
宇部会議所だより

宇部商工会議所は、みなさま（商工業者）の強い味方です。お気軽にご活用ください！
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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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　コロナ感染第7波が猛威を振るい、累計感染者
数（8月19日現在）も全国で1,600万人を超え、
死者数も36,000人となっている。国民の10人に
一人の割合で感染したことになり、また医療体制
逼迫度においても50%を超えている都道府県が
7割に達しており、緊急事態に匹敵する状況である。
　そのような中ではあるが、コロナを離れて、

「幸福感を高める4要素」という新聞記事を参

考にして書いてみたい。
　幸福感は自分で高めることができ、4つの
因子をバランス良く高めていくことが大切。４
つの因子とは①やってみよう（自己実現と成
長）②ありがとう（つながりと感謝）③なんとか
なる（前向きと楽観）④ありのままに（独立と
自分らしさ）である。
　年収や財産、肩書など周囲との比較によっ
て得られる幸福感は長続きしないし、高価な
贈り物の愛情表現もその時は感謝されても長
続きしない（さらに多くを望むようになる）。

　一方、健康や愛情、社会とのつながりによる
幸福感は持続性が高い。健康に過ごせること
は当たり前のことではなく、ありがたいことで
ある。高価な贈り物より「ありがとう」、「いただ
きます、ごちそうさま、おいしかった」、「おはよ
う、おやすみ」、「いってらっしゃい、ただいま」
等のあいさつの言葉、相手の思いに対する感
謝の表現、ちょっとした思いやりの気持ちの方
が本来の愛情を感じられるものである。
　自分自身においても4つの因子の中で②が
大きく欠落していたと会社勤務を卒業した今、

反省しきりである。人間は決して一人ではなく、
社会の中で生かされ、活かされていることに
喜びを感じる。
　ありのまま（結果でもある）を受け入れるこ
と。それらを受け入れることなく、不平不満や
自責ではなく他責にしているといつまでも前
に進めない（①、③にならない）。
　これで良かったんだと思える心持が必要。
コロナ禍で先が読めない社会情勢が続く中で
ライフスタイルを見つめ直し、改めて本当の
幸せについて考えてみたい。

雑 感
杉 下 秀 幸

　７月２８日に開催した正副会頭会議におい
て、最近の新型コロナウイルス感染症の拡大
状況を考慮して、今年度の「華創パレード」は
規模を縮小して最大５０名の定員で実施する
事といたしました。
　参加を心待ちにされている方も多数いら
っしゃると存じますが、時勢柄ご了承賜ります
ようお願い申し上げます。

　また、毎年皆様から多くのご協力をいただ
いております協賛金につきましては、規模縮
小に伴い今年度はお願いをいたしません。
　次年度以降、賑々しい華創パレードの実施
が可能となった際には、誠に恐縮ではござい
ますが、改めて皆様のご協力を賜ることがで
きればと存じております。その際は、何卒よろ
しくお願い申し上げます。

専務理事　渡邊 祐二

　令和４年度宇部市プレミアム付商品券の利用が９月１４日よ
りスタートした。当所は宇部市より同商品券発行事業を受託し、
同商品券の発行を通じて新型コロナウイルス感染症や原油価
格・物価高騰の影響を受けている市内経済の活性化・購買促進
に取り組む。
　同商品券は発行総額１１億２千万円（内、プレミアム分３億２
千万円）、プレミアム率４０％、発行セット総数８万セットと過去
最大規模で８月１日から受付を開始。８月２２日まで宇部市民を
対象にｗｅｂとハガキから申込を募り、発行総数を上回る９７，５
０１セットの申込が寄せられ、抽選にて当選者５０，８１９人が決
定した。
　当選者は郵送された通知書を市内の引換所へ持参して商品
券を購入し、市内の参加登録店舗で利用することができる。利
用期限は来年の１月１５日。
　８月末時点での参加登録店舗数は９２２店となっており、登録
期限の１１月１１日(金)まで同商品券公式サイト、当所窓口等で

受付を行う。
　参加店舗の運営に
あたっての注意点や
換金の手順について
は、事前送付している
運営マニュアルや公
式サイト内で公開して
いる参加店向け説明
動画で確認できる。

接客時のマスク着用、店舗入口などへのアルコール消毒
液の設置などにご協力ください。

協賛金を募らず
最大５０人の参加で
実施します

利用期限は令和５年１月１５日（日）

参加登録店舗の皆様へのお願い

●新型コロナウイルス感染予防対策

できる限り利用者からよく見える店頭、売場、レジ回り等
へ掲示してください。

●のぼり旗・ポスター・ＰＯＰの掲示

ポイント付与や特別値引き等の実施は各店舗様の判断
で実施してください。また、それらを実施する場合は、予
め利用者が会計の前に認識できるよう売場やレジ回り等
にその旨を明示してください。

●参加登録店舗独自の使用ルールがある場合の対応

原則として運営マニュアルを参考に各店舗様にてご対応
ください。不正利用の防止にご協力ください。商品券の
受け取り判断が難しい場合は利用をお断りください。

●商品券利用に関するトラブルの対応

商品券では利用いただけない商品やサービス（タバコの
購入、公共料金の支払い等）の利用はお断りください。

●利用対象外の商品やサービスの周知
　（該当する店舗様のみ対象）

換金は運営マニュアルに基づきご対応ください。
●換金手続き

お問合せ
宇部市プレミアム付商品券発行事業事務局
事業者向けコールセンター  ＴＥＬ０８３６-３７-２００１
受付時間／平日９：００～１７：００

参加登録店・事業者専用サイトはこちらから
宇部市プレミアム付商品券専用サイト
https://ube-premium-shohinken.info/
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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。

お知らせ 宇部商工会議所

宇部商工会議所の議員任期満了に伴う議員の選挙・選任において、
会頭推薦による3号議員は次の15事業所に決定いたしました。

選任日：令和4年8月25日
任　期：令和4年11月1日～令和7年10月31日

宇部工業（株）
宇部市大字妻崎開作874-1

宇部興産海運（株）
宇部市港町1-5-5

（株）宇部日報社
宇部市寿町2-3-17

宇部マテリアルズ（株）
宇部市相生町8-1 宇部興産ビル5F

（株）ウベモク
宇部市西平原3-2-22

（株）創舎
宇部市大字西岐波1173-171

（株）太陽家具百貨店
宇部市東藤曲2-5-30

中国電力ネットワーク（株）宇部ネットワークセンター
宇部市相生町7-36

日本通運（株）宇部支店
宇部市明神町1-9-7

テクノUMG（株）
宇部市大字沖宇部525-14

西中国信用金庫宇部支店
宇部市寿町2-9-6

（株）ノア
宇部市文京町8-7

前村電気工事（株）
宇部市神原町2-8-51

（株）ヤナギヤ
宇部市大字善和189-18

UBE（株）
宇部市大字小串1978-96

（事業所名五十音順）

令和4年 8月25日
宇部商工会議所 選挙長　渡邊 祐二

3号議員選任告示

〒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

　去る7月20日に行政書士の市竹敦行様を講師としてお招
きし、研修委員会担当によるオブザーバー例会「知識に差が
つく！得する文章テクニック」を開催致しました。本例会は青年
部会員外からも参加者を募り、より多くの経営者の方々に青
年部活動を知っていただくことで新規入会に繋げることを目
的に開催致しました。
　23名という多くのオブザーバーの方にご参加いただいた
本例会では、「社会人は業種に関わらず、様々な場面で文章を
考え書くことが求められる。」を背景のもと、講師よりキャッチ
コピーやセールスコピーの作り方、自社の商品を選んでいた
だくために書くべきこと、読み飛ばされない言葉の選び方な
どをご教授頂きました。
　中でも、中小企業が作るべきセールスコピーというお話で

は、お客様との会話の中において現状の悩みや不満を聞き出
すことで自社の特性、性能、こだわり、これらの中から重なる言
葉を見つけだす事の大切さを学ぶことができました。このこと
はどの企業でも共通し求めるべきものであり、お客様との会
話や意識共有の重要性を再認識する場となりました。
　私自身、4年前に友人の紹介で当会のオブザーバー例会に
参加し、青年部が自社の発展へと繋がる自己研鑽や異業種間
の繋がり、信頼できる仲間づくりができる場所だと感じ、興味
を持って入会させて頂きました。
　この度の例会でも多くの学びや気づきがあり、自己研鑽と
なりました。閉会後、参加されたオブザーバーの方からは『講
演内容に満足した。』『青年部にも興味を持った。』などのお声
を頂きました。

　担当委員会の一員として例会に
携われたことが大変嬉しく、今後も
青年部活動のなかで様々な事を学
び、活動を対外に伝えることで会員
拡大に繋げ、新たな仲間ができるこ
とを楽しみに活動して参りたいと思
います。
　改めまして、講師の市竹様、そして
ご参加いただいたオブザーバーの
皆様、誠にありがとうございました。

7月オブザーバー例会「知識に差がつく！得する文章テクニック」
研修委員会　天 川 光 生

青年部会員募集中

地域のため！ 自分自身のため！ 一緒に活動しましょう！

青年経済人として研鑽を高め、宇部商工会議所の事
業活動への参画・協力を通じて商工業の振興を図り、
あわせて地域社会の発展に寄与することを目的とし
ています。

ご入会前に体験で活動に参加することも可能です。また、7月と11
月に未入会の方もお誘いするオープンセミナーを開催予定です。
今後、下記WEBページでもお知らせいたします。

宇部商工会議所青年部では、共に研鑽に努める仲間を
募集しております。自己研鑽や自社の発展に興味があ
る青年経済人（47歳未満の経営者・従業者）の方は、ぜ
ひともご入会ください。

活動目的

①事業に役立つ研修があります。
②地域の発展に寄与する事業に参画をしています。
③異業種交流を通じて多くの情報交換ができます。
④事業を通じて仲間を作ることができます。

メリット

年　齢：
資　格：

年会費：

入会条件
20歳以上47歳未満（入会申込時）
自社が宇部商工会議所の会員であること

（未入会の場合は同時入会となります）
42,000円

http://www.yeg.ubecci.or.jp/

http://www.facebook.com/ube.yeg

総評を述べる片山塾長

レポート

　８月６日（土）、宇部商工会議所にて起業
塾２２ビジネスプランコンテストが開催され
た。今年度は、片山民夫氏（クロスネットワ
ーク代表）、伊藤勝彦氏（シンプルシステム
株式会社代表取締役）、礒本眞氏（ジーシー
マネジメント代表）の３名を講師に据え、５
月２５日（水）の開講から約２ヶ月にわたる講
義が行われた。
　第１部（全７回）には創業に関する基礎知

識を身に付けるため、過去５年で
最も多い２２名が受講。第２部（全
３回）では、各々の立ち上げる事業
のビジネスプランを作成するため
に１５名が受講。昨年に引き続き
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、対策を徹底した上での
開催となった。
　当日、発表希望者の８組はこれ
まで作成した事業計画書に基づき、
約１０分の持ち時間で熱い想いを
織り交ぜながら金融機関や公的機
関の関係者等計７名の審査員に対

しプレゼンテーションを実施。発表終了後に
は事業に関しての質疑応答が交わされた。
　見事、最優秀を獲得した村田さんは、映
像制作事業を創業予定。「新たな価値を創
造し続け、映像製作を通じて、お客様に期待
以上の満足を提供」という理念のもと、事業
を立ち上げるとのことである。
　当所では、今後も引き続き受講者の起業
に向けて支援を行っていく。

起業塾２２ 事業化への熱い想いをプレゼン！！
開
催ビジネスプランコンテスト
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参加し、青年部が自社の発展へと繋がる自己研鑽や異業種間
の繋がり、信頼できる仲間づくりができる場所だと感じ、興味
を持って入会させて頂きました。
　この度の例会でも多くの学びや気づきがあり、自己研鑽と
なりました。閉会後、参加されたオブザーバーの方からは『講
演内容に満足した。』『青年部にも興味を持った。』などのお声
を頂きました。

　担当委員会の一員として例会に
携われたことが大変嬉しく、今後も
青年部活動のなかで様々な事を学
び、活動を対外に伝えることで会員
拡大に繋げ、新たな仲間ができるこ
とを楽しみに活動して参りたいと思
います。
　改めまして、講師の市竹様、そして
ご参加いただいたオブザーバーの
皆様、誠にありがとうございました。

7月オブザーバー例会「知識に差がつく！得する文章テクニック」
研修委員会　天 川 光 生

青年部会員募集中

地域のため！ 自分自身のため！ 一緒に活動しましょう！

青年経済人として研鑽を高め、宇部商工会議所の事
業活動への参画・協力を通じて商工業の振興を図り、
あわせて地域社会の発展に寄与することを目的とし
ています。

ご入会前に体験で活動に参加することも可能です。また、7月と11
月に未入会の方もお誘いするオープンセミナーを開催予定です。
今後、下記WEBページでもお知らせいたします。

宇部商工会議所青年部では、共に研鑽に努める仲間を
募集しております。自己研鑽や自社の発展に興味があ
る青年経済人（47歳未満の経営者・従業者）の方は、ぜ
ひともご入会ください。

活動目的

①事業に役立つ研修があります。
②地域の発展に寄与する事業に参画をしています。
③異業種交流を通じて多くの情報交換ができます。
④事業を通じて仲間を作ることができます。

メリット

年　齢：
資　格：

年会費：

入会条件
20歳以上47歳未満（入会申込時）
自社が宇部商工会議所の会員であること

（未入会の場合は同時入会となります）
42,000円

http://www.yeg.ubecci.or.jp/

http://www.facebook.com/ube.yeg

総評を述べる片山塾長

レポート

　８月６日（土）、宇部商工会議所にて起業
塾２２ビジネスプランコンテストが開催され
た。今年度は、片山民夫氏（クロスネットワ
ーク代表）、伊藤勝彦氏（シンプルシステム
株式会社代表取締役）、礒本眞氏（ジーシー
マネジメント代表）の３名を講師に据え、５
月２５日（水）の開講から約２ヶ月にわたる講
義が行われた。
　第１部（全７回）には創業に関する基礎知

識を身に付けるため、過去５年で
最も多い２２名が受講。第２部（全
３回）では、各々の立ち上げる事業
のビジネスプランを作成するため
に１５名が受講。昨年に引き続き
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、対策を徹底した上での
開催となった。
　当日、発表希望者の８組はこれ
まで作成した事業計画書に基づき、
約１０分の持ち時間で熱い想いを
織り交ぜながら金融機関や公的機
関の関係者等計７名の審査員に対

しプレゼンテーションを実施。発表終了後に
は事業に関しての質疑応答が交わされた。
　見事、最優秀を獲得した村田さんは、映
像制作事業を創業予定。「新たな価値を創
造し続け、映像製作を通じて、お客様に期待
以上の満足を提供」という理念のもと、事業
を立ち上げるとのことである。
　当所では、今後も引き続き受講者の起業
に向けて支援を行っていく。

起業塾２２ 事業化への熱い想いをプレゼン！！
開
催ビジネスプランコンテスト

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！
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村岡知事に要望書を提出する川上県連会頭（左）

髙橋政司 宇部市錦町4-19／不動産の
仲介、管理、売買、賃貸、斡旋など

ＡＲＴ・ＢＥ(株)

西山真紀 宇部市居能町2-2-23 ルピナス101
まつげエクステ、ヘッドスパ

Ｅｙｅｌａｓｈ Ｓａｌｏｎ ２４/７

中村花梨 宇部市中央町3-9-15
占い、ヨガクラス、洋服製造・販売

アストロクリエーション

岩橋　照 宇部市中央町2-5-3
足場

岩橋　照

松浦英寿 宇部市東岐波1450-65
塗装工事、防水工事、左官工事

英豊技

Wuss Eric Dmitri 宇部市中央町1-4-25
英会話教室

Ｅｒｉｃ’ｓ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｃｈｏｏｌ

金子雅也 宇部市今村南2-1-13
リフォーム

金子技工

香川早苗 宇部市際波2764-6
飲食店

カフェ ソルテ

山本久子 宇部市上町2-8-14
カラオケ喫茶

カラオケ喫茶 ナンバーワン

草野志津香 宇部市明神町1-3-13
カラオケ、飲食

カラオケ 山茶花

高津興一郎 宇部市厚南中央1-6-48-3
金属加工 

(有)興進企画

長谷川和宏 宇部市南浜町1-8-1
ラジコン模型

住田敏男 宇部市東岐波1193-3
土建業

(株)Ｓａｎｋｙｏ

住田組

宗田穏道 宇部市西岐波1220-1
ディアコート・グレース203／塗装業

宗建塗装

埴生孝明 宇部市琴芝町2-5-19
食品販売

埴生商店

橋本　孝 宇部市港町1-2-1
食料品店、レストラン（定食）

橋本食料品店 ミニレストランはしもと

吉田健二郎 宇部市厚南中央5-5-5-2
大工

播州興業

松本美樹 宇部市上宇部2494-12
居宅サービス、相談支援事業

合同会社ＰｅＡＡＡｃｅ

西村公孝 宇部市若松町2-11-1404
人材育成、企業支援

ヒューマンリソース

川崎三郎 宇部市厚南中央1-2-62-7
設備業

(有)川崎設備
長畑哲史 宇部市東本町2-8-5

津森ハイツ202／鉄工

太優工業
真宅克典 宇部市松山町1-2-6

ネイルサロン、エステサロン

(有)プラチナサポート

金光　聡 宇部市松山町1-3-10
電気工事、設計

ＫＡ設計
武原正典 宇部市東岐波3138-1

塗装

たけはら塗装店
藤村大介 宇部市東岐波1851-1

木製品（家具、雑貨）

木工房 空

渡壁義人 宇部市大字東須恵739-1
鍵・錠前 取り付け加工・販売業

カギのドクター
河口千江子 宇部市中央町3-5-18

第２西本町ビル１F／スナック

軽食スナック 江月
立花祐之 宇部市宮地町7-24

コンサルティング

立花コンサルティングオフィス
國村真弓 宇部市中央町3-10-11

第1ロイヤルビル2F／小料理屋

ｌｏｔｕｓ

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5月 ※順不同・敬称略
事業所名
代表者名 所在地

営業内容

山口県の経済を立て直す！レポート

二村 友香代表 さん

会 員
紹 介

ロスを減らし環境にやさしい『来店型のお花のサブスク』始めました！
花ひろば エバーグリーン

店内 代表の二村友香さん

来店型のお花のサブスク

「お花のサブスク」新規会員登録はこちら▶

宇部市常盤町2-1-6
TEL ： 0836-22-8787
営業時間 ： 10：00～18：00
定休日 ： 木曜日＋不定休（月2日）

花ひろば エバーグリーン

◎
Evergreen

◀宇部
　新川駅

空港▶

琴芝街区公園
郵便局

サンマルノ

共営社

市役所

中津瀬
神社

国道190号

新天町アーケード

　花ひろばエバーグリーンは、今年4月から新たな
サービス「来店型のお花のサブスク」の取り扱いを
始めた。このサービスでは、最少で月5回から、お
店に行くことで定期的にお花を受け取ることがで
きる。
　会社の福利厚生の一環として、従業員の方へ向
けた誕生日などのお祝い事に活用することも可能。
宴会など飲食を伴う行為と比べて人との接触が少
ないため、感染症のリスクを避けることにもつなが
るそうだ。
　生花業界では従来から、フラワーロスや、母の日

など需要が高まる時期における環境負荷の高さが
課題となっている。
　これは同店も同様で、以前から仕入れ数の調整
や委託販売など様々な対策を行ったが、それでも
改善することは困難であったそうだ。
　代表の二村（ふたむら）友香さんは「必要なもの
を必要な数だけ用意すること」を理想としており、
ギフトに用いる花についても、贈る日が前もってわ
かるものについては、事前の準備をしっかり行って
より良いものを提供したいと考えている。
　事前に必要数が把握できていればロスの軽減と
高品質な花束作りにつながるため、特にお花を贈
りたい方は、ギフトに対する意識づけや価値観をよ
り強く持っていただければと二村さんは語ってい
る。

山口県商工会議所連合会
村岡知事に要望書を提出
　８月２４日（水）に山口県商工会議所連合会（会長：川上康男
／下関商工会議所会頭）の役員１3名が、山口県庁にて村岡
嗣政県知事に「令和４年度要望書」を提出した。
　主な要望は、①新型コロナウイルス感染症拡大に伴う県内
経済活性化対策、②港湾計画にある公有水面埋立地への広
域最終処分場の新設、③中小・小規模企業活性化に係る支援
の充実・強化等。

　知事からは「コロナ関連では、飲食店の時短要請の協力金
等の相談・受付等の協力に感謝します。国道や港湾の整備は、
経済の活性化、国土強靭化等のニーズにしっかり応えていき
たいと考えています。直面している課題に対し様々な策を前
に進めていきたいと思いますので、ご支援・ご協力をお願いし
ます」と回答があった。
　引き続き、県議会の二木健治副議長にも要望書を提出した。

（山川・記）



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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ご案内

ご注意下さい！

山口ペイトリオッツ
　山口県初のプロバスケットボールチームの山口ペイトリオッツ（山
口プロバスケットボール（株）／代表：成田俊彦・所在地：宇部市錦町）
は、地域に貢献できる県民球団を目指して２０２０年７月設立され、
昨シーズン（２０２１―２２）からＢ３リーグ（一般社団法人ジャパン・バ
スケットボールリーグ）に参戦し、１２位（全１５チーム）でした。
　２０２２－２３シーズンは、１０月１日に開幕します。Ｂ２昇格を目指
して、俵田翁記念体育館を本拠地にＢ３リーグを戦う山口ペイトリオ
ッツをぜひ応援ください。

※当日券発売：試合開始2時間30分前、ブースタークラブ優先入場：試合開始2時間前、
　一般開場：試合開始1時間45分前
※観戦される場合は、事前に山口ペイトリオッツの
　ＨＰをご確認ください。https://patriots.co.jp

ご案内

無料産業保健
サービス

宇部地域産業保健センター（宇部市医師会内） ＴＥＬ21-5437 ＦＡＸ21-2717

やりっぱなし健診は問題です！

お問合せ

対象 労働者数５０人未満の小規模事業場

内容 （１）脳・心臓疾患のリスクが高い労働者の健康管理の相談・保健指導
（２）メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導
（３）健康診断結果についての医師からの意見聴取
（４）長時間労働者に対する面接指導
（５）ストレスチェック結果に係る高ストレス者に対する面接指導
（6）作業環境管理・作業管理等の助言
（7）その他の産業保健相談
［注］（3）、（4）及び（5）の実施は労働安全衛生法により事業者に義務付けられています。

宇部地域産業保健センターは、国から委託を受けて、
下記の産業保健サービスを無料で提供しています。

Ｂ２昇格を目指して 応援をお願いします！

ご案内

ご案内

ご案内
令和4年度（後期）

技能検定試験
技能五輪山口県予選大会

受検申込期間

国家試験

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/

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お問合せ

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。

１０月３日（月）～１0月1４日（金）
受検案内 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。
検定実施職種 機械検査／農業機械整備／◎冷凍空気調和機器施工／◎建

築大工／かわらぶき／◎配管／鉄筋施工／防水施工／ガラ
ス施工／◎機械・プラント製図 等
◎印は技能五輪山口県予選大会職種（平成12（2000）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）
また、後期試験では特級の検定が実施されます。

10月１日から雇用保険料の
労働者負担と事業主負担の

料率が上がります

ハローワーク宇部  TEL0836-31-0164
労働保険事務組合 宇部商工会議所　TEL0836-31-0251

お問合せ

●お問合せ
山口県石油商業組合　山口市小郡下郷2216-1 TEL083-973-4400

試合日程（ホームゲーム）
開催日 開始時間 対戦相手 会場

１０月１日（土） １５：００
東京八王子ビートレインズ 俵田翁記念体育館

１０月２日（日） １４：００
１０月８日（土） １５：００

岐阜スゥープス 俵田翁記念体育館
１０月９日（日） １4：００

１０月２２日（土） １５：００
トライフープ岡山 下関武道館

１０月２３日（日） １4：００

山口ペイトリオッツ

見本

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9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7月］

人　口 人160,989

● 女性 人84,041● 男性 人76,948

●

●
輸　出
輸　入

百万円
百万円

9,871
64,946

世帯80,127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）

（60.1％）
（55.6％）

人
人

10,788
9,972

●

●
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

1,682,860
1,726,260

494,900
41,282,179

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） 　　　

1,848
707
250
1.55

83,129

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

（50.8％）
（46.5％）

人
人

10,171
9,304

●

●
東　　京→山口宇部
山口宇部→東　　京

SFJ
（56.2％）
（56.2％）

人
人

7,845
15,681

●

●
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

2030年までに、全ての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ衡平な
アクセスを達成する。
2030年までに、全ての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設への
アクセスを達成し、野外での排泄をなくす。女性及び女児、並びに脆弱な立
場にある人々のニーズに特に注意を払う。
2030年までに、汚染の減少、投棄の廃絶と有害な化学物・物質の放出の
最小化、未処理の排水の割合半減及び再生利用と安全な再利用を世界的
規模で大幅に増加させることにより、水質を改善する。
2030年までに、全セクターにおいて水利用の効率を大幅に改善し、淡水
の持続可能な採取及び供給を確保し水不足に対処するとともに、水不足に

1.

2.

3.

4.

悩む人々の数を大幅に減少させる。
2030年までに、国境を越えた適切な協力を含む、あらゆるレベルでの統
合水資源管理を実施する。
2020年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼を含む水に関連する
生態系の保護・回復を行う。
2030年までに、集水、海水淡水化、水の効率的利用、排水処理、リサイク
ル・再利用技術を含む開発途上国における水と衛生分野での活動と計画を
対象とした国際協力と能力構築支援を拡大する。
水と衛生に関わる分野の管理向上における地域コミュニティの参加を支
援・強化する。

5.

6.

a.

b.

目標６（水・衛生）
安全な水とトイレを世界中に

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な
管理を確保する

ＳＤＧｓの17のゴール ： 目標6の詳細

目標６を構成する７個のターゲット

ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標／第10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



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！
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宇部市の
経済ダイジェスト

卸売業

小売業

［令和4年7月］
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●

●
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百万円
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人
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●

●

●
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店
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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。
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山口県観光政策課内（県庁8階）
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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。
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総合窓口
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令和4年1月開設

2030年までに、全ての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ衡平な
アクセスを達成する。
2030年までに、全ての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設への
アクセスを達成し、野外での排泄をなくす。女性及び女児、並びに脆弱な立
場にある人々のニーズに特に注意を払う。
2030年までに、汚染の減少、投棄の廃絶と有害な化学物・物質の放出の
最小化、未処理の排水の割合半減及び再生利用と安全な再利用を世界的
規模で大幅に増加させることにより、水質を改善する。
2030年までに、全セクターにおいて水利用の効率を大幅に改善し、淡水
の持続可能な採取及び供給を確保し水不足に対処するとともに、水不足に

1.

2.

3.

4.

悩む人々の数を大幅に減少させる。
2030年までに、国境を越えた適切な協力を含む、あらゆるレベルでの統
合水資源管理を実施する。
2020年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼を含む水に関連する
生態系の保護・回復を行う。
2030年までに、集水、海水淡水化、水の効率的利用、排水処理、リサイク
ル・再利用技術を含む開発途上国における水と衛生分野での活動と計画を
対象とした国際協力と能力構築支援を拡大する。
水と衛生に関わる分野の管理向上における地域コミュニティの参加を支
援・強化する。

5.

6.

a.

b.

目標６（水・衛生）
安全な水とトイレを世界中に

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な
管理を確保する

ＳＤＧｓの17のゴール ： 目標6の詳細

目標６を構成する７個のターゲット

ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標／第10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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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

　ある日某関西系デパートの時計売り場の壁
に手描きのPOPを見つけた。先を急ぐ通りす
がりなのに思わず足を止めたのは、デパート
には珍しい素人っぽい手描きPOPだという他
に、商品名に妙な違和感があったからだ。新
商品Gショク？いやそんなはずはない。POPに
は『G-SHOCK』ではなく『G-SHOK』とCが抜
けていた。デパートでもこんなミスがあるのだ
とクスっと笑ってその場を去った。
　別の日に友人に誘われて某S県のアンテナ
ショップに立ち寄った。東京にあるアンテナシ
ョップはどこも好奇心をくすぐるローカル色豊
かな商品を取りそろえており、なかなかの人
気。最近は日本酒も泡が人気なんだなと商品
棚を見ていると衝撃的なプライスカードを発
見！いくらなんでも『発砲酒』は命の危険を感

じる。ぜひ他の来店者にも楽しい発見を経験
していただきたく、黙って帰った。
　文字ばかりではない。先日は某老舗ホテルで
隣のテーブルに運ばれた三段のアフタヌーンテ
ィーセットから妙な音が。小さな容器に水とドラ
イアイスを入れて料理と並べ、白いスモークで涼
やかさを演出をしているのだが、どういうわけか
ジージーという老舗ホテルに似つかわしくない
大きな振動音が聞こえ始め、しかも一向に止ま
らない。若い女性客グループは「これって死にか
けたセミだよね。」「そうそう、夏の終わりって感
じ。」と大盛り上がり。よほど『死にかけたセミ』が
気にいったのかリフレインが止まらない。お上
品なお食事会には少 場々違いなワードではある
が、ヌン活(アフタヌーンティー活動)の記念写真
を見るたびに楽しく思い出すに違いない。

罪なき間違い・場違いで小さく楽しむ
笑う門には福来て欲しい

節
38

日程（第38節～第42節） ※キックオフ時間は変更される場合があります。

39
40

レノファ山口情報
結果（第30節～第34節）
㉚８月６日（土） 対モンテディオ山形 ０－１ ㉛８月１３日（土） 対ファジアーノ岡山 ２－３
3８月２０日（土） 対対水戸ーーー戸ホッ 1－0  ８月２月日（土） 対 対徳島ヴティテ 1－2
34月３日（土） 対対横浜Ｆ 3－3

試合結果と今後の日程

開催日
4月２４日（土）

キホッオフ※
１４：００

１０月２日（日） １４：００
１０月4日（日） １４：００

対戦相手
ザテパッサツ群馬
いわてグヴージャ盛岡
大宮アヴディージャ

会場
正田テタ
SV下関
ＮＡＦＫ

41 １０月１５日（土） １４：００ Ｖ・ファーレン長崎 トラテタ
42 １０月２３日（日） １４：００ ジェフユナイテホド千葉 みらテタ
※今後の状況により、ーモートマホチ（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
はレノファ山口浜ＦのＨＰ（https://www.renofa.com）をご確認ください。

ITコンサヴタント
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 対 木 金 土 日

24 25

226 27 28

3 4 5

19 20 21 22 23

129 309
月
〜
10
月

■無料窓口相談日程（9月後半～10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。

9

14 15 1610 11 12 13

21 22 2317 18 19 20

876

■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 浜ＡＸ22-3470

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コンサヴタント 伊藤 　香

ＩＴ全般・キャホシュレテ●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

行事名開催日 場所/時間など

9月14日（水）

※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　10月15日（土）までのスケジュール

宇部市プレミアム付き商品券引換え開始 市内郵便局他/10月14日（金）まで　
宇部市プレミアム付き商品券利用開始 市内参加店/令和5年1月15日（日）まで

9月29日（木） 正副会頭会議・第739回常議員会 ココランド山口宇部/正副会頭11時～・常議員12時～

10月6日（木）
10月7日（金）

10月11日（火）

青年部 正副会長会議 当所/19時～
青年部 理事会 当所/19時～
第1回会員大会実行委員会 当所/15時～
女性会 役員会 当所/13時半～
青年部 委員会 当所/19時～

まちかど
見・聞・録

インボイス制度対策
セミナー

「もうお取引できません」と言われる前に

　制度が開始されると、仕入先や発注先が免
税事業者の場合は仕入控除ができなくなるな
ど、課税事業者だけでなく、免税事業者を含む
全ての事業者に影響があります。この機会に、
インボイテ制度とはどのようなものなのか、導
入されるとどのような影響があるのかを確認
しましょう。

日時 10月14日（金） １4：0０～１６：0０

講師 税理士法人いそべ 税理士 小平 敏彦 氏

受講料 無料

場所 宇部商工会議所２０１・２０２会議室
および オンライン

主催 宇部商工会議所 ＴＥＬ ３１-０２５１
対象者 中小・小規模事業者

（会員・非会員問わず）
定員 会場１０名／オンライン２０名

※定員に達し次第締め切ります。

※オンライン受講の場合は
　必ず申込フ島ームよりご登録ください。

内容
①消費税制度の仕組みについて
②インボイス制度の基礎知識について
③インボイス制度導入に向けて
申込方法
会議所HPまたは
右記ＱＲコードより申込フォームへ

新型コロナウイヴテ感染症拡大防止のため、会場で
の検温・手指消毒・マテッ着用にご協力ください。

令和５年１０月１日より
消費税のインボイス制度が始まります！

ご案内


