整備、販売

コニーオート

北見幹治 東小羽山町1-10-10
090-1180-7970／コンサルティング

キタミ技研

金重健次 黒石北4-4-37 広州ビル
39-9003／明石焼

ほっこり処 いわくら

米田竜昭 常藤町4-2／39-9970
学習塾

(株)ＥＩＧ

田村隆一 上町1-7-39／33-2939
防水工事業

(株)翔和防水

西江大知 大字東須恵733-1／38-8852
整骨院（柔道整復師）

えにし整骨院

秋本聖子 中央町2-10-26 かすみビル2F
33-7588／スナック

西原晴美 東琴芝1-6-22 米田ビルⅡ１Ｆ
32-5454／美容業

スナック聖

リバティ・ベル

池田美和子 寿町3-3-34-405
090-4570-3258／司会業

池田美和子

天野貴美栄 大小路3-4-45-2
080-3666-9303／整理収納サービス

整理収納Ａ‐ｌｉｆｅ

林　里江 南小羽山町2-18-7
080-4456-7314／エステサービス

ＳＡＬＯＮ ｂｙ ｍｏｏｎｆｌｏｗｅｒ

川野宗久 善和203-106／31-7762
お寺

真言宗醍醐派 証巌寺

中村ますみ 中央町1-7-9／33-8811
スナック

ベール

山﨑広明 西岐波4249-8
090-7545-2641／塗装工事

ヤマサキ

丸野光洋 常盤町2-1-9／33-6648
飲食店の経営

(株)サンマルノ
峰岡恵美 西岐波4422-1 大沢2-407

080-1928-4656／リラクゼーション事業

峰岡恵美
池本恒雄 東岐波276-5

090-4144-0089／電気工事

池本工業

白石貴美 文京台3-10-10
090-1188-1105／カウンセリング

カウンセリングルームＰｕｐａ
澤田健一 東岐波1450-15

090-2868-1684／電気工事

澤田健一
青木　繭 川上698-12 フォレストヒルズ2F

39-5981／ダンススタジオ

Ｄａｎｃｅ Ｓｔｕｄｉｏ Ｓｗａｙ

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4年1月～2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

運輸港湾部会

宇部市・山口市・（株）創舎・産業医の協力を得て

北九州市のリサイクル
循環型社会の取組を学ぶ
　３月１１日（金）、当所運輸港湾
部会（野嶋正彦部会長／宇部興
産海運（株）、大塚正宏担当副部
会長／日本通運(株)宇部支店）は、
恒例の視察研修会を福岡県北九
州市で開催し８名が参加した。
　まず、北九州市エコタウンセン
ターを訪れ北九州市が１９６０年
代から取り組んでいる公害対策
について講義を受け、その後に訪
問した自動車リサイクル工場、ひ
びき灘風力発電施設ではガイド
の方による説明を受けながら時
折質疑応答を交えつつ、「リサイ
クル」「循環型社会」について学んだ。
　当日は天候にも恵まれ、視察を通じて参

加者同士の親睦も深まるなど成功裡に終え
ることができた。

開会の挨拶をする作村部会長

　当所文化観光部会（作村良
一部会長／㈲ビジネスホテ
ル新川代表取締役）は、３月２
３日（水）、令和３年度第２回
幹事会をANAクラウンプラ
ザホテル宇部にて開催。１６
名が参加した。
　冒頭の部会長挨拶では、当
初予定していた２月の幹事会
が新型コロナウイルス感染
症の拡大により延期となった
が、そのような状況に挫けず、
我々が率先して業界を盛り上
げていくべきだという内容が
話された。
　本幹事会では部会幹事の選任について
協議され、㈲末永整骨院・光、㈲友人社の２
社が新たに幹事に就任された。

　その後の懇親会では、飛沫対策として
各席間にアクリル板を設置するなどの感
染症防止対策を十分徹底したうえで実施。
終始賑やかなものとなった。

新型コロナウイルスワクチン集団接種
レポート

実
施

　宇部商工会議所は、３月１２日（土）、１３日（日）、２
６日（土）に（株）創舎（社長：五藤康江氏）、２７日（日）
に当所で会員対象の新型コロナウイルスワクチン
集団接種（第３回目接種）を実施し、計８０6名が接
種した。ワクチンは１０代２０代男性の75名にはフ
ァイザー社製、その他の７３１名にはモデルナ社製
を使用した。また、５０名以上の接種希望がある事
業所に出張接種を実施し、３月末までに13社１，０
38名が接種した。

　一昨年からのコロナ禍により経営的影響を大き
く受けている飲食業をはじめとする会員の支援と、
地域の接種が促進し感染が抑制されコロナ禍が一
日も早く収束することを願い、（株）創舎の会場提供、
宇部市並びに山口市からのワクチン支給、産業医
から医療協力を得て実施した。
　接種した会員からは、「他で接種の予約が取れず
困っていたので、接種できて良かった」との声があ
った。
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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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視 察
報 告 レポート 文化観光部会

第２回 幹事会を開催

北九州市エコタウンセンターにて

会場となった創舎

合計806名が接種

川口韶子 亀浦5-8-1 コーポ亀浦１Ｆ
35-2488／飲食店

カレーハウスニューオックス

杉村光宏 大字東岐波4370-3
58-3596／鉄工業

(有)杉村工業

濱田和政 東岐波38-27／58-3457
管工事・建築工事

(有)ハマデン住設

舛田博義 草江3-20-22／32-6962
理容業

ヘアーサロンひかり

中山紀生 草江3-23-6／21-8535
電気工事業、占い、祈祷

福禄神起・中山工業

小西義隆 明神町1-12-1／22-8250
自動車整備、販売

コニーオート

北見幹治 東小羽山町1-10-10
090-1180-7970／コンサルティング

キタミ技研

金重健次 黒石北4-4-37 広州ビル
39-9003／明石焼

ほっこり処 いわくら

米田竜昭 常藤町4-2／39-9970
学習塾

(株)ＥＩＧ

田村隆一 上町1-7-39／33-2939
防水工事業

(株)翔和防水

西江大知 大字東須恵733-1／38-8852
整骨院（柔道整復師）

えにし整骨院

秋本聖子 中央町2-10-26 かすみビル2F
33-7588／スナック

西原晴美 東琴芝1-6-22 米田ビルⅡ１Ｆ
32-5454／美容業

スナック聖

リバティ・ベル

池田美和子 寿町3-3-34-405
090-4570-3258／司会業

池田美和子

天野貴美栄 大小路3-4-45-2
080-3666-9303／整理収納サービス

整理収納Ａ‐ｌｉｆｅ

林　里江 南小羽山町2-18-7
080-4456-7314／エステサービス

ＳＡＬＯＮ ｂｙ ｍｏｏｎｆｌｏｗｅｒ

川野宗久 善和203-106／31-7762
お寺

真言宗醍醐派 証巌寺

中村ますみ 中央町1-7-9／33-8811
スナック

ベール

山﨑広明 西岐波4249-8
090-7545-2641／塗装工事

ヤマサキ

丸野光洋 常盤町2-1-9／33-6648
飲食店の経営

(株)サンマルノ
峰岡恵美 西岐波4422-1 大沢2-407

080-1928-4656／リラクゼーション事業

峰岡恵美
池本恒雄 東岐波276-5

090-4144-0089／電気工事

池本工業

白石貴美 文京台3-10-10
090-1188-1105／カウンセリング

カウンセリングルームＰｕｐａ
澤田健一 東岐波1450-15

090-2868-1684／電気工事

澤田健一
青木　繭 川上698-12 フォレストヒルズ2F

39-5981／ダンススタジオ

Ｄａｎｃｅ Ｓｔｕｄｉｏ Ｓｗａｙ

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4年1月～2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

運輸港湾部会

宇部市・山口市・（株）創舎・産業医の協力を得て

北九州市のリサイクル
循環型社会の取組を学ぶ
　３月１１日（金）、当所運輸港湾
部会（野嶋正彦部会長／宇部興
産海運（株）、大塚正宏担当副部
会長／日本通運(株)宇部支店）は、
恒例の視察研修会を福岡県北九
州市で開催し８名が参加した。
　まず、北九州市エコタウンセン
ターを訪れ北九州市が１９６０年
代から取り組んでいる公害対策
について講義を受け、その後に訪
問した自動車リサイクル工場、ひ
びき灘風力発電施設ではガイド
の方による説明を受けながら時
折質疑応答を交えつつ、「リサイ
クル」「循環型社会」について学んだ。
　当日は天候にも恵まれ、視察を通じて参

加者同士の親睦も深まるなど成功裡に終え
ることができた。

開会の挨拶をする作村部会長

　当所文化観光部会（作村良
一部会長／㈲ビジネスホテ
ル新川代表取締役）は、３月２
３日（水）、令和３年度第２回
幹事会をANAクラウンプラ
ザホテル宇部にて開催。１６
名が参加した。
　冒頭の部会長挨拶では、当
初予定していた２月の幹事会
が新型コロナウイルス感染
症の拡大により延期となった
が、そのような状況に挫けず、
我々が率先して業界を盛り上
げていくべきだという内容が
話された。
　本幹事会では部会幹事の選任について
協議され、㈲末永整骨院・光、㈲友人社の２
社が新たに幹事に就任された。

　その後の懇親会では、飛沫対策として
各席間にアクリル板を設置するなどの感
染症防止対策を十分徹底したうえで実施。
終始賑やかなものとなった。

新型コロナウイルスワクチン集団接種
レポート

実
施

　宇部商工会議所は、３月１２日（土）、１３日（日）、２
６日（土）に（株）創舎（社長：五藤康江氏）、２７日（日）
に当所で会員対象の新型コロナウイルスワクチン
集団接種（第３回目接種）を実施し、計８０6名が接
種した。ワクチンは１０代２０代男性の75名にはフ
ァイザー社製、その他の７３１名にはモデルナ社製
を使用した。また、５０名以上の接種希望がある事
業所に出張接種を実施し、３月末までに13社１，０
38名が接種した。

　一昨年からのコロナ禍により経営的影響を大き
く受けている飲食業をはじめとする会員の支援と、
地域の接種が促進し感染が抑制されコロナ禍が一
日も早く収束することを願い、（株）創舎の会場提供、
宇部市並びに山口市からのワクチン支給、産業医
から医療協力を得て実施した。
　接種した会員からは、「他で接種の予約が取れず
困っていたので、接種できて良かった」との声があ
った。

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4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2月］

人　口 人161,483

● 女性 人84,311● 男性 人77,172

●

●
輸　出
輸　入

百万円
百万円

8,560
34,905

世帯79,596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）

（31.9％）
（29.3％）

人
人

3,218
3,011

●

●
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

4,334,758
4,583,688

429,500
41,992,189

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） 　　　

1,671
698
239
1.73

71,501

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

（24.8％）
（24.6％）

人
人

2,428
2,451

●

●
東　　京→山口宇部
山口宇部→東　　京

SFJ
（30.3％）
（30.9％）

人
人

3,771
3,853

●

●
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

２０３０年までに、飢餓を撲滅し、全ての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な
立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。
５歳未満の子供の発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲッ
トを2025年までに達成するなど、２０３０年までにあらゆる形態の栄養不良を
解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。
２０３０年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場
及び高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保な
どを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模
食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させる。
２０３０年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変
動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上
させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産シス
テムを確保し、強靭（レジリエント）な農業を実践する。
２０２０年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・

1.

2.

3.

4.

5.

植物バンクなども通じて、種子、栽培植物、飼育・家畜化された動物及びこれらの
近縁野生種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源及びこれ
に関連する伝統的な知識へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ
衡平な配分を促進する。
開発途上国、特に後発開発途上国における農業生産能力向上のために、国際協
力の強化などを通じて、農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発及び植
物・家畜のジーン・バンクへの投資の拡大を図る。
ドーハ開発ラウンドのマンデートに従い、全ての農産物輸出補助金及び同等の
効果を持つ全ての輸出措置の同時撤廃などを通じて、世界の市場における貿易
制限や歪みを是正及び防止する。
食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場及びデリバティブ市場
の適正な機能を確保するための措置を講じ、食料備蓄などの市場情報への適時
のアクセスを容易にする。

a.

b.

c.

目標２（飢餓）
飢餓をゼロに

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養の改善を実現し、
持続可能な農業を促進する

ＳＤＧｓの17のゴール ： 目標2の詳細

目標２を構成する８個のターゲット

■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

会社の生き方を問い直す

　人にも生き方があるように、会社にも生き方が
ある。そう思ったことはありませんか。
　お客さまにも社員にも何より誠実であることを
大切にしてきた会社。技術にこだわり、丁寧なモ
ノづくりを全員で追求してきた会社。みんなで知
恵を出し、新しいことにチャレンジし続けてきた会
社……。
　自分たちが大切にすることが、社員全体で共
有され、そこに思いとプライドを持って働く。そんな
生き方が貫かれている会社が、かつてはたくさん
あったと思います。
　ところが、バブル崩壊以降、日本企業は自分た
ちの生き方を見失ったように思います。家族のよ
うに大事にしてきた社員との関係を断ち、仕事に
埋没させる人だけをつくり、成果と報酬でつなが
る関係をつくろうとした。その結果、会社への信
頼や愛情という強い結び付きが失われ、会社が
発しているメッセージと現場の取り組みにも大き
な乖離（かいり）が生まれてしまった。気付くと、目

の前の仕事をこなし給与をもらうことが、社会人と
しての生き方だと思う人も増えてしまったと感じま
す。
　極端な表現になっているかもしれませんが、同
じようなことを感じている人も少なからずいるので
はないでしょうか。そんな状況の中でコロナが広
がり、今までの働き方、生き方に疑問を持ち始め
た人たちが出てきた。会社中心、言われたことを
こなしていくという生き方を自分は本当に望んで
いたのだろうか。もっと自分らしく生きたい、もっと
自分らしく働ける場所を見つけたい。そう思って、
働き方を変えたり、副業を始めたり、転職したり、
移住する人も出てきています。
　人が主体性を取り戻し、自分らしい生き方、働
き方、会社との関わり方を模索し始めている。会
社も同じように、会社の在り方、生き方を問い直し、
社員との新たな関係を見いだす必要はないので
しょうか。もしそんなことを感じていたら、次の二つ
の取り組みを考えてみてください。

　一つは、自分たち自身が改めて何のためにどう
生きていく会社になるのか、その思いと生き方を
一貫性のある形で示し、みんなの思いになるよう
に対話を重ねること。
　もう一つは、多様な生き方をする人たちを応援
する、あるいはそうした人たちの思いを重ねなが
ら、新たな会社の在り方、生き方を社員とともにつ
くっていくこと。
　大切なのは、会社の理念や思いを押し付けて、
社員に変われというのではなく、経営トップから社
員までが、一緒に自分たちらしい生き方を見いだ
し、追求し続けようという姿勢を持てるかです。し
かもみんなで共有できるものは、例えば「誠実さ」
「思いやり」「楽しむ」など、そこに集まる人たちに
とっても大事だと思える極めてシンプルなものかも
しれません。そんな言葉を見つけようとする対話
を繰り返すことが、真のつながりをつくっていくこと
になるのだと思います。ぜひ、生き方でつながる
組織づくり、目指してみてください。

ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標／第6回ご存じですか？



中小事業者オミクロン株
　　　 集中対策支援金

宇部会議所だより2022［令和4］年4月15日

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）

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

23 24

125 26 27

2 3 4

18 19 20 21 22

3028 294
月
〜
5
月

■無料窓口相談日程（4月後半～5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。

8

13 14 159 10 11 12

20 21 2216 17 18 19

765

■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

緑の新芽が息吹く季節
日比谷公園にMiimoが帰ってきた

　日比谷公園は霞が関と帝国ホテルや日比谷
ミッドタウンに挟まれる都立公園で、その面積
は16ヘクタール以上ある。陸軍練兵場跡地に
設計された日本初の西洋風公園といわれるが、
日本風の池の他さまざまな公私の施設や記念
碑が点在するため全体的な統一感がないとこ
ろがかえって親しみやすさを感じさせる。
　霞が関から有楽町方向に公園を抜ける途中
に3000㎡の芝生を歩道で囲んだスペースがあ
る。色とりどりのバラを観ながら歩道に設置さ
れたベンチでくつろぐ人も多い。
　この芝生でロボット芝刈り機ミーモの実証実
験が始まったのが2019年の冬。仕事帰りにミ
ーモを見つけるとその仕事ぶりをしばらく見学
するのだが、ルンバのように優雅にくるくる回る
のではなく地面の凹凸に反応しながらぽこぽ

こと動いていくさまがなんとも可愛らしい。芝生
の端まで行くとちょっと不器用に向きを変える。
稼働時間が終われば充電器まで戻って接続す
る。夕方お迎えにきた公園協会の職員さんが抱
え上げて裏側を見せてくれたこともあった。
　そんなミーモをこの冬しばらく見かけなくなっ
た。充電装置はそのままなのだが肝心のミーモ
の留守が続く。実証実験の結果が思わしくなく
クビ？と心配していたところ、先月久しぶりにぽ
こぽこ走る姿を確認し、ほっとした。
　最近の家庭用ロボットは表情豊かで嫉妬を
表現できるものさえあるが、家族として迎える気
にはなりにくい。一方で、表情も変えず、しゃべり
もせず、ただ働くロボットに好感を持つのは人
間とロボットとのシンプルな距離感が心地よい
からだろうか。

ご案内
山口県の 申請期限迫る！

※詳細は当所のホームページ「新着情報」欄からご覧いただけます。

開催日
３月５日（土）

３月１２日（土）

節
11

予定（第11節～第16節） ※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：△

12
13

レノファ山口情報
節
3

結果（第3節～第8節）
対戦相手

アルビレックス新潟
スコア
１－１

会場
デンカＳ

入場者数
１０，７３８

4 ＦＣ琉球 ２－３みらスタ ２，６９４

勝敗
△
●

３月１９日（土）5 大分トリニータ １－１昭和電ド 　　５，７８３△
３月２６日（土）6 いわてグルージャ盛岡 ０－０北上 　　６８１△
３月３０日（水）7 徳島ヴォルティス 0－0みらスタ 　2，299△

４月３日（日）8 大宮アルディージャ 1－0みらスタ 　3，406〇

試合結果と今後の日程

開催日
４月２３日（土）

キックオフ※
１６：００

４月２７日（水） １９：００
４月３０日（土） １４：００

対戦相手
水戸ホーリーホック

ジェフユナイテッド千葉
杤木ＳＣ

会場
Ｋｓスタ
フクアリ
みらスタ

14 ５月４日（水） １４：００ ＦＣ町田ゼルビア みらスタ
15 ５月８日（日） １４：００ ツエーゲン金沢 石川西部
16 ５月１４日（土） １４：００ ヴァンフォーレ甲府 ＪＩＴス

※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（http://www.renofa.com/）をご確認ください。

次の要件全てを満たす方
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

【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
事業者は対象外です。

支援金の対象者 支援金額

申請書の提出先
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、宇部商工会議所

制度に関するお問合せ
中小事業者オミクロン株集中対策支援金事務局
TEL083-942-0310（平日9：00～17：00）
https://yamaguchi-jigyoukeizoku.com/ 

１事業者当たり　法人２０万円 ・ 個人１０万円

4月28日（木）必着

ミーモ


