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☆ 海外ビジネスリスク管理セミナー…大阪産業創造館 

☆ e コマース活用塾……中小企業大学校関西校 

☆ 第 111 回 京料理展示大会…みやこめっせ 

☆ 近畿・四国合同広域商談会……京都パルスプラザ 

おうじちゃまが活躍を認められ宇治市公認に！ 
 

宇治市観光大使 
 

 宇治市、宇治商工会議所、（公社）宇治市観光協会では宇治市観光振興計画

に基づき、イメージアップと観光振興を図るため、宇治市の魅力を広く市の

内外に紹介して頂く、“宇治市観光大使”に宇治市にゆかりある著名人 10 名

を任命し、先月 14日に就任式を行いました。 

 就任式には、大使を代表して、現在も実家が市内にあり、小学 4年から 23

歳まで住んでおられた女優・タレントの安田美沙子さんが出席されました。

委嘱状を受け取られた安田さんは「世界遺産があり、何よりもお茶が美味し

い。人の優しさや自然の豊かさ、誇りに思う街を、他の大使のみなさんと力

を合わせて PRしたい」とあいさつ。最後に山本会頭の発声のもと、市内産宇

治茶の碾茶と玉露をブレンドした“碾玉”で乾杯し、大使就任を祝いました。 

 大使の任期は 3 年で、今後はテレビ番組や SNS などを通じた宇治市の情報

発信や、観光イベント等で PR活動をしていただく予定です。 

また、宇治商工会議所のご当地キャラクター「チャチャ王国のおうじちゃ

ま」が、同日付で宇治市公認キャラクターとなりました。 
 

 

宇治市観光大使 就任者  ※敬称略順不同  
・海老瀬 はな（女優）        ・武田 綾乃（「響け！ユーフォニアム」原作者） 

・千葉 真子 （世界陸上メダリスト） ・中村 静香（女優・タレント） 

・羽川 英樹 （フリーアナウンサー） ・羽野 晶紀（女優・タレント） 

・安田 美沙子（女優・タレント）   ・鎧塚 俊彦（パティシエ） 

・熊井 友理奈（タレント・抹茶ーず） ・鈴木 愛理（アイドル・抹茶ーず） 
  

 “抹茶ーず”は、商工会議所公認の『宇治茶❤大使』としての約 4年の活動

が目に留まり“宇治市観光大使”を兼任することとなりました。引き続き 、  チ

ャチャ王国のおうじちゃまとともに宇治市の魅力発信に努めてまいります。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

宇治市観光大使 就任式 

 

 
公認をお祝いされるおうじちゃま 

今後も、市、宇治商工会議所、

宇治市観光協会の三者によ

り、宇治市観光大使として適

切な人物を選考の上、認定す

る予定です。 

――― 稲田 将人 

山本会頭 旭日小綬章を受章 
 

秋の叙勲 
 

 11 月 3 日発表の｢秋の叙勲｣で、当商工会議所 山本哲治会頭が長年にわた

って産業振興に貢献してきた功績により“旭日小綬章”を受章されました。 

 山本会頭は、昭和 48 年に 36 歳で家業の花屋敷浮舟園を継承し、今日まで

経営改革を重ね、京都府南部地域有数の国際観光旅館に発展させました。 

 また昭和 52 年に宇治商工会議所議員に選任され、観光部会長や宇治川改修

特別委員会委員長を歴任、平成 19年に第 9代会頭に就任されました。会頭に

就任されてからは、台湾や香港などでのトップセールスを精力的に行うなど

小規模事業者の海外販路開拓支援を強力に推進されました。また｢京都宇治土

産.com｣による国内販路支援や｢チャチャ王国のおうじちゃま｣を活用した観

光振興事業をはじめ、｢チャレンジショップ｣や｢チャレンジスクエア｣などの

創業支援にも力を入れられるなど数々の実績を上げておられます。 

山本会頭 旭日小綬章 受章おめでとうございます。 

 
  

山本会頭は「このような大変

重い章をいただけたのも商

工会議所や観光業界をはじ

め、私を暖かくご指導・ご支

援くださいました皆様方の

お陰と本当に感謝にたえま

せん。今後も会員の皆様方と

共に頑張って参りたいと思

います。ありがとうございま

した。」と、喜びの笑顔で語

られました。 

「2017 年版 商工手帳」をご希望の会員様に進呈 
 

会員サービス 
 

 毎年ご好評の商工手帳 ２０１７年版が出来あがりました。希望される会員

事業所の皆様にご進呈いたしますので是非ご愛用ください。 
  

配布場所 宇治商工会議所 2階事務所 

配布冊数 1事業所 1冊（数に限りがあります。お早めにお越しください。） 

 
  

六曜（大安・友引など）入り

で大変便利な手帳となって

います。 
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この道一筋 受賞おめでとうございます 
 

宇治市技能功労者表彰 
 

 長年一つの職業に従事され、優れた技能を持って宇治市の文化・産業の発

展に尽くされている方の功労をたたえる「宇治市技能功労者表彰式」が 11月

23日に宇治市産業会館で行われました。宇治商工会議所の会員事業所からは、

次の方々が受賞されました。               
  

 有限会社上尾製材所 上尾 博 氏 （製材工職） 
  

 有限会社木下工業所 木下 勉 氏 （配管工職） 
  

 有限会社松原製作所 松原 薰 氏 （自動車整備工職） 
  

  

宇治商工会議所では、会員事

業所の方を宇治市技能功労

者に推薦しています。推薦要

件の詳細は、商工会議所業務

課までお問合わせください。 

 

――― 福冨頌子 

｢歳末得だねセール｣で商店街の年末商戦を支援 
 

市内商業団体共同販促イベント 
 

消費需要が高まる歳末時期を迎え、売上増加に奮闘する市内商店街等を支

援するため、宇治商工会議所では、市内商業団体による共同販促イベントと

して、買い物スタンプラリー“歳末得だねセール”を１２月１日から１５日

まで実施します。この共同販促イベントで発行するラリーカードには、クー

ポン券が添付されており、“オーダーカーテン 50％OFF”の装飾店や、期間

中来店の方全員に景品をプレゼントする美容院、商品の特別価格を“当日発

表”という食料品店など、この機会を活かして、顧客の興味を引き、お店を

PR しようと各店が工夫を凝らしたサービスを実施します。 

この買い物スタンプラリーでは、買物客が参加店舗で買物すると、各店が

ラリーカードにスタンプを押印します。そのスタンプを集めて応募すると、

参加全店で利用できる買物券が抽選で 390 名にプレゼントされます。さらに、

ダブルチャンスとして、宇治市公認のゆるキャラ｢チャチャ王国のおうじちゃ

ま｣グッズが、30 名にプレゼントされます。 
 

実 施 期 間 １２月１日(木)～１２月１５日(木) 

抽 選 日 １２月２０日(火) 

参加商業団体  ロクモール商店街振興会、御蔵山商店街振興会、三室戸商店会 

宇治橋通商店街振興組合、小倉駅前商店会、西大久保繁栄会 

  

『京都府健康長寿応援券交付

事業』を同時実施 

宇治市内で今年度90歳にな

られ、介護保険を利用してい

ない220名の方に、歳末得だ

ねセールの参加全店舗で利

用できるプレミアム商品券

が、配布されます。 

この共同販促イベント事業

により、市内商店街におい

て、816万円分の買物消費を

促します。 

 

――― 西江将就 

革新的ものづくり･商業･サービス開発支援補助金 
 

募集中 
 

中小企業庁では、「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」の公募を

行っています。この補助金は、「経営革新等支援機関」である宇治商工会議所

が補助金申請のサポートを行い、経営力向上に資する革新的なサービス開

発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備

投資等を支援するものです。補助金申請を希望される方は、お早めに宇治商

工会議所商工課(TEL23-3101)まで、ご相談ください。 
 

対 象 者 日本国内に本社及び事業実施場所を有する中小企業者 

補助金額 ・経営力向上に資する開発支援  小規模型 上限額   500万円 

補助金額                 一 般 型 上限額 1,000万円 

対 象 者 ・ＩｏＴ,ＡＩ,ロボットを活用する開発支援 上限額 3,000万円 

対 象 者  いずれの型も補助率2/3以内、下限額100万円 

対象経費 機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費等 

申込締切 平成29年１月１７日(火)（当日消印有効） 

提 出 先 全国中小企業団体中央会 京都府地域事務局(TEL 075-325-5901)  

  

雇用や賃金を拡充する取り

組みの場合、『小規模型』と

『一般型』では、補助金上限

額が増額されます。詳細につ

いては、京都府中小企業団体

中央会Webページ(http://ww

w.chuokai-kyoto.or.jp/blo

g04/2016/11/post-59.html)

をご覧ください。 

 

――― 佐々木伸治 
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平成29年度 税制改正に関する要望を提出 
 

税制改正要望 
 

 宇治商工会議所では、「中小企業の特性に着目した税制改革の実現」に向け、

政府に対して税制改正に関する下記内容の要望書を日本商工会議所及び全国

の商工会議所と連携して提出いたしました。 
 

① 生前贈与へのインセンティブ付与など｢円滑な事業承継に向けた抜本的な見直し｣ 

② 中小企業投資促進税制の延長など｢中小企業の生産性向上に資する税制の実現｣ 

③ 特定事業用資産の買換時の特例延長など｢地域経済の好循環に資する税制の実現｣ 
  

  

他にも事業継承時の株式評

価の見直しや、中小法人の軽

減税率の延長などについて

も要望しています。 

 

――― 西本 浩 

65歳以上の方も雇用保険の適用対象に 
 

労 務 
 

 以前から雇用保険に加入している方を除く 65歳以上の労働者は、これまで

雇用保険に新規に加入することはできませんでした。しかし、平成 29年 1月

1日よりこの年齢制限が撤廃され、満 65歳以上の方でも雇用保険に加入する

ことができるようになります。また平成 29年 1月 1 日より、65歳以上の被

保険者も各給付金（高年齢求職者給付金、育児休業給付金、介護休業給付金、

教育訓練給付金等）の支給対象となります。 
 

■平成 29年 1月 1日以降、新たに 65歳以上の労働者を雇用した場合 

 ⇒雇用保険の適用要件に該当する場合は、取得手続きが必要。 

■平成 28 年 12 月末までに 65歳以上の労働者を雇用し、平成 29年 1月 1日 

 以降も継続して雇用している場合 

 ⇒平成 29年 1月 1日より雇用保険の適用対象となるため、平成 29年 3月 

  31 日までに雇用保険の取得手続きが必要。 

■以前から雇用保険に加入している労働者が、平成 29年 1月 1日以降に 65 

 歳となった場合⇒高年齢被保険者として自動更新されるため手続き不要。 

平成 32 年度より 64歳以上の方の雇用保険料免除制度が廃止！ 

 これまでの雇用保険制度では、保険年度の毎年 4月 1 日時点で満 64 歳以上

の労働者は雇用保険料が免除されており、新たに適用対象となる 65歳以上の

新規加入者もこの対象であるため、雇用保険料を徴収する必要はありません。

ただし、この免除制度は平成 32 年 4 月 1 日より廃止となるため、以降は年齢

にかかわらず保険料を徴収する必要がありますのでご注意下さい。 
  

  

 

 

 

※雇用保険の適用要件 

1週間の所定労働時間が20時

間以上であり、31日以上の雇

用見込があること 

 

詳細は、厚生労働省 Web ペー

ジ「雇用保険の適用拡大等に

ついて」(http://www.mhlw.g

o.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/0000136389.html)を

ご覧ください。 

 

――― 平尾知美 

源泉所得税の納付相談 
 

税 務 
 

源泉所得税の年末調整および申告納付の時期になりました。宇治商工会議

所では、源泉所得税納付相談を行います。初めての方にもわかりやすくご説

明いたしますので、専従者を含め、従業員を雇用されている事業所の方はぜ

ひご相談ください。納付期日直前の相談は混み合いますので、お早めにお越

しください。 
  

日 時 １２月１２日(月)～平成 29年１月１９日(木)10：00～16：00 

    (土・日・祝日および 12/28～1/4 は除く) 

持参品 年末調整関係書類、所得税源泉徴収簿、扶養控除等申告書 

    保険料控除証明書、源泉所得税納付書、事業主の印鑑 

 

 ※マイナンバー（個人番号）

をお持ちください。ご持参い

ただく｢給与所得者の扶養控

除等申告書｣には、一定の場

合を除き、給与所得者本人、

控除対象配偶者及び控除対

象扶養親族等のマイナンバ

ー（個人番号）を記載する必

要があります。 

――― 福冨頌子 
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当所労働保険事務組合が優良事務組合表彰を受賞 
 

表 彰 
 

 宇治商工会議所労働保険事務組合(組合長 山本会頭)は、11月 16 日に京都

ブライトンホテルで開催された全国労働保険事務組合連合会京都支部主催の

平成 28 年度労働保険大会において、京都労働局から優良事務組合表彰を受賞

しました。今後も労働保険制度への加入を促進し、労働者福祉を充実させる

べく一層努力して参りますので、お気軽にご相談ください。 
  

  

お茶ラベル絵コンテスト作品募集中！  
異業種交流グループ鳳凰会 

 

宇治商工会議所異業種交流グループ「鳳凰会」(森下省三代表幹事)では、今

年度も宇治茶商工業協会の協賛を得て、「お茶ラベル絵コンテスト」を実施し

ます。コンテストの入賞作品は、来年の新茶の発売時期に、茶袋の絵柄に採

用されます。是非、ご応募ください。 
 

募集期間 ～３月３１日(金) 

問合わせ 宇治商工会議所異業種交流グループ「鳳凰会」事務局(℡23-3101) 
  

  

詳細・申込みは、鳳凰会 Web

ページ(http://www.suisai-

yume.com/)をご覧ください。 

 

――― 福冨頌子 

商工会議所の委員会活動 
 

部会・特別委員会 
 

宇治商工会議所青年部（西村一夫会長） 

 11 月 5･6 日開催：「会員研修会（14名参加）」を実施。大正時代の赤レンガ

造りの工場を活用したトヨタ産業技術館には、自動車や工作機械、自動織

機などが展示され、担当者の実演を交えた説明もあり、“トヨタ”の歴史の

奥深さを肌で感じることができました。 
  

 11 月 29日開催：平成 28 年度臨時総会（24 名参加）を開催。平成 29年度

会長予定者には吉田統公君(株式会社吉田住建)、監事予定者には下口真樹

君(京料理竹林)、梅村晃一君(鮎宗)が全会一致で承認されました。 
  

宇治商工会議所女性会（通円道江会長） 

 11 月 17日開催：「健康いきいき教室（11 名参加）」を実施。宇治徳洲会病

院の協力のもと、血糖値測定を実施後、検査課の江口光徳先生より糖尿病

と血糖値の関係や合併症についてご講演いただきました。 
  

宇治川改修対策特別委員会（中村健治委員長、金丸公一副委員長） 

 11 月 22 日開催：正副委員長の選任及び今年度の工事進捗状況、塔の島上

流の導流堤工事に伴う工期、設計変更箇所などについて協議。 
  

  

 

 

 

 

 

 
トヨタ産業技術館を見学する青年部員 

 

 

 

 

 

 

 

講演会を聞かれる女性会の皆様 

宇治商工会議所で行う検定試験 
 

12 月受付分 
 

珠算検定試験 

申込期間 １２月５日(月)～１月１２日(木) 

試 験 日 ２月１２日(日) 

受 験 料 1級 2,100円、2級 1,570円、3級 1,360円 
 

リテールマーケティング(販売士)検定試験 

申込期間 １２月１２日(月) ～１月２０日(金) 

試 験 日 ２月１５日(水) 

受 験 料 1級 7,710円、2級 5,660円、3級 4,120円 
  

  

 

申込みは、宇治商工会議所窓

口にて受付しています。 

 

――― 福冨頌子 


