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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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確定申告有料相談コーナー開設
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コロナ禍からの復活。飛躍する「希望の年」に
「共存同栄」の精神を未来につないで

宇部市長

篠 﨑 圭 二

宇部商工会議所 会頭

杉 下 秀 幸

宇部市議会 議長

河 崎 　 運
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　皆様におかれましては、ご家族共々健や
かな新年をお迎えのこととお慶び申しあげ
ます。
　旧年中は、宇部商工会議所の事業推進に
変わらぬご高配を賜り誠に有難うございま
した。
　約3年に及びますコロナ禍は、世界中の

市民生活のみならず経済活動において停
滞を余儀なくいたしました。コロナ禍が長
期間に及ぶ中で、地域医療を支えていただ
いております医療関係者の皆様には、改め
て深甚なる感謝を申し上げます。
　昨年の日本経済は、感染を嫌忌する市民
生活の自粛もあり、飲食業を中心に停滞が
続きました。又、ウクライナへの侵攻や急激
な円安による原燃料の高騰は、光熱費や資
材の高騰として追い打ちとなりました。
　秋口には、全国旅行支援や入国制限緩和
措置によりインバウンド増となり、観光関連
業種には回復の兆しが見えてきましたが、
他業種につきましては引き続き厳しい状況
が続いています。
　そうした中、宇部商工会議所は「宇部市プ
レミアム付商品券事業」を受託し、地域の消
費拡大並びに商業振興に努めました。又、関
係機関のご協力を得て、一昨年に続き3月、
11月、12月に新型コロナウイルス対応ワ
クチンの集団接種会場を設け、延べ3千名

の方が接種されました。
　昨年４月から「第５次宇部市総合計画」が
スタートしています。「～共存同栄の精神

（こころ）を未来につないで～ひとが輝き 交
流ひろがる わたしたちの宇部（まち）」を将
来都市像とし、「活力満ちた強い産業のま
ち」「未来を拓くひとを育むまち」「魅力と賑
わいにあふれるまち」「誰もが健康で自分ら
しく暮らせるまち」「安心・安全で快適に暮ら
せるまち」の実現に取り組まれていますの
で、当所としても引き続き協力していきた
いと思います。
　また、新たに日本商工会議所会頭に就任
されました小林健さんが、所信表明「日本再
生・変革に挑む」の中で、中小企業と地域の
重要性と商工会議所の使命・役割として「中
小企業のイノベーション創出・成長を支援」

「大企業と中小企業の共存共栄の実現」「人
と企業が輝く地域の創造」「大規模自然災
害への備えと震災復興・創生」を挙げられて
おり、そのリーダーシップに強く期待すると

ころです。
　本年は「癸卯（みずのとう）です。卯の穏
やかで温厚な性質から「家内安全」を、跳躍
する姿から「飛躍・向上」を意味し、株式市場
では縁起の良い年とされていますので、コ
ロナ禍から復活する希望の年になると期待
しています。
　宇部商工会議所は、本年も地域の総合経
済団体として、なお一層の情熱を持ってさ
まざまな施策を検討・実施して参ります。
　つきましては、会員の皆様には大切なふ
るさと宇部を元気にするために、商工会議
所活動になお一層のご支援をいただければ
と思います。
　最後に、皆様の益々のご繁栄とご健勝・ご
多幸、災害の無い穏やかな一年となります
よう祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさ
せていただきます。

　謹んで、新年のご挨拶を申し上げます。
　平素より宇部商工会議所及び会員の皆

様におかれましては、市政各般にわたり、格
別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上
げます。
　新型コロナウイルス感染症や円安、原油
価格・物価高騰による地域経済への影響が
続くなか、貴会議所におかれましては、過去
最大のプレミアム率40％、8万セットの宇
部市プレミアム付商品券の発行業務を担っ
ていただくとともに、市内の中小企業・小規
模事業者の皆様に対して、国・県や市の支援
施策の周知並びに利用促進についてご尽
力いただき、重ねて感謝申し上げます。
　本市は、令和４年度から「共創によるまち

づくり」をキーワードに、「第五次宇部市総
合計画」による取組をスタートし、貴会議所
とも連携しながら、国道190号（常盤通り）
のウォーカブル化へ向けたイベント「ときわ
いこっと。２」や、地域課題の解決等を目的
に産学官金で設立した「うべ・未来共創プラ
ットフォーム」等の取組を進めています。
　本年も、新たに制定した「宇部市産業振
興条例」に基づき、共創の考え方のもと、次
世代につながる活力に満ちた強い産業のま
ちづくりに取り組んでまいりますので、貴会
議所及び会員の皆様方には、今後とも、な
お一層のお力添えを賜りますようお願い申

し上げます。
　終わりに、宇部商工会議所のますますの
ご発展と、会員の皆様にとって幸多き一年
となりますよう心からお祈り申し上げ、年頭
のご挨拶といたします。

　あけましておめでとうございます。
　健やかに新春をお迎えのこととお慶び申

し上げます。
　宇部商工会議所におかれましては、本市
経済の発展に多大なる御尽力をいただき、
深く感謝を申し上げます。
　昨年５月に新市庁舎１期棟への移転が完
了し、本市議会も、より一層市民に開かれた
市議会となるよう、大型スクリーンを設置し、
傍聴席を近づけた新しい議場での議会をス
タートさせました。
　市民生活では、長期にわたる新型コロナ
ウイルス感染症の拡大やロシアのウクライ
ナ侵攻に端を発した輸入資源の高騰などに
より大きな影響が出ており、また、人口減少・

少子高齢化の進行や環境問題の深刻化な
ど、本市を取り巻く社会環境や経済情勢が
年々厳しさを増しつつあります。
　このような中、本市におきましては、まち
づくりの指針となる「第五次宇部市総合計
画」をスタートさせ、次の１００年に向け、
様々な施策に取り組んでいるところであり
ます。
　私ども市議会は、二元代表制における責
務を確実に果たしながら、賑やかで住みや
すく若者が戻って来たいまちづくりに向け
て、全力を尽くしてまいります。
　結びに、宇部商工会議所の益々のご発展

と会員の皆様のご多幸を心からお祈り申し
上げまして、新年のご挨拶といたします。
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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。

令和４年を振りかえって
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小 林 　 健

年頭ご挨拶

日本再生・変革に挑む
～志を高く、新しい時代を切り拓く～

　明けましておめでとうございます。
　2023年の新春を迎え、謹んでお慶び申
しあげます。

　私は、昨年11月の会頭就任時に「日本再
生・変革に挑む」とした所信を表明し、「変革
の連鎖」によって日本再生を成し遂げるた
めに全身全霊を傾けることを会員の皆さま
に誓いました。また、その後、全国各ブロッ
クの商工会議所の皆さまや都内の中小企
業経営者と対話する機会を得て、「現場主
義」と「双方向主義」を継承・徹底させていか
なければならないとの思いを新たにしまし
た。われわれ商工会議所は、今年も一丸と
なって事業者の皆さまの声を適切に政策提
言や事業活動に生かしつつ、地域経済、日
本経済の発展のために力を尽くしてまいり
ます。

当事者意識を持ち自己変革を

　さて、わが国は、過去20年以上にわたり

物価、賃金、生産性がほぼ横ばいという停滞
が続き、先進諸国に比して相対的に競争力
は低下しています。さらに、昨年、コロナ禍
に加え、ロシアのウクライナ侵攻、世界的な
インフレなど、大きな環境変化が次々と押し
寄せ、極めて予測困難な状況が続いていま
す。
　本年は、こうした大きな環境変化に対応
しつつ、人口減少や少子高齢化、社会保障
費の拡大、財政赤字、人手不足、エネルギー
問題、さらには加速するデジタル化やグロ
ーバル化への対応などの構造的課題にわ
が国が正面から取り組み、成長軌道に戻し
ていくための重要な年になると認識してい
ます。足元では、複合的な要因による物価
上昇・円安の影響で中小企業は厳しい状況
に置かれていますが、われわれ、企業が成長
の原動力であるという当事者意識を持ち、
現実を直視し、果敢に自己変革に挑まなけ
れば、この時代を生き抜くことはできません。
今こそ、渋沢栄一翁の「逆境の時こそ、力を
尽くす」という信念に学び、企業経営者が積
極的に行動を起こしていかなければなりま
せん。
　私は、経営者の責務は、経済価値、社会価
値、環境価値の三つを同時に追求すること、
即ち社会に責任を持ち、貢献することだと
考えています。中小企業は、変化に対する
柔軟な対応力を有しており、経営者と現場
の距離も近く、経営者の理念を共有しやす

い土壌があります。中小企業こそが自己変
革と地域貢献・社会貢献の主役であり、日商
の会頭として、私が先頭に立って自己変革
に挑戦する中小企業のイノベーション創出
と付加価値向上を通じた成長を支援、大企
業と中小企業が共存共栄できる社会を目指
していきたいと考えております。

企業の挑戦を支える環境整備を

　一方、政府の重要な役割は、企業の挑戦
を支えるための環境整備にあります。特に
「民間投資の強力な推進」「持続的に賃上げ
できる環境整備」「サプライチェーンの強靭
化と経済安全保障」「多様な人材が活躍で
きる国づくり」の四つの対応を政府には求
めたいと思います。資源を持たないわが国
が持続的に成長するためには、競争力のあ
る「科学技術創造立国」としての地位の確
立を目指し、成長のエンジンとなる新たな
産業分野へ投資を強力に促進していくこと
が不可欠です。そのためにも、政府は、新し
い資本主義の重点投資４分野における官民
の適切な役割分担、リスクシェアリングを図
り、企業の成長期待を高めるとともに、十分
な規模の政府支出、税制、民間投資を促す
大胆な規制改革に取り組んでいただきたい
と思います。
　エネルギーに関しては、安定供給の確保
とともに、2050年カーボンニュートラル実

現に向け、GXの活用や原子力を含むエネ
ルギー政策を政府が前面に立って推進する
ことが求められます。さらに、中小企業が賃
上げできる環境整備に向けて、取引価格の
適正化、デジタル化の推進等、生産性向上
への支援強化が必要です。生産拠点の国内
回帰を含め、多様化する供給網の整備も急
務であり、企業の予見性を高め、自由な経
済活動を阻害しない経済安全保障に取り組
むべきであると考えます。

志を高く、新時代を切り拓く商工会議所に

　商工会議所としては、地域の第一線で活
躍する会員企業の皆さまと共に、こうした課
題や変化をタイムリーに察知し、商工会議
所自らも変化に対応できる強い足腰を鍛え、
「中小企業のイノベーション創出・成長支
援」「大企業と中小企業の共栄共存の実現」
「人と企業が輝く地域の創造」の3本柱の実
現に向け、全力で取り組んでまいります。
　昨年、日本商工会議所は100周年を迎
えました。次の100年に向けて、本年が、
「日本再生・変革に挑む」ための力強い一歩
を踏み出す年となるよう、スピード感をもっ
て実行していく組織、志を高く、新しい時代
を切り拓いていく組織を目指してまいりま
す。皆さまの一層のご支援とご協力を心か
らお願い申し上げます。
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当所引き受けで３年ぶりに県下商工会議所議員大会を
開催した。

会員事業所を対象に「事業復活支援金」の受付を開始。
６月17日までに会員５６１社を受け付けた。

宇部市、山口市、（株）創舎、産業医の協力を得て、新型
コロナウイルスワクチンの集団接種を実施した。

３年ぶりに来場者を迎えての花火大会を開催。

３年ぶりに常盤通り国道190号を歩行者天
国にして、商業部会が青年部の「新川マル
シェ」をメインに新川市まつり行事を開催。
久々の屋外イベントに２万５千人の人出で
賑わった。
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宇部市から委託を受け「宇部市プレミアム商品券」事業を実施。
発行総額は過去最多の１１億２千万円、９６３店舗が参加した。

令和５年度に向け篠﨑市長（左）に７部会長合同会議で
集約した要望書を提出した。

杉下会頭3期目の新体制がスタートした（写真は10月
25日開催の第199回臨時議員総会）。

1月 6月 7月

7月

12月

9月 11月

11月

2月

3月

5月

永年会員・永年勤続従業員表彰式を開催。恒例の会員
大会は２年連続で中止となった。
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ご入会ありがとう
ございます！

宇部まつり「HADO体験イベント」
たから創造委員会　福 田 茂 雄

宇部商工会議所青年部

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 11～12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

林　 一茂 宇部市寺の前町8-50ルーセント106号
イベント音響、映像、配信業務

合同会社 オージーイベント企画
上野 　剛 宇部市中宇部1857-6

精密機器

Ｇ-ｔａｋｅ．ｃｏｍ
塩田 満雄 宇部市野原1-14-16

土木工事業（舗装工事）

塩田組

兼氏 秀夫 宇部市東新川町5-17
ラーメン

七福
横山 　聡 宇部市中央町3-7-3センタービル1F

飲食

トンガ王国
福田 周平 宇部市上条3-3-3-8

管工事

(株)福田

　宇部商工会議所青年部では、11月6日
の宇部まつりの開催にあわせてヒストリア
宇部でHADO体験イベントを開催しました。
　たから創造委員会のメイン事業として宇
部市の「たから」となるニュースポーツを
HADOに選定し、事前に委員会メンバーが
東京まで赴き実際に体験し改めて今後盛り
上がるスポーツであることを確信した上で、
イベント当日まで準備を進めてきました。
　宇部市スポーツ推進課にご協力いただく
ことで、急展開な進捗で体験イベントを行う
ことになり市民の方に楽しんでいただける
機会を設けることとなりました。

　今回は完全予約制での開催とし、事前に
市内の小中学校へチラシを配ったのですが、
その結果開催数日前には全て予約が埋ま
る状況となりました。
　当日、会場ではHADOのコートが出来上
がり大きなスクリーンと大型テレビが設置
されることで、体験者が放つエナジーボー
ルやシールド、得点などが画面に映し出さ
れ観客も楽しめる環境でスタートしました。
　HADOを体験するにあたり、体験者は頭
にVRのようなヘッドマウントディスプレイ、
腕にはデバイスを装着し、同じものを装着し
た相手と3対3で対戦します。MCの進行と

エナジーボールを放つ時やシールドができ
た時の音で、観客にも臨場感が伝わり会場
は大変盛り上がりました。
　イベント後、体験者に感想を聞いたとこ
ろ『楽しかった またやりたい！』という回答を

多く聞くことができました。今後、宇部市に
HADOを常に体験できる環境が出来ること
を願っております。今回、ご参加いただいた
皆様、ご協力いただきました関係者の皆様
ありがとうございました。

※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 所得税申告・消費税申告
有料相談コーナー開設

対　　象
期　　間
受付時間

対　　象
期　　間
受付時間

簡易課税制度選択の個人事業主の方
2月13日（月）～3月10日（金）
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
2月13日（月）～3月10日（金）
午前    9：00～11：30
午後  13：00～15：30

※平日のみ※平日のみ

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

　当所ならびに中国税理士会宇部支部は、今年も個人事業主を対象に所得税
申告・消費税申告有料相談コーナーを開設します。

税理士法人やまぐちパートナーズA
（株）三菱ＵＦＪ銀行宇部支店
山口県信用保証協会宇部支店

優 勝
準優勝
3 位

／
／
／

（株）西日本シティ銀行宇部支店敢闘賞 ／
税理士法人やまぐちパートナーズA

木村将博
最優秀選手賞 ／

レポート 理財部会

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため完全予約制といたしますので、
ご希望の方はお早めにお申込み下さい。

ソフトバレーボール大会親
睦

３年ぶりに開催

優勝は「税理士法人やまぐちパートナーズAチーム」

　当所理財部会（岡田一夫部会長／
（株）西京銀行執行役員宇部地区統
括部長兼宇部支店長）は、１２月３日

（土）にココランド山口・宇部で親睦ソ
フトバレーボール大会を開催した。
　本大会は毎年の恒例事業として開
催していたが、新型コロナウイルス感
染症拡大により２０１９年以降は開催
中止が続いていた。今年は３年ぶり
の開催となり１０社から１３チーム計
８８名が参加した。
　当日は、開会式にて税理士法人やまぐち
パートナーズの松代明准さんによる選手
宣誓が行われた後、トーナメント戦で熱戦

が繰り広げられた。
　結果ならびに参加企業は次のとおり（敬
称略）。

アイザワ証券（株）宇部支店、（株）西京銀行宇部支店、損害保険ジャパン（株）山口支店宇部
支社、（株）西日本シティ銀行宇部支店、（株）広島銀行・ひろぎん証券（株）宇部支店、みずほ
証券（株）宇部支店、（株）三菱ＵＦＪ銀行宇部支店、（株）山口銀行宇部支店、山口県信用保
証協会宇部支店、税理士法人やまぐちパートナーズ（五十音順）

■参加企業／

優勝の税理士法人やまぐちパートナーズAチーム。前列右は岡田部
会長、部会長の隣は最優秀選手賞の木村将博さん
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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。

令和４年を振りかえって
2022 UBECCI MONTHLY TOPICS

日本商工会議所 会頭

小 林 　 健

年頭ご挨拶

日本再生・変革に挑む
～志を高く、新しい時代を切り拓く～

　明けましておめでとうございます。
　2023年の新春を迎え、謹んでお慶び申
しあげます。

　私は、昨年11月の会頭就任時に「日本再
生・変革に挑む」とした所信を表明し、「変革
の連鎖」によって日本再生を成し遂げるた
めに全身全霊を傾けることを会員の皆さま
に誓いました。また、その後、全国各ブロッ
クの商工会議所の皆さまや都内の中小企
業経営者と対話する機会を得て、「現場主
義」と「双方向主義」を継承・徹底させていか
なければならないとの思いを新たにしまし
た。われわれ商工会議所は、今年も一丸と
なって事業者の皆さまの声を適切に政策提
言や事業活動に生かしつつ、地域経済、日
本経済の発展のために力を尽くしてまいり
ます。

当事者意識を持ち自己変革を

　さて、わが国は、過去20年以上にわたり

物価、賃金、生産性がほぼ横ばいという停滞
が続き、先進諸国に比して相対的に競争力
は低下しています。さらに、昨年、コロナ禍
に加え、ロシアのウクライナ侵攻、世界的な
インフレなど、大きな環境変化が次々と押し
寄せ、極めて予測困難な状況が続いていま
す。
　本年は、こうした大きな環境変化に対応
しつつ、人口減少や少子高齢化、社会保障
費の拡大、財政赤字、人手不足、エネルギー
問題、さらには加速するデジタル化やグロ
ーバル化への対応などの構造的課題にわ
が国が正面から取り組み、成長軌道に戻し
ていくための重要な年になると認識してい
ます。足元では、複合的な要因による物価
上昇・円安の影響で中小企業は厳しい状況
に置かれていますが、われわれ、企業が成長
の原動力であるという当事者意識を持ち、
現実を直視し、果敢に自己変革に挑まなけ
れば、この時代を生き抜くことはできません。
今こそ、渋沢栄一翁の「逆境の時こそ、力を
尽くす」という信念に学び、企業経営者が積
極的に行動を起こしていかなければなりま
せん。
　私は、経営者の責務は、経済価値、社会価
値、環境価値の三つを同時に追求すること、
即ち社会に責任を持ち、貢献することだと
考えています。中小企業は、変化に対する
柔軟な対応力を有しており、経営者と現場
の距離も近く、経営者の理念を共有しやす

い土壌があります。中小企業こそが自己変
革と地域貢献・社会貢献の主役であり、日商
の会頭として、私が先頭に立って自己変革
に挑戦する中小企業のイノベーション創出
と付加価値向上を通じた成長を支援、大企
業と中小企業が共存共栄できる社会を目指
していきたいと考えております。

企業の挑戦を支える環境整備を

　一方、政府の重要な役割は、企業の挑戦
を支えるための環境整備にあります。特に
「民間投資の強力な推進」「持続的に賃上げ
できる環境整備」「サプライチェーンの強靭
化と経済安全保障」「多様な人材が活躍で
きる国づくり」の四つの対応を政府には求
めたいと思います。資源を持たないわが国
が持続的に成長するためには、競争力のあ
る「科学技術創造立国」としての地位の確
立を目指し、成長のエンジンとなる新たな
産業分野へ投資を強力に促進していくこと
が不可欠です。そのためにも、政府は、新し
い資本主義の重点投資４分野における官民
の適切な役割分担、リスクシェアリングを図
り、企業の成長期待を高めるとともに、十分
な規模の政府支出、税制、民間投資を促す
大胆な規制改革に取り組んでいただきたい
と思います。
　エネルギーに関しては、安定供給の確保
とともに、2050年カーボンニュートラル実

現に向け、GXの活用や原子力を含むエネ
ルギー政策を政府が前面に立って推進する
ことが求められます。さらに、中小企業が賃
上げできる環境整備に向けて、取引価格の
適正化、デジタル化の推進等、生産性向上
への支援強化が必要です。生産拠点の国内
回帰を含め、多様化する供給網の整備も急
務であり、企業の予見性を高め、自由な経
済活動を阻害しない経済安全保障に取り組
むべきであると考えます。

志を高く、新時代を切り拓く商工会議所に

　商工会議所としては、地域の第一線で活
躍する会員企業の皆さまと共に、こうした課
題や変化をタイムリーに察知し、商工会議
所自らも変化に対応できる強い足腰を鍛え、
「中小企業のイノベーション創出・成長支
援」「大企業と中小企業の共栄共存の実現」
「人と企業が輝く地域の創造」の3本柱の実
現に向け、全力で取り組んでまいります。
　昨年、日本商工会議所は100周年を迎
えました。次の100年に向けて、本年が、
「日本再生・変革に挑む」ための力強い一歩
を踏み出す年となるよう、スピード感をもっ
て実行していく組織、志を高く、新しい時代
を切り拓いていく組織を目指してまいりま
す。皆さまの一層のご支援とご協力を心か
らお願い申し上げます。

コ
ロ
ナ
禍
の
消
費
喚
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と
し
て
、篠
﨑
市
長（
左
）へ
プ
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ム
商
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事
業
の
要
望
書
を
提
出
し
た
。

当所引き受けで３年ぶりに県下商工会議所議員大会を
開催した。

会員事業所を対象に「事業復活支援金」の受付を開始。
６月17日までに会員５６１社を受け付けた。

宇部市、山口市、（株）創舎、産業医の協力を得て、新型
コロナウイルスワクチンの集団接種を実施した。

３年ぶりに来場者を迎えての花火大会を開催。

３年ぶりに常盤通り国道190号を歩行者天
国にして、商業部会が青年部の「新川マル
シェ」をメインに新川市まつり行事を開催。
久々の屋外イベントに２万５千人の人出で
賑わった。

3
年
ぶ
り
の
宇
部
ま
つ
り

に
12
万
5
千
人
が
来
場
。

華
創
パ
レ
ー
ド
は
規
模

を
縮
小
し
て
の
参
加
と

な
っ
た
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宇部市から委託を受け「宇部市プレミアム商品券」事業を実施。
発行総額は過去最多の１１億２千万円、９６３店舗が参加した。

令和５年度に向け篠﨑市長（左）に７部会長合同会議で
集約した要望書を提出した。

杉下会頭3期目の新体制がスタートした（写真は10月
25日開催の第199回臨時議員総会）。

1月 6月 7月

7月

12月

9月 11月

11月

2月

3月

5月

永年会員・永年勤続従業員表彰式を開催。恒例の会員
大会は２年連続で中止となった。

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！

2023［令和5］年1月15日

ご入会ありがとう
ございます！

宇部まつり「HADO体験イベント」
たから創造委員会　福 田 茂 雄

宇部商工会議所青年部

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 11～12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

林　 一茂 宇部市寺の前町8-50ルーセント106号
イベント音響、映像、配信業務

合同会社 オージーイベント企画
上野 　剛 宇部市中宇部1857-6

精密機器

Ｇ-ｔａｋｅ．ｃｏｍ
塩田 満雄 宇部市野原1-14-16

土木工事業（舗装工事）

塩田組

兼氏 秀夫 宇部市東新川町5-17
ラーメン

七福
横山 　聡 宇部市中央町3-7-3センタービル1F

飲食

トンガ王国
福田 周平 宇部市上条3-3-3-8

管工事

(株)福田

　宇部商工会議所青年部では、11月6日
の宇部まつりの開催にあわせてヒストリア
宇部でHADO体験イベントを開催しました。
　たから創造委員会のメイン事業として宇
部市の「たから」となるニュースポーツを
HADOに選定し、事前に委員会メンバーが
東京まで赴き実際に体験し改めて今後盛り
上がるスポーツであることを確信した上で、
イベント当日まで準備を進めてきました。
　宇部市スポーツ推進課にご協力いただく
ことで、急展開な進捗で体験イベントを行う
ことになり市民の方に楽しんでいただける
機会を設けることとなりました。

　今回は完全予約制での開催とし、事前に
市内の小中学校へチラシを配ったのですが、
その結果開催数日前には全て予約が埋ま
る状況となりました。
　当日、会場ではHADOのコートが出来上
がり大きなスクリーンと大型テレビが設置
されることで、体験者が放つエナジーボー
ルやシールド、得点などが画面に映し出さ
れ観客も楽しめる環境でスタートしました。
　HADOを体験するにあたり、体験者は頭
にVRのようなヘッドマウントディスプレイ、
腕にはデバイスを装着し、同じものを装着し
た相手と3対3で対戦します。MCの進行と

エナジーボールを放つ時やシールドができ
た時の音で、観客にも臨場感が伝わり会場
は大変盛り上がりました。
　イベント後、体験者に感想を聞いたとこ
ろ『楽しかった またやりたい！』という回答を

多く聞くことができました。今後、宇部市に
HADOを常に体験できる環境が出来ること
を願っております。今回、ご参加いただいた
皆様、ご協力いただきました関係者の皆様
ありがとうございました。

※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 所得税申告・消費税申告
有料相談コーナー開設

対　　象
期　　間
受付時間

対　　象
期　　間
受付時間

簡易課税制度選択の個人事業主の方
2月13日（月）～3月10日（金）
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
2月13日（月）～3月10日（金）
午前    9：00～11：30
午後  13：00～15：30

※平日のみ※平日のみ

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

　当所ならびに中国税理士会宇部支部は、今年も個人事業主を対象に所得税
申告・消費税申告有料相談コーナーを開設します。

税理士法人やまぐちパートナーズA
（株）三菱ＵＦＪ銀行宇部支店
山口県信用保証協会宇部支店

優 勝
準優勝
3 位

／
／
／

（株）西日本シティ銀行宇部支店敢闘賞 ／
税理士法人やまぐちパートナーズA

木村将博
最優秀選手賞 ／

レポート 理財部会

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため完全予約制といたしますので、
ご希望の方はお早めにお申込み下さい。

ソフトバレーボール大会親
睦

３年ぶりに開催

優勝は「税理士法人やまぐちパートナーズAチーム」

　当所理財部会（岡田一夫部会長／
（株）西京銀行執行役員宇部地区統
括部長兼宇部支店長）は、１２月３日

（土）にココランド山口・宇部で親睦ソ
フトバレーボール大会を開催した。
　本大会は毎年の恒例事業として開
催していたが、新型コロナウイルス感
染症拡大により２０１９年以降は開催
中止が続いていた。今年は３年ぶり
の開催となり１０社から１３チーム計
８８名が参加した。
　当日は、開会式にて税理士法人やまぐち
パートナーズの松代明准さんによる選手
宣誓が行われた後、トーナメント戦で熱戦

が繰り広げられた。
　結果ならびに参加企業は次のとおり（敬
称略）。

アイザワ証券（株）宇部支店、（株）西京銀行宇部支店、損害保険ジャパン（株）山口支店宇部
支社、（株）西日本シティ銀行宇部支店、（株）広島銀行・ひろぎん証券（株）宇部支店、みずほ
証券（株）宇部支店、（株）三菱ＵＦＪ銀行宇部支店、（株）山口銀行宇部支店、山口県信用保
証協会宇部支店、税理士法人やまぐちパートナーズ（五十音順）

■参加企業／

優勝の税理士法人やまぐちパートナーズAチーム。前列右は岡田部
会長、部会長の隣は最優秀選手賞の木村将博さん



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！

2023［令和5］年1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11月］

人　口 人160,502

● 女性 人83,788● 男性 人76,714

●

●
輸　出
輸　入

百万円
百万円

8,559
75,904

世帯80,018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）

（71.7％）
（65.7％）

人
人

12,312
11,284

●

●
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

4,110,340
3,918,540

482,190
41,077,068

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） 　　　

1,869
613
235
1.76

90,022

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

（61.2％）
（61.4％）

人
人

12,096
12,144

●

●
東　　京→山口宇部
山口宇部→東　　京

SFJ
（68.3％）
（69.7％）

人
人

9,227
18,832

●

●
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、各国の所得下位40%の所得成長率について、国内平均を上
回る数値を漸進的に達成し、持続させる。
2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位
その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政
治的な包含を促進する。
差別的な法律、政策及び慣行の撤廃、並びに適切な関連法規、政策、行動の促進
などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。
税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を漸進的に
達成する。
世界金融市場と金融機関に対する規制とモニタリングを改善し、こうした規制の
実施を強化する。
地球規模の国際経済・金融制度の意思決定における開発途上国の参加や発言力

1.

2.

3.

4.

5.

6.

を拡大させることにより、より効果的で信用力があり、説明責任のある正当な制
度を実現する。
計画に基づき良く管理された移民政策の実施などを通じて、秩序のとれた、安全
で規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する。
世界貿易機関（WTO）協定に従い、開発途上国、特に後発開発途上国に対する
特別かつ異なる待遇の原則を実施する。
各国の国家計画やプログラムに従って、後発開発途上国、アフリカ諸国、小島嶼
開発途上国及び内陸開発途上国を始めとする、ニーズが最も大きい国々への、
政府開発援助（ODA）及び海外直接投資を含む資金の流入を促進する。
2030年までに、移住労働者による送金コストを３%未満に引き下げ、コストが
5%を越える送金経路を撤廃する。

7.

a.

b.

c.

目標１０（不平等）
人や国の不平等をなくそう

国内及び各国家の間不平等を是正する

ＳＤＧｓの17のゴール ： 目標１０の詳細

目標10を構成する10個のターゲット

ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標／第14回ご存じですか？

山口県特定（産業別）最低賃金を改正お知らせ
令和4年12月15日から

対象工事 上限額
出入口の改修（スロープ、手すり、引き戸の設置等） ５０万円
トイレの洋式化※ ５０万円
多目的トイレの設置※ 100万円

時間額 円1,024
厚生労働省の特設サイトでチェック！

検索最低賃金制度

●鉄鋼業 ●非鉄金属製錬・精製業
●非鉄金属・同合金圧延業
●非鉄金属素形材製造業

時間額 円948

●電子部品・デバイス・電子回路製造業
●電気機械器具製造業
●情報通信機械器具製造業

時間額 円985
●輸送用機械器具製造業

時間額 円907
●百貨店 ●総合スーパー

なお山口県最低賃金は、令和4年10月13
日発効の時間額８88円が適用となります。
詳しくは、山口県労働局労働基準部賃金室
TEL０８３-９９５-０３７２

ご案内 施設の出入口または
トイレのバリアフリー化改修費用を助成

対象者 宇部市内で営業している個人・中小企業者
対象施設 小売業・飲食業・理美容業・サービス業・旅館業で、

宇部市内にある店舗 用途面積2,000㎡未満

※トイレ改修に付随する工事を含みます。
助成金額 改修費用の１/２（工事内容に応じた上限額あり）

宇部駅・宇部新川駅周辺の一部地域は２/３

●お申込み・お問合せ／宇部市障害福祉課 TEL0836-34-8314

障害のある人への合理的配慮を…

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”

2023［令和5］年1月15日

お問合せ

宇部商工会議所パソコン教室
宇部市中央町1-7-23
宇部センタービル1階 TEL0836-39-8600

【受　付】月・木・土 9時～18時／火・水・金 9時～20時30分
【定休日】日・祝

～お申込みは宇部商工会議所・中小企業相談所で！～

無料教室見学＆説明会 随時実施中！

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。

陣内大蔵氏

　会員大会は、当所の創立（昭和９年１月１７日)を祝い、会員
企業の皆様が一堂に集う年に一度の大イベントとして毎年多
数のご参加をいただいております。
　昨年、一昨年は新型コロナウイルス感染症の影響により、オ
ンライン開催と中止を余儀なくされましたが、今年度におきま
しては、感染症対策を講じたうえで盛大に開催いたします。お
知り合いの会員様お誘い合わせのうえ、ぜひともご参加くだ
さい。

●期　日／令和5年 ２月17日（金）
●会　場／ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部 3Ｆ 国際会議場
●登録料／①一般参加 　5，000円（税込）
　　　　　②Zoom参加 1，000円（税込） ※講演会のみ

時間／
演題／
講師／

16：00～17：30
過去は今、今は未来
シンガーソングライター ・ 牧師
陣内 大蔵 氏（じんのうち たいぞう）

第1部●講演会
時間／
内容／

17：50～19：20
飲食・アトラクションなど

第2部●交流会

お申込みは今月号の付録または
当所ホームページ特設サイトで

ま
ば
ゆ
い
時
が
踊
り
だ
す

宇部商工会議所パソコン教室 ご案内

お問合せ

節税、労災保険の上乗せにも効果があります

「しあわせ共済」に
加入しませんか

制度の特色

宇部商工会議所 総務部 ＴＥＬ３１-０２５１
福祉団体定期保険引受保険会社 ： アクサ生命保険（株）
取扱店 ： アクサ生命保険（株）下関営業所 宇部分室

会員だけの
特典

「しあわせ共済」は、宇部商工
会議所の会員事業所だけに
ご加入いただける制度です。
通常の保険給付金の他に見
舞金・祝金制度も充実してお
りますのでご加入を検討くだ
さい。

１． 当所会員のみ加入できます。　
２． 業務上・業務外を問わず２４時間保障。
３． 割安な掛金で幅広い保障。
４． 病気死亡・災害死亡はもとより、不慮の事故による入院・身体の障害も保障あり。
５． 加入手続きが簡単、一年更新で医師の審査なし！
６． １年ごとの収支計算で余剰金が生じた場合、契約者配当金としてお返しします。
７． 宇部商工会議所独自の見舞金・祝金もあり、福利厚生の手助けをいたします。
８． 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。

（法基通９-３-５）



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！

2023［令和5］年1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11月］

人　口 人160,502

● 女性 人83,788● 男性 人76,714

●

●
輸　出
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百万円
百万円

8,559
75,904

世帯80,018世帯数

宇部港外国貿易
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人
人
件
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利用率利用実績

ANA

山口宇部空港（旅客数）

（71.7％）
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人
人

12,312
11,284

●

●
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

4,110,340
3,918,540

482,190
41,077,068

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） 　　　

1,869
613
235
1.76

90,022

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

（61.2％）
（61.4％）

人
人

12,096
12,144

●

●
東　　京→山口宇部
山口宇部→東　　京

SFJ
（68.3％）
（69.7％）

人
人

9,227
18,832

●

●
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、各国の所得下位40%の所得成長率について、国内平均を上
回る数値を漸進的に達成し、持続させる。
2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位
その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政
治的な包含を促進する。
差別的な法律、政策及び慣行の撤廃、並びに適切な関連法規、政策、行動の促進
などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。
税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を漸進的に
達成する。
世界金融市場と金融機関に対する規制とモニタリングを改善し、こうした規制の
実施を強化する。
地球規模の国際経済・金融制度の意思決定における開発途上国の参加や発言力

1.

2.

3.

4.

5.

6.

を拡大させることにより、より効果的で信用力があり、説明責任のある正当な制
度を実現する。
計画に基づき良く管理された移民政策の実施などを通じて、秩序のとれた、安全
で規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する。
世界貿易機関（WTO）協定に従い、開発途上国、特に後発開発途上国に対する
特別かつ異なる待遇の原則を実施する。
各国の国家計画やプログラムに従って、後発開発途上国、アフリカ諸国、小島嶼
開発途上国及び内陸開発途上国を始めとする、ニーズが最も大きい国々への、
政府開発援助（ODA）及び海外直接投資を含む資金の流入を促進する。
2030年までに、移住労働者による送金コストを３%未満に引き下げ、コストが
5%を越える送金経路を撤廃する。

7.

a.

b.

c.

目標１０（不平等）
人や国の不平等をなくそう

国内及び各国家の間不平等を是正する

ＳＤＧｓの17のゴール ： 目標１０の詳細

目標10を構成する10個のターゲット

ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標／第14回ご存じですか？

山口県特定（産業別）最低賃金を改正お知らせ
令和4年12月15日から

対象工事 上限額
出入口の改修（スロープ、手すり、引き戸の設置等） ５０万円
トイレの洋式化※ ５０万円
多目的トイレの設置※ 100万円

時間額 円1,024
厚生労働省の特設サイトでチェック！

検索最低賃金制度

●鉄鋼業 ●非鉄金属製錬・精製業
●非鉄金属・同合金圧延業
●非鉄金属素形材製造業

時間額 円948

●電子部品・デバイス・電子回路製造業
●電気機械器具製造業
●情報通信機械器具製造業

時間額 円985
●輸送用機械器具製造業

時間額 円907
●百貨店 ●総合スーパー

なお山口県最低賃金は、令和4年10月13
日発効の時間額８88円が適用となります。
詳しくは、山口県労働局労働基準部賃金室
TEL０８３-９９５-０３７２

ご案内 施設の出入口または
トイレのバリアフリー化改修費用を助成

対象者 宇部市内で営業している個人・中小企業者
対象施設 小売業・飲食業・理美容業・サービス業・旅館業で、

宇部市内にある店舗 用途面積2,000㎡未満

※トイレ改修に付随する工事を含みます。
助成金額 改修費用の１/２（工事内容に応じた上限額あり）

宇部駅・宇部新川駅周辺の一部地域は２/３

●お申込み・お問合せ／宇部市障害福祉課 TEL0836-34-8314

障害のある人への合理的配慮を…

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”

2023［令和5］年1月15日

お問合せ

宇部商工会議所パソコン教室
宇部市中央町1-7-23
宇部センタービル1階 TEL0836-39-8600

【受　付】月・木・土 9時～18時／火・水・金 9時～20時30分
【定休日】日・祝

～お申込みは宇部商工会議所・中小企業相談所で！～

無料教室見学＆説明会 随時実施中！

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。

陣内大蔵氏

　会員大会は、当所の創立（昭和９年１月１７日)を祝い、会員
企業の皆様が一堂に集う年に一度の大イベントとして毎年多
数のご参加をいただいております。
　昨年、一昨年は新型コロナウイルス感染症の影響により、オ
ンライン開催と中止を余儀なくされましたが、今年度におきま
しては、感染症対策を講じたうえで盛大に開催いたします。お
知り合いの会員様お誘い合わせのうえ、ぜひともご参加くだ
さい。

●期　日／令和5年 ２月17日（金）
●会　場／ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部 3Ｆ 国際会議場
●登録料／①一般参加 　5，000円（税込）
　　　　　②Zoom参加 1，000円（税込） ※講演会のみ

時間／
演題／
講師／

16：00～17：30
過去は今、今は未来
シンガーソングライター ・ 牧師
陣内 大蔵 氏（じんのうち たいぞう）

第1部●講演会
時間／
内容／

17：50～19：20
飲食・アトラクションなど

第2部●交流会

お申込みは今月号の付録または
当所ホームページ特設サイトで

ま
ば
ゆ
い
時
が
踊
り
だ
す

宇部商工会議所パソコン教室 ご案内

お問合せ

節税、労災保険の上乗せにも効果があります

「しあわせ共済」に
加入しませんか

制度の特色

宇部商工会議所 総務部 ＴＥＬ３１-０２５１
福祉団体定期保険引受保険会社 ： アクサ生命保険（株）
取扱店 ： アクサ生命保険（株）下関営業所 宇部分室

会員だけの
特典

「しあわせ共済」は、宇部商工
会議所の会員事業所だけに
ご加入いただける制度です。
通常の保険給付金の他に見
舞金・祝金制度も充実してお
りますのでご加入を検討くだ
さい。

１． 当所会員のみ加入できます。　
２． 業務上・業務外を問わず２４時間保障。
３． 割安な掛金で幅広い保障。
４． 病気死亡・災害死亡はもとより、不慮の事故による入院・身体の障害も保障あり。
５． 加入手続きが簡単、一年更新で医師の審査なし！
６． １年ごとの収支計算で余剰金が生じた場合、契約者配当金としてお返しします。
７． 宇部商工会議所独自の見舞金・祝金もあり、福利厚生の手助けをいたします。
８． 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。

（法基通９-３-５）
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ご案内

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

　カモ柄というのは鴨の柄かと思ったらカ
モフラージュ柄の省略だった。同じ３文字な
ら迷彩柄でよさそうなものだ。
　このカモ柄でカバーされた巨大な望遠レ
ンズが随分と下のほうに向けられている。気
になって歩きながらその先を見るとすぐ側の
鳥居型の街路樹支柱に止まっている小さな
丸っこい鳥に気がついた。え？ひょっとすると
これが飛ぶ宝石⁉カワセミは思っていたよ
りはるかに小さくて愛らしい。
　メガネを取り出したいが物音に驚いて飛
び立つのは惜しい。きっとカモ柄カメラマン
にも白い目で見られるに違いない。目は釘付
けのまま「どこから来たのでしょうか。」と小さ
な声でカメラマンに聞いてみる。「皇居に住
んでいて一日に2，3時間だけ日比谷公園で
過ごすんですよ。」それではまるで行幸では

ないか。「こんなに近くにいるのは珍しいです。
スマホでも撮れますよ。」慌ててスマホを向
けるがカワセミはこちらを向いているので背
中の美しい翡翠色の羽がうまく撮れない。
「何枚くらい撮影されますか。」と聞くと待って
いましたとばかりに「今日は1500枚くらい。
今日一がこれです。」と自信たっぷりに画像
を見せてくれる。そのとき鳴き声がしてカワ
セミは鮮やかな青緑色の羽を広げて飛び
立った。
　後日、池の周りに並ぶアマチュアカメラマ
ン達は皆カワセミ待ちだと知った。つくづく
見た目は大事だ。美しいものには皆が心を
奪われ、高額で重たい望遠レンズやカメラ
を構えてじっと待つ。それにしてもさすが皇
居。東京のど真ん中が動植物にとってのサン
クチュアリになっているとは。

これこそ『恐悦至極』
インペリアルカワセミのお出まし

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）

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
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■無料窓口相談日程（1月後半～2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。

5

10 11 126 7 8 9

17 18 1913 14 15 16

432

■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　2月15日（水）までのスケジュール

建設業部会 安全祈願祭 琴崎八幡宮/９時30分～
当所/19時～
当所/14時～

青年部 次期正副会長会議1月17日（火）

1月18日（水）

1月20日（金）
1月23日（月）

1月24日（火）

1月25日（水）

資金繰り入門セミナー
お茶々/18時～
当所/14時～

理財部会 幹事会・新年懇親会
インボイス制度・電帳法セミナー

国際ホテル宇部/11時30分～
宇部市プレミアム付商品券交換締切日（中小店）
女性会 新春懇親会

当所/19時～
当所/14時～

青年部 次期理事会

ココランド山口/10時～
資金繰り入門セミナー
会員表彰式・正副会頭会議・第743回常議員会1月26日（木） 当所/19時～

当所/19時～

青年部 正副会長会議

2月3日（金） 宇部市プレミアム付商品券交換締切日（中小店）
2月7日（火） ANAクラウンプラザホテル宇部/18時～建設業部会 新年懇親会

2月8日（水） 国際ホテル宇部/11時～新入会員交流会
パークレーン宇部/18時～理財部会 第35回親睦ボウリング大会

2月9日（木） 吞兵衛/18時30分～文化観光部会 新年懇親会
2月10日（金） 宇部市プレミアム付商品券交換締切日（中小店・大型店）

2月14日（火） 当所/13時30分～女性会 役員会・定例会
当所/19時～青年部 次期正副会長会議

1月30日（月）
2月2日（木）

宇部市プレミアム付商品券交換締切日（大型店）
青年部 理事会

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

２月４日（土） １４：００ 湘南ユナイテッド 俵田翁記念体育館２月５日（日） １４：００
２月１８日（土） １５：００ 鹿児島レブナイズ 俵田翁記念体育館２月１９日（日） １４：００

※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。

LINE公式アカウント
始めました！！

経営に役立つ最新情報を即時配信！

▶

ロ
グ
イ
ン
は
こ
ち
ら
か
ら

　当所では、国・県・市等の助成金、支援金、新規施策や各種セミナー案内など、
経営に役立つ最新情報を毎月１回発行の「宇部会議所だより」にてお知らせし
ておりますが、重要な情報はいち早く会員のみなさまと共有すべきとの考え
から、このたびLINE公式アカウントを開設いたしました。「お友だち登録」をし
て、ぜひともご活用ください。

対：立川ダイス
対：東京ユナイテッド
対：金沢武士団

１2月10日（土） 90－94／11日（日） 62－70
１2月１6日（金） 61－78／１7日（土） 74－84
１2月24日（土） 80－57／25日（日） 74－84

試
合
結
果


