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☆山城産農産物を使った宇治茶にあう料理コンテスト葉集中 

☆「京やましろ産食材提供店」を募集します…振興局 

☆予算をかけない動画マーケティングのはじめ方セミナー 

☆モデルで学ぶ原価管理とコストダウンセミナー…中小企業大学校 

ビッグデータの活用で経営力向上を 
 

地域経済分析システム 
 

 国が地方創生における情報支援策として提供を開始している地方経済分析

システム｢ＲＥＳＡＳ(リーサス)｣は、各省庁が保持している公的な“統計デ

ータ”や民間企業が蓄積してきたいわゆる“ビックデータ”を、国が一括し

て集約・加工し、インターネット上で無料提供しているシステムです。 

 このシステムは、インターネット上での簡単な操作により、地域の人口構

成や産業構造、商品販売額の推移や観光客の動向など約 80種類のデータを、

地図やグラフでわかりやすく｢見える化｣して利用できるのが特長です。 
  

  

 本来、地方自治体の政策立案

に活用する情報源である｢ＲＥ

ＳＡＳ｣ですが、企業においても

メインターゲットとなる年齢層

の人口推移や地域における企業

立地動向などを把握して経営に

役立てることが可能です。 

 ｢ＲＥＳＡＳ｣の活用で、これ

までコストや手間を掛けて行っ

てきた“データの収集・加工”

や“グラフの作成“が無料で簡

単にできるようになります。 

 そのため今までカンや経験に

頼っていた部分についても、

様々なデータで裏付けを取るこ

とができるようになり、自社の

弱みや課題を抽出し、企業を取

り巻く外部環境を把握すること

で、より正確性が増した経営計

画の策定が可能となります。 

 また｢ＲＥＳＡＳ｣のデータ

は、ダウンロードして加工する

ことができるため、自社が持つ

顧客データやアンケート結果デ

ータなどと併せることで、より

具体的な分析をすることがで

き、将来の事業展開に役立つだ

けでなく、融資申込みや補助金

申請をするときの自社分析にも

役立てることができます。 
◆  ◇  ◆  ◇  ◆ 

 企業の持続的成長には、外部

環境の把握は非常に重要で、Ｒ

ＥＳＡＳのような公的サービス

の活用が新たなビジネスチャン

スに繋がることを期待します。 

  

※例:｢滞在人口の月別推移｣を調べる場合 
  

①画面左上の        をクリックし、 
  

        ･     を順にクリック 

 
 

 

 

 

 
  

②[ 滞在人口率 ]の画面が表示 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

※この画面では、携帯電話のＧＰＳデータを基

に国勢調査(住民)と比較して、平日・休日別

にどれくらいの人が、その地域に滞在してい

るかをマップ上で把握できます。 
  

③右下の       をクリック 
  

④[ 滞在人口の月別推移 ]のグラフが表示 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

※2015年における宇治市の平日(青)・休日(赤)

別、昼間の滞在人口をグラフ化しました。 

※各月とも国勢調査人口を下回っており、昼間

人口が市外流出していることがわかります。 
  

  

 

 

 

 

 

 
ＲＥＳＡＳのメイン画面 

 

｢ＲＥＳＡＳ｣はスマートフォ

ンでも見ることができます。 

詳細は｢ＲＥＳＡＳ｣ｗｅｂペ

ージ(https://resas.go.jp/)

をご覧ください。 

 

◆｢ＲＥＳＡＳ｣で提供されて

いるメインメニュー一覧 

1.人口マップ：年齢別の人口構

成やその推移予測など 

2.地域経済循環マップ：地域の

生産・分配・支出の各段階に

おけるお金の流入・流出の状

況など 

3.産業構造マップ：地域の製造

品出荷額や年間商品販売額、

消費者の消費傾向など 

4.企業活動マップ：表彰・補助

金の比率や海外への企業進

出動向、特許の分布など 

5.観光マップ：観光施設の検索

回数や宿泊者数の構成割合、

外国人観光客の動向など 

6.まちづくりマップ：地域に滞

在している人がどこから来

て、どの月に多いかなど 

7.雇用／医療・福祉マップ：従

業員一人当たりの賃金や有

効求人倍率など 

8.地方財政マップ：各自治体の

財政状況の比較など 

 

―――西本 浩 
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議員変更のお知らせ 
 

人 事 
 

 金融部会 2号議員・京都中央信用金庫宇治支店の人

事異動により、長尾 昌昭 氏の後任に柴田 晃央 氏が

就任されました。 

  

柴田氏の経歴 

平成 21年 京都中央信用金庫入職 

平成 21年 墨染支店長に就任 

      以後、田辺支店長、高槻支店長を歴任 

平成 29年 7 月宇治支店長に就任 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

柴田 晃央 氏 

 

 

「宇治商工会議所発展のため

に全力を尽くして参ります。

何卒ご指導賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。」 

サイバー攻撃への対策支援事業が始まります 
 

情報化 
 

 日々巧妙化するインターネットのサイバー攻撃。特に中小企業では対策が

できていないのが現状です。実際に被害にあってしまうと、情報漏えいによ

る信用失墜や業務の停止など、取り返しのつかない事態になってしまいます。 

 そこで大阪商工会議所では、神戸大学と協力して｢サイバー攻撃対策支援事

業｣を開始しました。この事業では、事業所のホームページがサイバー攻撃を

受けていないかをパトロールし、異常があれば速やかに連絡され、さらに対

処策のご相談にも応じられます。宇治商工会議所の会員事業所もこの対策支

援サービスを利用できますので、この機会に是非ともご活用ください。 
  

■サイバー攻撃対策を強化する 3つのサービス！ 

 ①事業所のホームページがサイバー攻撃を受けていないかパトロール 

  ・事前に申請のあったホームページアドレスに対し、1 日 2 回、トップ

ページを含む 2階層までをパトロールいたします。 

  ・ホームページの改ざんや攻撃による異常を検知した際は、電話や電子

メールで連絡し、対応策のご相談にもお応えします。 

 ②サイバーセキュリティに関する相談窓口 

  ・実施日：毎週火・木曜日 15:00～17:00 (要予約) 

 ③サイバーセキュリティ啓発セミナー・セキュリティ人材の育成 

  ・経営者や担当者に必要なサイバーセキュリティの知識や最新情報をし

るための、啓発セミナーにご参加いただけます。 
  

■利用料金 500円／月(税込) ※初期費用などは不要 

■問合わせ 大阪商工会議所経営情報センター (TEL06-6944-6580) 

  

 

 

サービスの問合わせ及び申込

みについては直接大阪商工会

議所経営情報センターにお願

いします。 

詳細は、大阪商工会議所の We

bページ(https://www.osaka.

cci.or.jp/cybersecurity/)

をご覧ください。 

 

――― 西本 浩 

産業財産権侵害のお悩みに対応します 
 

海外取引相談窓口開設 
 

 海外において日本企業の商品に対する産業財産権侵害や不正商品流通等の

事例があとを絶たず、経済活動の大きな妨げとなっています。一方、発展途

上国の産業財産権制度の整備・拡充に伴い、自社の商品が知らず知らずのう

ちに国内外の第三者の権利を侵害し、相手方から訴訟を起こされるケースも

増えつつあります。一般社団法人発明推進協会では、「当社の産業財産権が海

外の企業に侵害された」「輸入品が当社の産業財産権を侵害している」等でお

困りの事業者を対象とした外国産業財産権侵害対策相談室を開設されます。 
  

問合わせ 一般社団法人発明推進協会外国相談室(TEL03-3503-3027) 
  

 詳細は、外国産業財産権侵害

対策等支援事業の Web ペー

ジ（http://www.jpo.go.jp/

index/kokusai_doukou/iprs

upport/index.html/）をご覧

ください。 

 

――― 釜山昌之 
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省エネセミナー「測れば分かる！エネルギーのムダ使い」  
セミナー受講者募集 

 

 宇治市環境企画課では、事業者の省エネ・節電の取り組みを促すため、事

業者の利益に繋がる省エネ対策や京都府のエネルギー関連の補助金制度を紹

介する“省エネセミナー”を開催されます。企業が取り組める省エネ術や節

電診断事業について事例を交えて分かりやすく説明されます。 

日 時 ８月２８日(月) 10：00～12：00 
場 所 宇治商工会議室 3 階 第 1研修室 

講 師 ＮＰＯ法人京都シニアベンチャークラブ連合会 山 和孝氏 

(一社)京都産業エコ・エネルギー推進機構 

受 講 料 無 料 

問合わせ 宇治市市民環境部 環境企画課(TEL20-8726) 

 節電診断事業 [京都府] 

多くの電力を消費する機器

に消費電力計を設置し、1週

間程度データを計測した後

にデータを分析して、効果的

な運用方法や設備改修方法

を無料で診断します。 

 

――― 釜山昌之 

台湾から10人目のワーキングホリデー受入れ 
 

台湾との経済文化交流事業 
 

 7 月 3 日に台湾の台中市より黄
こう

鳳儀
ほ う ぎ

(22歳)さんが来宇しました。彼女は国

立の台中科技大学応用日本語学科在学中に、学業と人柄が評価される最優秀

学生賞を獲得するなど成績優秀で、日本語と英語を流暢に話されます。大学

3 年の時に、日本文化を紹介するイベントがきっかけで、茶道に興味を持ち

茶道部に入部。当所が主催する「京都府物産展 in 台湾」では、茶席と抹茶点

て体験ブースで、台湾の方に茶道の作法の説明や茶席の接待などを行い、熱

心に日本文化をＰＲする姿は、参加事業所からも高く評価されていました。 

 昨年に、日本語能力試験 1 級、国際マナー知識検定、国際貿易知識検定を

合格、千葉県のホテルにて 2 カ月間実習にも参加されました。日本でもっと

働いて、日本茶の知識も深めたいと今回、丸久小山園に就労することになり

ました。「来日 1ヶ月未満ですが、同僚もアパートの近所の方々も優しくて住

みやすいです。日本を肌で感じ、まずは仕事で皆さんのお役に立てるように

一生懸命頑張ります」と日本での生活に期待を膨らませておられます。 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

日本語名は「栞
しおり

です」。よろ

しくお願いします。 

――― 西江将就 

宇治市産業会館1階テナント募集！！ 
 

募集中 
 

 宇治市産業会館 1 階の飲食・喫茶テナントを募集しています。 

店舗は幹線道路に面した会館の 1 階で、宇治市役所・宇治市総合福祉会館

などの公的施設に隣接しています。 
★産業会館の概要 

所 在 地 宇治市宇治琵琶 45-13 

交  通 京都京阪バス 琵琶台口バス停下車すぐ 

建 築 構 造 鉄筋コンクリート 3 階建 (昭和 62 年竣工) 

そ の 他 エレベーター1基 
★賃貸条件 

物 件 階 数 1 階／3階建 

物 件 種 目 賃貸店舗 (飲食・喫茶テナント) 

物 件 面 積 約 105㎡ 

 ※賃料・保証金などは、業務課【℡:23-3101】へお問い合わせ下さい。 

★募集締切 

平成 29年 9 月 29 日(金)までに“テナント入居希望企業概要書”を宇治商工

会議所 2階窓口に提出して下さい。 

 ※テナント入居希望企業概要書は会議所 2階窓口にご用意しております。  
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宇治茶漬けにこだわりを！！ 
 

地域活性化 
 

 宇治商工会議所「京都宇治ご当地グルメ～宇治茶漬け～」協議会(根来健司

会長)では、7 月 19 日に京都府茶協同組合理事長・当所常議員の堀井長太郎

氏をお招きし、講演会を開催しました。本講演会は、「宇治茶漬けに思う」を

テーマに宇治茶の理解を深め、商品ｸｵﾘﾃｨ-の向上や新商品開発に繋げるため

の勉強会として実施、協議会会員及び関係者 26名が参加され、参加者からは

「教えていただいたお話を参考に、宇治茶と食材との相性を考えながら今後

の商品開発に活かしていきたい」など大変参考になる講演会となりました。 

  

 

 

 

 

 
協議会で講演する堀井理事長 

恒例の老人ホーム慰問・ うなぎの蒲焼を差し入れ 
 

女性会 
 

 宇治商工会議所女性会(通円道江会長)では、社会奉仕委員会が中心となり、

7 月 20日に宇治明星園と白川明星園の 2施設へ恒例の慰問を実施しました。 

 今回で 43 回目を迎えるこの慰問にあたり、うなぎ 120匹の蒲焼を持参。施

設を訪問した女性会役員から｢うなぎを沢山食べて元気に夏を乗り切ってく

ださい。｣と入居されている方々を励ましました。入居者からは｢毎年楽しみ

にしています。おかげさまで今年も元気に夏を過ごすことが出来ます。｣と大

変好評で、うなぎの蒲焼に舌鼓を打っておられました。 

  

 

 

 

 

 
 

入居者を励ます女性会役員 

各地区の現状と課題について協議  
地区委員会 

 

宇治地区委員会(増田 進委員長、中島 健副委員長、小西敏博副委員長） 

7 月 20日開催：増加する外国人観光客の来店動向や集中豪雨の際の避難誘

導方法等の整備、観光滞在時間の延長策、景観条例に基づく建築行為に対

する運用方法などについて協議。ＪＲ奈良線複線化工事・太閤堤跡歴史公

園の計画概要、お茶の京都ＤＭＯなどについて説明。 
   

東宇治地区委員会(吉田實子委員長、植村敏和副委員長、池谷一郎副委員長） 

7 月 21 日開催：イトーヨーカ堂六地蔵店退店後の跡地利用、ホテル・商業

施設誘致など北の玄関口に相応しいまちづくりについて協議。六地蔵町並

交差点付近における道路拡幅工事およびＪＲ六地蔵駅北周辺地区計画、食

品スーパー「フレスコ」出店について説明。 
  

大久保地区委員会(髙木健次委員長、髙見 進副委員長、信貴豊長副委員長) 

7 月 25 日開催：新宇治淀線開通後交通量が増加、渋滞などの問題が発生し

ている地域において、信号機の連動等緩和策の必要性や、平和堂 100ＢＡ

Ｎ店周辺の空きテナント対策等について協議。ＪＲ新田駅東口整備事業及

びＪＲ奈良線複線化の進捗、イオン大久保店跡地の動向などについて説明。 
  

小倉地区委員会(森下康弘委員長、山口興治副委員長、角田浩史副委員長） 

7 月 27 日開催：西小倉地区のりあい交通事業や京都府南部卸売市場再整備

計画の内容、若手商店主らが中心となってソレイユマルシェ・オグザニア

大作戦などによる地域活性化に向けた動きや商店街等ＰＲ地域情報発信誌

「小倉手帖（仮）」作製について説明及び協議。 
  

槇島地区委員会(西村三典委員長、太田壱将副委員長、樋口始郎副委員長） 

7 月 28日開催：製造業者を取り巻く規制の緩和による企業誘致及び産業発

展に向けた効果的な空地利用や国道 24 号線槇島町二十四交差点の交通渋

滞などについて協議。スーパーマツモト開店後の交通渋滞の状況、Ｖドラ

ック宇治槇島店の出店計画、槇島地区健康診断実施について説明。 

 各地区での協議内容を 8/22

開催の地区委員大会にて発

表いただき、今後の要望活動

等に盛り込む予定です。 

 

 

 

 

 

 
 

宇治地区委員会 

 

 

 

 

 

 

 

大久保地区委員会 

 

 

 

 

 

 
槇島地区委員会 

 


