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新たに事業を始める場合、どこに相談したらいいですか？

事業をする前に経営者として必要な知識を学びたい。
先輩起業家の話を聞いてみたい。事業の相談ができる人脈を広げたい。

相談窓口における個別指導のほかにスキルが身につくセミナーや
起業塾、人脈等が広がるイベント等を開催しています。

事業を始めるのに利用できる補助金はありますか？

創業時の負担を軽減する様々な補助制度があります。

事業を始めるのに利用できる融資制度はありますか？

創業時の負担を軽減するため、低利な融資制度があります。

インキュベーション施設やシェアオフィス、貸工場など利用できる施設があ
りますか？

公的機関の施設貸出や民間のシェアオフィスが、便利です。

人材確保に困っています。支援策はありますか。

従業員等の人材確保や人材育成を支援しています。

販路開拓に取り組みたい。どんな支援策がありますか。
市内の他の事業者と連携が図りたい。他の事業者の情報はどこで調べられ
ますか。

販路開拓や市内の他事業者等と連携を図る支援をしています。

まず「創業総合相談窓口」 UBE STARTUP（うべ産業共創イノ
ベーションセンター志）へお越しください。
お話をお聞きし、必要な情報をお渡しいたします。

１『相談窓口』へ

２『セミナー・イベント』へ

３『各種補助制度』へ

４『融資制度』へ

５『貸工場、インキュベーション施設、シェアオフィス』へ

６『人材確保・人材育成』へ

７『販路開拓・海外展開支援』へ

宇部市が、どんなところか、行ってみたいな・・・

宇部市は、起業・創業を志す、あなたの想いを全力で支援します。

８ 移住・定住を全力でサポートへ
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宇部市の創業支援体制 うべ起業サポートネットワーク～創業支援等事業計画～
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概要

産・学・公・金の地域ラウンドテーブル「うべ起業サポートネットワーク」により、

地域を挙げて起業者の輩出と事業継続性を高める取り組みを実施しています。

○支援対象者

・事業を営んでいない個人
・事業を営んでいない個人で、事業を開始した日以後五年を経過していないもの。

○支援策

・「創業支援等事業計画」における創業支援等事業※１

・相談会、勉強会

・専門家派遣

※１ 「創業支援等事業計画」における創業支援等事業

宇部市では、平成２６年３月に産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定

し、経済産業省及び総務省より認定を受けました。

本計画に基づき、宇部市と認定連携創業支援等事業者（宇部商工会議所、株式会社山口銀

行、株式会社西京銀行、西中国信用金庫、日本政策金融公庫）が連携し、個別指導（相談窓

口の設置）、創業セミナー、起業塾といった「認定特定創業支援等事業」を実施します。

また、宇部市において、認定連携創業支援事業者が実施する「認定特定創業支援等事業」

を受けられた支援対象者に対して証明書を発行します。

この証明書により、様々な支援が受けられます。

支

4
・情報提供、専門家派遣

＜全体像＞

・創業相談窓口設置
・創業セミナーの実施（共催）
・起業塾の実施（共催）
・相談会、勉強会、座談会の実施

▶西京銀行

・創業相談窓口設置
・創業セミナーの実施（共催）
・起業塾の実施（共催）
・相談会、勉強会、座談会の実施

▶宇部商工会議所

▶ （独）中小機構中国本部

・創業相談窓口設置
・創業セミナーの実施（共催）
・起業塾の実施（共催）
・相談会、勉強会、座談会の実施

▶山口銀行

・創業相談窓口設置
・創業セミナーの実施（共催）
・起業塾の実施（共催）
・相談会、勉強会、座談会の実施

▶西中国信用金庫

・サポートネットワークへの参加
・技術支援
・情報提供

▶宇部市

▶山口大学
▶宇部工業高等専門学校
▶山口県産業技術センター
▶やまぐち産業振興財団

・創業相談窓口設置
・創業セミナーの実施（共催）
・起業塾の実施（共催）
・相談会、勉強会、座談会の実施

▶日本政策金融公庫

・チャレンジバックアップ相談窓口
・創業、経営相談
・情報提供

▶くすのき商工会

・創業、経営相談
・情報提供

▶にぎわい宇部

▶うべスタートアップ

・創業相談窓口の設置
・開業資金融資
・創業セミナーの共催
・起業塾の共催
・各種支援制度

・創業相談窓口の運営
・創業等に関するセミナーの開催
・ビジネスプランコンテストの実施
・創業支援情報配信

委
託

※下線は特定創業支援等事業

創業希望者・創業者

創業無関心者



特定創業支援等事業

の市部宇 度制援支業創

産業競争力強化法における創業支援等事業計画に基づく、宇部市または認定連携創業
等支援事業者（宇部商工会議所、株式会社山口銀行、株式会社西京銀行、西中国信用金
庫、日本政策金融公庫）が創業希望者等に行う、１か月以上にわたる継続的な支援で１.
経営、２.財務、３.人材育成、４.販路開拓の４つの知識が身につく事業を言います。

認定要件 [個別指導][創業セミナー][起業塾]のいずれかの要件を満たすもの。

[個別指導] で認定を受ける場合
▶１か月以上の期間にわたり認定連携創業支援等事業者から４回以上、経
営、財務、人材育成、販路開拓の４つの知識が身につくよう具体的な指導
を受けていること。
▶認定連携創業支援等事業者から特定創業支援等事業の要件を満たしたこ
との推薦が受けられること。

[創業セミナー] で認定を受ける場合

▶認定連携創業支援等事業者が実施する複数回のシリーズセミナー
（経営、財務、人材育成、販路開拓）を受講し、かつ認定連携創業支
援等事業者から具体的な個別指導を１回以上受けていること。
▶セミナーを一部欠席した場合はセミナー及び個別指導によって、１
か月以上にわたり経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身につく
よう合計で４回以上継続的な支援を受けていること。
▶認定連携創業支援等事業者から特定創業支援等事業の要件を満たし
たことの推薦が受けられること。

[起業塾] で認定を受ける場合

▶認定連携創業支援等事業者が実施する起業塾において経営、財務、
人材育成、販路開拓の4つの知識を身につくよう指導を受け、ビジネ
スプランコンテストで発表していること。
▶ビジネスプランの発表に至らない場合は、創業セミナー受講と同様
の取扱いとすること。

特定創業支援等事業修了者への全国共通の支援

①会社を設立する際、登記にかかる登録免許税の軽減

※株式会社又は合同会社は、資本金の0.7％の登録免許税が0.35％に軽減（株式会社の最

低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額６万円の場合は３万円の軽減）、

合名会社又は合資会社は、１件につき６万円の登録免許税が３万円に軽減

②創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用可能

③日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

④日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

特定創業支援事業修了者への宇部市からの支援

宇部市事業資金融資制度（開業資金）の利率優遇

支
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対象者

・事業を営んでいない個人
・事業を営んでいない個人で、事業を開始した日以後五年を経過していないもの。



宇部市の創業支援体制 うべ産業共創イノベーションセンター 志支
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宇部市では「うべ産業共創イノベーションセンター 志」を中心市街地に設置し、起業・創業や企

業経営等に関するワンストップ相談を行うとともに、企業の生産性向上や担い手の確保、事業承継

など、地域経済が抱える様々な課題に対し、産・学・公・金が協働・共創して解決していく場を創

出します。

UBE STARTUP
うべ産業共創イノベーションセンター志

うべスタートアップ

課題解決に向けて、関係機関への同行など、
寄り添い型の支援を行う

経営改善

ICTの導入

事業承継

サポート

相談

ビジネスプランコンテスト

生産性向上

▶オープンイノベーションを活用した課題解決

▶ICT・IoTの活用

事業マッチング

起業マインドの醸成等
に関するセミナー

▶地元起業家との交流

▶ビジネスカフェ

起業家等の交流促進

▶無料Wi-Fi整備
▶自由閲覧図書コーナー
週末・夕方もOPEN

コワーキングスペース

サポート

相談

経営改善等に
関するセミナー

人材確保・
マッチング支援

多様な
働き方確保
支援センター

JOB STA

就労希望者

相談 サポート

相談支援

美容・ネイルサロン、
カフェ・飲食店、雑貨・衣料、
医療・福祉 など

山口大学
志イノベーション道場 連携

急成長を目指す
スタートアップ企業

中小企業・小規模事業者

起業・創業希望者

活用
▶ものづくり体験など

関係機関と
連携した
サポート

産業力強化・イノベーション創出のまち

▶専門人材によるサポート体制

▶一元化された情報の活用

▶各種補助制度の申請支援

金融機関等

商工会議所・商工会

研究開発機関

高等教育機関

など

うべ産業共創イノベーションセンター 志

開設場所 宇部市中央町三丁目１０番１２号
運営時間 平 日 11：00～19：00

土日祝 10：00～18：00
休業日 毎週木曜日、年末年始（12月29日～1月3日）

所 在 地
運営時間

株式会社 YMFG ZONE プラニング
下関市竹崎町四丁目２番３６号

運営業務
受 託 者

正式名称

TEL:0836-39-5010／FAX:0836-39-5184
E-mail:ubesta@aurora.ocn.ne.jp

UBE STARTUP (うべスタートアップ）愛 称

問い合わせ

うべスタートアップ 検 索https://ube-startup.com



の市部宇 度制援支業創

１ 相談窓口

○国・山口県の創業支援策も含めて、宇部市での起業・創業に関しては、下記窓口にご相
談ください。

〇うべスタ会員になると、うべスタでのイベントやセミナー等の情報をメールで受け取れ
るなどのサービスを受けることができます。
※登録は、UBE STARTUPのウェブサイトから申し込みができます。申請は随時受け付け
ます。

創業総合相談窓口 UBE STARTUP（うべ産業共創イノベーションセンター志）

創業相談窓口

○宇部市内各所において、創業に関する相談に対応しています。

＜主な設置場所＞
宇部商工会議所 ＴＥＬ:０８３６－３１－０２５１
山口銀行 宇部支店 ＴＥＬ:０８３６－３１－０１３１
西京銀行 宇部支店 ＴＥＬ:０８３６－３１－４１８３
西中国信用金庫 宇部支店 ＴＥＬ:０８３６－３５－７００１

※上記金融機関ではお近くの市内各支店でもご相談いただけます。

日本政策金融公庫 下関支店 ＴＥＬ:０８３－２２２－６２２５

相

相

２ セミナー・イベント
創業に関する知識を得て、創業につなげましょう。

▶随時開催中です

相

学

4

正式名称：うべ産業共創イノベーションセンター 志

開設場所 宇部市中央町三丁目１０番１２号
運営時間 平 日 11：00～19：00

土日祝 10：00～18：00
休業日 毎週木曜日、年末年始（12月29日～1月3日）

TEL:0836-39-5010／FAX:0836-39-5184 E-mail:ubesta@aurora.ocn.ne.jp

UBE STARTUP (うべスタートアップ）

うべスタートアップ 検 索https://ube-startup.com

会員登録QRコード

UBE STARTUP（うべスタートアップ）
https://ube-startup.com

うべ起業サポートネットワークウェブサイト

やまぐち創業総合ポータルサイト 創業の窓
https://sogyonomado.jp

QRコード

QRコード

うべ起業サポート 検 索



３ 各種補助制度
創業者を支援するため、様々な補助金があります。

若者ベンチャー創業支援金

対象の
産業分野

問い合わせ先

出資額と同額 上限２５０万円

・医療、健康
・環境、エネルギー
・次世代技術関連【宇宙産業・DX（デジタルトランスフォーメー
ション）、IoT､AI､5G】

支援金額

宇部市 商工水産部 雇用創造課 雇用促進係
所在地：〒755-8601 宇部市常盤町一丁目７番１号
TEL：0836-34-8356 FAX：0836-22-6041
E-mail：kgkoyo@city.ube.yamaguchi.jp

補

補
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資格認定の
主な要件

資格認定時において、申請者の年齢が39歳以下であること
・事業開始前であること
・法人設立予定であること
・設立予定の法人代表者であること
・主たる事業が、上記の産業分野であること
・ベンチャーキャピタルからの出資が見込まれる者 など

将来を見据えた強い産業を作り出すことを目的として、今後成長が見込まれる医療、
エネルギー、宇宙やIoT・AIなど次世代技術関連の3つの成長分野での若者の創業を促進
することを目的とする支援制度です。

支援金の
交付要件

・資格認定後、有効期間内（1年以内）に市内で法人を設立し、創業
していること

・資格認定時に提出した、事業計画書に基づく創業をしていること
・ベンチャーキャピタルからの出資を受けた者であること
・本社所在地が宇部市であること

※ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客
や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そ
のものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立するこ
と。」経済産業省デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン
（ＤＸ推進ガイドライン）Ver.1.0

※ベンチャーキャピタル
高い成長が予想される未上場企業に対して出資を行う投資会社

NEW



やまぐち創業補助金（山口県）

事業内容

山口県内において社会的事業の創業を行おうとする個人
（他に条件あり）対象者

問い合わせ先

補助対象経費の２分の１
（限度額：２００万円）

県内の地域課題に対して社会的事業の創業を行おうとする方に補助
対象経費の一部を助成（社会的事業の創業とは、地域の課題に取り
組む「社会性」「事業性」「必要性」を全て満たすもの）

支援額

公益財団法人 やまぐち産業振興財団 総合支援部
所在地：〒753-0077 山口市熊野町1-10 NPYビル 10F
TEL：083-922-3700 FAX：083-921-2013
E-mail：keiei@ymg-ssz.jp

宇部市まちなかオフィス立地促進補助金（創業者向けのみ記載）

特定創業支援等事業の修了者で、本市に住所がある者

対象者

事業内容

問い合わせ先

【家賃支援補助金】
賃借料の1/2（ICT企業の場合は2/3）を３年間補助
※上限額10万円/月

【通信回線使用料補助金】（ICT企業のみ）
通信回線使用料の2/3を３年間補助
※上限額5万円/月

中心市街地のうち重点地区にある物件を賃借してオフィスを開設す
る者に対し、家賃や通信回線使用料の一部を補助
（対象事業及び事業継続期間の条件あり）

支援額

宇部市 商工水産部 雇用創造課 立地推進係
所在地：〒755-8601 宇部市常盤町一丁目７番１号
TEL：0836-34-8361 FAX：0836-22-6041
E-mail：kgkoyo@city.ube.yamaguchi.jp

の市部宇 度制援支業創

補

補
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中心市街地建物リノベーション事業

対象者

補助対象施設として建物改修を完了し、中心市街地の対象エリア内
で事業を開始する者
※３年以上事業を継続すること

事業内容
中心市街地の対象エリア内で事業を開始する者へ、改修費の一部を
補助

支援額

改修費の２分の１（限度額は、工事施工床面積１㎡あたり３万５千
円で、１物件あたり５００万円）

問い合わせ先

宇部市 総合戦略局 中心市街地にぎわいグループ
所在地：〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
TEL：0836-34-8468 FAX：0836-22-6008
E-mail：nigiwai@city.ube.yamaguchi.jp

補
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開業資金融資

の市部宇 度制援支業創

融

４ 融資制度融
創業する方を資金面からバックアップする低利な融資制度があります。

事業内容

新規開業者又は営業実績５年未満。中小企業信用保険法第２条第１
項に該当する中小企業者であること。市内に居住（法人は登記）し、
かつ、市内で事業を営むこと等

対象者

問い合わせ先

運転・設備に要する経費

融資内容

○融資限度額：１，５００万円
○期間（据置）：１０年（１年）
○利率：基準金利１．７％
※基準金利１．７％から特定創業支援等事業修了者０．５％優遇、
女性の起業０．１％優遇
○連帯保証人 原則として法人の代表者以外は不要
○保証料：宇部市が全額補給

宇部市 商工水産部 商工振興課 中小企業振興係
所在地：〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
TEL：0836-34-8355 FAX：0836-22-6041
E-mail：syoukou@city.ube.yamaguchi.jp

その他の主な融資制度 融

制度（「資金名」） 適 用 問い合わせ先 電話番号

山口県
「創業応援資金」
「事業承継支援資金」

創業のための融資
事業承継のための融資

山口県経営金融課 083-933-3188

山口県信用保証協会
宇部支店

0836-21-7361

日本政策金融公庫
新規開業資金
（新企業育成貸付）

新たに開業する方、開
業後おおむね７年以内
の方

日本政策金融公庫
下関支店

083-222-6225

宇部商工会議所 0836-31-0251

くすのき商工会 0836-67-1352
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５ 貸工場、インキュベーション施設、シェアオフィス

公的機関の施設貸出や民間のシェアオフィスが、事業をスムーズに進
めるには便利。

宇部市中小企業事業化支援施設(宇部新都市貸工場)

場

場

宇部市あすとぴあ四丁目2番

新たな事業化、製品化を目指す中小企業者ま
たは中小企業者で構成する団体

所在地

対象者

入居期間 原則として３年間

使用料 １棟当たり月額108,185円（床面積500円／㎡）

宇部市メディカルクリエイティブセンター場

宇部市東小串一丁目1番36号
（山口大学医学部北側隣接地）

医療福祉分野において、新たな事業化を目指
す企業、産学共同研究による研究開発を行う
企業等

所在地

対象者

入居期間 原則として３年間

使用料 産学共同研究開発室Ａ 月額72,600円
産学共同研究開発室Ｂ 月額50,600円
インキュベートルーム 月額36,300円
産学共同研究開発棟 月額79,200円

ベンチャー支援モデル事業所場
ベンチャー・起業家、新規事業を志す人に、事業化・商品化のアドバイス、また、活動ス

ペースや設備・機器等の提供等、積極的に支援をしていただける事業所を「モデル事業所」
として、認定していますので、夢の実現に、ご活用ください。

情報分野
株式会社
スペック

ものづくり分野
クリアーシステム株式会社

ものづくり分野
株式会社アルモウルド

問い合わせ先

宇部市 商工水産部 商工振興課 中小企業振興係
所在地：〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

TEL：0836-34-8355 FAX：0836-22-6041
E-mail：syoukou@city.ube.yamaguchi.jp
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＊消費税込み金額

＊消費税込み金額
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山口県メカトロ技術センター

の市部宇 度制援支業創

場

新事業創造支援センター（山口県産業技術センター附属施設） 場

宇部市大字善和牛明203-149
（瀬戸原工業団地内）

メカトロ技術等の研究開発を行う中小企業者

所在地

対象者

問い合わせ先

公益財団法人 やまぐち産業振興財団 技術振興部
山口市熊野町1番10号 NPYビル10F
TEL：083-922-9927 FAX：083-921-2013

宇部市あすとぴあ四丁目１番１号

新商品、新技術の開発を行う中小企業者
県外中小企業者にあっては、山口県内におい
て事業を行う計画を有すること
大企業のスポット利用も可能

所在地

対象者

入居期間 原則として３年間（最大６年の場合あり）

使用料 52,650円～82,368円

問い合わせ先

地方独立行政法人山口県産業技術センター 産学公連携室
宇部市あすとぴあ四丁目1番1号
TEL：0836-53-5052 FAX：0836-53-5071 E-mail：sangaku@iti-yamaguchi.or,jp
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シェアオフィス・コワーキングスペースnanicoco（ナニココ） 場

宇部市港町二丁目1番35号所在地

問い合わせ先

「シェアオフィス・コワーキングスペースnanicoco」
TEL：0120-969-069

サテライトオフィス 場

1 2 3

名称 ＥＮ－ｂｉｚ
ｎｉｄｏ

（愛称：ウベノス）
ナニココＸ

場所
宇部市中央町二丁目5番
17号

宇部市相生町5番10号
宇部市西宇部南二丁目
12番33号

問い合わせ先
0836-45-1111
新光産業株式会社
経営管理本部

0836-34-6282
有限会社 城南管財

080-4262-0180
180度株式会社



６『人材確保・人材育成』
雇用拡大や人材育成に

人材確保支援事業

人

人

対象者

事業内容

支援額

宇部市役所 商工水産部 雇用創造課 雇用促進係
所在地：〒755-8601 宇部市常盤町一丁目７番１号
TEL：0836-34-8356 FAX：0836-22-6041
E-mail：kgkoyo@city.ube.yamaguchi.jp

問い合わせ先

市内中小企業または、小規模事業者（法人登記済み）

中小企業の人材確保と、求職者の市内就職の促進を図るため、中小
企業が就職・転職情報サイトを利用する場合等に要する経費等の一
部を補助する。

【求人情報発信支援事業】
補助対象経費の２分の１（限度額２０万円）

【働き方改革推進支援事業】
補助対象経費の３分の２（限度額２０万円）
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中小企業事業継続支援補助金（販路拡大・海外展開分）

の市部宇 度制援支業創

販

７ 販路開拓・海外展開支援販
販路開拓・海外展開を支援します

宇部市グローバルビジネスセンター 販

対象事業

市内に活動拠点を有する中小企業者及び小規模企業者で、1年以上事
業を営んでいること対象者

補助対象経費の２分の１（限度額１０万円）
※海外での出店事業については、限度額２０万円

・販路拡大のための市場調査・分析を行う取組み
・都市部や、海外での展示会出展を行う取組み

支援額

問い合わせ先

宇部市 商工水産部 商工振興課 中小企業振興係
所在地：〒755-8601 宇部市常盤町一丁目７番１号
TEL：0836-34-8355 FAX：0836-22-6041
E-mail：syoukou@city.ube.yamaguchi.jp

○中小企業の海外事業展開を支援します。
・海外事業展開に関するワンストップ窓口での相談
・宇部市外国語サポーター、宇部市外国商習慣アドバイザーの活用・マッチング
・国等の支援機関窓口の紹介
・海外に進出するために必要なノウハウを提供するセミナーの開催

宇部市 商工水産部 商工振興課
所在地：〒755-8601 宇部市常盤町一丁目７番１号
TEL：0836-34-8355 FAX：0836-22-6041
E-mail：syoukou@city.ube.yamaguchi.jp

問い合わせ先

事業者向けポータルサイト「ビジネスサイト宇部」 販
○概要
ビジネスサイト宇部は、宇部市が管理する事業者向けのポータルサイトです。
国や市の各種制度やセミナー・イベント情報を掲載するとともに、登録事業者は、自社の
PRや求人情報を発信できるほか、企業用マッチングとしてご活用いただけます。

宇部市 商工水産部 商工振興課 中小企業振興係
所在地：〒755-8601 宇部市常盤町一丁目７番１号
TEL：0836-34-8355 FAX：0836-22-6041
E-mail：syoukou@city.ube.yamaguchi.jp

問い合わせ先

「ビジネスサイト宇部」
https://www.bm-ube.jp/
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８ 移住・定住を全力でサポート移

宇部市

ココに注目！
過ごしやすい瀬戸内海式気候

「陸・海・空」整った交通環境

フルラインナップの教育環境

温暖で雨量も地震も少ない。山と海の両方の幸に恵まれる。

鉄道、道路、港湾、空港市街地の近くに交通環境が整備される。

まちじゅうに彫刻作品が設置されたアート満載の街並みが楽しめる。

まち全体が彫刻ギャラリー

安心!充実の医療環境
県内唯一の高度救命救急センターなど医療、福祉関係機関が充実。

各種高等学校から、高等専門学校そして大学まで充実の教育環境。

▶病児・病後児保育の充実
【実施箇所数 県内１位！】

▶地域学童保育の充実

▶ファミリー・サポート・センター
※うべ産業共創イノベーションセンター 志
に併設

暮らして良し、働いて良し、魅力あふれる宇部で
暮らしてみませんか？

山口県
宇部市

片道（飛行機）

90分

東京-宇部

情報は、ここ！
移住検討者向けの情報を
ポータルサイトに掲載中！
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多様な働き方確
保支援センター
(愛称：Ｊｏｂ
Ｓｔａ）

うべ移住・定住サポートセンター
（宇部市政策企画グループ内）



の市部宇 度制援支業創

まずは、宇部を体験してください！ 移

▶集合・解散：山口宇部空港、JR新山口駅

うべ暮らし体験ツアー（1泊2日）

▶宿泊費：大人6,000円・小人3,000円

うべ暮らしの魅力をツアーで丸ごと体験できます。

お試し住宅で、もっと体験！

オーダーメイドで
市内をご案内します！

（オンラインにも対応！）

使用期間 4週間以内
使用料金 1週間：14,300円(税込)

充実の 設備

▶バス、トイレ、キッチン
▶エアコン、テレビ、冷蔵庫
▶炊飯器、洗濯機、電子レンジ
▶自転車 ほか

※食器、キッチン用品もそろって
いるので、すぐに生活できます。
※2LDK

宇部移住 お試し 検索

起業＋移住を決めた方への支援 宇部移住計画 検索

Ｕ Ｉ Ｊ タ ー ン 奨 励 助 成 金
▶引越費用、不動産仲介手数料、中古住宅購入費等の一部を助成します。(上限あり)
▶子育て世帯への助成もあります。(一律2万円)

専 門 人 材 誘 致 家 賃 助 成 金
▶医療、福祉、保育、建設、ICT分野へ就職する人の家賃の一部(原則上限1万円)
を助成します。

※詳しい内容については、お問い合わせください。

▶空き家を探している方向け
に、空き家を賃貸・売却した
い方の情報を掲載中！

住 宅 情 報 バ ン ク

探し方は、いろいろ！

うべ移住・定住サポートセンター（宇部市政策企画グループ内）

〒755-8601 宇部市常盤町一丁目７番1号

E-Mail: iju@city.ube.yamaguchi.jp
Tel:0836-34-8480 fax:0836-22-6008 

問い合わせ先
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◆短期間で宇部市を体験したい方

外観

◆しばらく滞在して宇部市を体験したい方

宇 部 市 移 住 支 援 事 業 （ 東 京 圏 向 け ） 補 助 金
▶東京圏から宇部市へ移住・就業、創業された方やテレワークを活用して移住され
た方等に、2人以上の世帯の場合100万円、単身の場合60万円を補助します。(要
件あり)



〒755-8601
宇部市常盤町一丁目７番１号 宇部市役所 ３Ｆ
宇部市 商工水産部 雇用創造課 雇用促進係
TEL：0836-34-8356 FAX：0836-22-6041
E-mail：kgkoyo@city.ube.yamaguchi.jp

の市部宇

度制援支業創

正式名称：うべ産業共創イノベーションセンター 志

開設場所 宇部市中央町三丁目１０番１２号
運営時間 平 日 11：00～19：00

土日祝 10：00～18：00
休業日 毎週木曜日、年末年始（12月29日～1月3日）

TEL:0836-39-5010／FAX:0836-39-5184 E-mail:ubesta@aurora.ocn.ne.jp

UBE STARTUP (うべスタートアップ）

うべスタートアップ 検 索https://ube-startup.com

あなたの志にお応えします！

ウェブサイトQRコード


