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☆ めざせ起業家!「創業塾」…宇城久広域連携事業 

☆ 京やましろ産食材提供店を募集中…京都府 

☆ 展示商談会で成果をあげる展示・陳列方法…京都産業育成コンソーシアム 

☆ 宇 治 商 工 会 議 所  そ の 他 の 活 動 報 告 

 

新年のごあいさつ 
 

年頭所感 
 

 新年あけましておめでとうございます。 

 さて、昨年 10 月の衆議院総選挙での与党大勝を受け第 4 次安倍政権が発足

しました。デフレ脱却に向けた経済再生に加え、北朝鮮への対応や憲法改正

などの課題が山積しているなか、12月 22 日には政府が進める「生産性革命」

と「人づくり革命」の実現に向けた約 97 兆円の 18 年度予算および約 2.7 兆

円の 17 年度補正予算を閣議決定されました。今回の補正予算には、特に中小

企業の研究開発や設備投資を促進する補助金の計上や、企業経営者の世代交

代を促す事業承継への支援措置拡充など中小企業支援施策が盛り込まれてい

ますので、政府には迅速かつ有効な政策の推進を望みます。 

 京都府では、4期 16年京都府政を牽引してこられた山田啓二知事が勇退を

表明されました。中小企業を伴走しながら支援する“中小企業応援隊”事業

の創設や、地域特性を活かした「海」「森」「お茶」の“もうひとつの京都”

事業の推進など、府独自の施策で地元経済活性化にご尽力いただきました。

後任となられる方には、山田知事が進めてこられた中小企業支援施策をさら

に推し進めていただきたいと思っております。 

 宇治市では、地域経済の活力づくりを推進するため、産業連関表を活用し

て産業構造の特徴を分析し、宇治市の強みを生かす産業振興策や新たな産業

の創出など、今後の産業振興の方向性を示す産業戦略の策定に取り組まれる

ことになり、地域経済活性化の起爆剤になると大いに期待を寄せています。 

 宇治商工会議所では、商店街振興事業として“チャチャ王国のおうじちゃ

ま”を活用した、六地蔵地域での「お買い物ラリー」を今月 8 日まで開催、

27 日からは宇治地域 4商店街でも開催いたします。また昨年の六地蔵地域に

引き続き、小倉地域での事業所ＰＲ冊子「小倉大辞典」の製作も順調で、今

年度中の配布予定となっています。 

業績向上に直結する販路開拓事業にあっては、ネット通販事業の「京都宇

治土産.com」を充実実施するほか、今月 15日からは「第 5回 京都府物産展

in 台湾」を開催します。また、首都圏での大型展示商談会にも複数回出展し

て、本年も強力に小規模企業のマッチング支援を行います。他にも各種セミ

ナーの開催や補助金の申請支援など、業種業態にあったきめ細やかな事業を

推進してまいります。 

 結びにあたり、会員並びに市内事業所の繁栄と地域産業発展のため、京都

府や宇治市と緊密で強固な連携関係を築くとともに、役員議員・職員以下一

丸となって諸事業に邁進していく所存ですので、ご支援・ご協力を賜ります

ようお願い申し上げ、年頭のごあいさつといたします。 
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情報交換会にご参加ください！ 
 

交通部会 
 

 宇治商工会議所交通部会(森敬夫部会長)では、交通安全に関する知識を深め

るため、全会員企業を対象とした情報交換会を開催いたします。宇治警察署

長をお招きしての講演や、自動車メーカーによる業界の現状についての発表

を企画しておりますので、お誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。 
  

開催日時 平成 30 年２月２日(金) 10：00～12：30 

開催場所 宇治商工会議所 3 階 会議室 

定  員 40名 (先着順) 

   

詳細･申込みは、中挟み紙面 5

頁をご覧ください。 
  

――― 平尾知美 
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戌年さん集合 
 

年男・年女 
 

㈲新進堂印刷所 中島 健氏… 5 廻り目、遂に還暦。とはいえ中身は周回遅

れ。内容の充実をはかるべく精進、精進。引き続き御指導を宜しく。 
  

井上税理士事務所 井上玲子氏… 区切りの歳を向かえました。今までのすべ

てに感謝して、初心に戻り仕事・奉仕・趣味に励みたく存じます。 
  

きんきグリーン㈱ 北村彦治氏… 還暦とは「隠居の年齢とし社会人として引

退を意味する」とあります。高齢化社会の中ではもう少し頑張らないと!! 
  

㈱宇治葬祭駕辰 木村 徹氏… 今年は年男です。それも還暦!!残りの人生、

地域の方とのふれあいを大切に、頑張っていきたいと思っています。 
  

平和住宅建設㈱ 髙木健次氏… 人生は楽しむ為にあって、苦しみはチョット

したスパイス…これからも周りのみんなに感謝し、この一年頑張ります。 
  

㈱小西工務店 小西敏博氏… 還暦を迎え、昨年よりもより飛躍した「ワン」

ダフルな一年にしたいと思います。 
  

㈱太陽電気 勝山茂樹氏… あっという間に 60 年、これからも前進あるの

み！再スタートだ。 
  

㈲南城園 城島健治氏… 今年は戌年。廻り年。古希も過ぎて、次に喜寿を迎

えるまでは健康を保ちながら、元気で楽しい日々を送りたいと思います。 
  

南村自動車工場㈱ 南村康治氏… 無事戌年を授かる事ができました。招福祈

願安寧、長寿。家族と共に、節度を持ち、日々暮らしていきます。そして皆

様に感謝。 
  

㈲藪内工務店 藪内信幸氏… 一年を早く感じるのは歳をとったからなの

か？充実した一年だったからなのか？今年は、少しスローな一年目指します。 
  

松村化成㈱ 松村将和氏… 今年は様々な事が動き出す一年になりそうです。

今までの経験や巡り逢いに感謝しながらアラフィフを満喫したいと思いま

す。 
  

一休堂 切地悠太氏… 皆様に感謝の気持ちを忘れず、家族を守りながら、地

に足のついた商売ができるよう精進したいと思います。 
  

辻川看板塗装工芸 辻川ヒデ子氏… この地で起業して 50 年、そして夫婦共々

健康で金婚式を迎える事が出来て幸せです。これからも仕事愛、家族愛にま

い進していきたいと思います。 
  

京のきもの さらさや 更谷美鈴氏… 戌年には勤勉な努力家という意味もあり、

これまでの経験を生かし新しい事にも挑戦していきたいと思います。 
  

  

 

戌年生まれの役員議員、青年

部、女性会の皆さんに新年に

かける抱負をお伺いしまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新春年賀交歓会 １月４日に開催 
 

年始行事 
 

 年始恒例の新春年賀交歓会を宇治市との共催で開催します。 
  

開催日時 平成 30 年１月４日(木)13：00～ (受付 12：30～) 

開催場所 パルティール京都 (宇治樋ノ尻 88 宇治郵便局前 ℡25-7777) 

会 費 1,000 円 (当日ご持参ください)  
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プレスリリース特別優待券（約８万円相当）をプレゼント！ 
 

会員・新入会員特典 
 

宇治商工会議所では、この度、新入会員及び会員限定の特典として『＠Press

プレスリリース特別優待券』をプレゼントします。このプレスリリース特別

優待券は、自社が訴求を図りたい話題を、全国のＴＶ・新聞・雑誌・ラジオ・

Ｗｅｂメディア等の各媒体へ配信し、メディアからの取材や記事掲載を目論

むものです。このプレスリリースの代行会社である＠Press は、全産業・地

域に対応した 10,000以上のメディアの連絡先リストを保有しており、専属ス

タッフが、お申込みごとにリリース内容に合わせて関連性の高いメディアや

記者を選定し、原稿の校正に至るまで細やかにフォローすることで、高い掲

載率を獲得しています。なお、この特別優待券は、新製品・サービスはもち

ろん、キャンペーン開催や展示会出展、看板商品など、事業者ごとに異なる

様々な情報発信に活用いただけますので、ぜひご利用ください。 

現在、宇治商工会議所では、会員増強運動に取組んでいます。同じ地区や

業界、交流ある事業者等で未入会の方がおられましたら、是非ご紹介下さい。 

優待対象 宇治商工会議所の会員であり 3月 30 日までに「＠Press無料会員 

登録（キャンペーンコードの入力含む）」を完了した事業者 

優待特典 ＠Press ライトプラスプランチケット 2枚（約 8万円相当） 

    【プレスリリース 2 回分（WEBメディアの掲載調査報告 付）】 

注意事項 チケットの使用期限は、特典付与日から半年間です。 

     キャンペーンのご利用にはパソコンでの作業が必要です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細･申込みは、中挟み紙面 7

頁をご覧ください。 

 

――― 稲田将人 

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。従業員を雇用

されている事業所の方はご相談ください。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。 

開催日時 平成 30 年１月９日(火)～１９日(金)10：00～16：00 (土・日除く) 

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 

 ※扶養控除等申告書には、原

則として、給与所得者本人及

び控除対象配偶者や扶養親

族等のマイナンバーを記載

しますので、来所時にはマイ

ナンバーをご持参ください。 

商工会議所の部会・団体活動 
 

部会・団体活動 
 

商工会議所青年部 平成 29 年度全国会長研修会 (吉田統公会長) 

 12 月 1・2 日開催：青年部会長、次年度会長予定者等を対象に島根県出雲

市で開催。地域経済を担うリーダーとしての資質向上と意識の高揚を図る

とともに、組織基盤強化策として会員増強等の課題について意見交換した。 
  

観光部会会員懇談会 (下口利治部会長、中村健治副部会長) 

 12 月 4 日開催:“宇治市観光振興計画後期アクションプラン初案”及びパ

ブリックコメントの実施について説明（説明者：宇治市商工観光課 柯課長）。

民泊施設のあり方、人材不足の解消等の課題について意見交換会を実施。 
  

京都宇治ご当地グルメ～宇治茶漬け～協議会 (根来健司会長)  

 12 月 6 日開催：“宇治茶のおいしい淹れ方”の実演講習会（講師：京都府茶

協同組合 戸塚浩司事業部長）。 
  

商工会議所女性会 (通円道江会長) 

 12 月 21 日開催：恒例のもち花つくり講習会を開催。垂れ柳に紅白のお餅

を付けて作るお正月飾りのもち花を合計 37本製作。 

  

 

 

 

 

 

青年部 

 

 

 

 

 

 

 
宇治茶漬け協議会 
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商工会議所の委員会活動 
 

常任・地区委員会 
 

小規模企業振興委員会 (中島 健委員長、吉田實子副委員長、吉村安広副委員長) 

 12 月 12 日開催：京都財務事務所 谷川主任調査官を招いて“地域経済の現状

と見通し”について研修。参加者からは｢一般小売店の動向｣や｢非製造業の

景況改善の要因｣、｢雇用情勢｣などの質問がありました。 
  

各地区委員会を開催し、平成 30 年度宇治市行政施策への要望や平成 30 年 3

月 30 日まで推進する会員増強運動にかかる未加入事業所の入会勧奨につい

て協議しました。各地区における協議内容は次の通りです。 
  

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) 

 12月13日開催：“お茶の京都ＤＭＯの取り組み”について説明（説明者：お

茶の京都ＤＭＯ 脇代表理事）。“宇治市観光振興計画後期アクションプラン”及

びパブリックコメント、平等院夜間特別拝観、宇治川改修工事、府道宇治

淀線(宇治橋通り等)の市道路認定などについて説明。 
  

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) 

 12 月 5・6 日開催：健康診断を槇島地区企業街づくり協議会(樋口始郎会長)

と合同で実施。(23事業所 受診者 135 名、於：槇島コミセン)。 

 12 月 19 日開催：ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ V･drug出店、工場跡地の活用について協議。 
  

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) 

 12月 19日開催：“ＪＲ奈良線複線化の進捗状況とＪＲ六地蔵駅改良工事“に

ついて説明(説明者：宇治市交通政策課 長谷川副課長)。旧イトーヨーカドー六

地蔵店解体撤去工事について説明。 
  

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） 

 12 月 21 日開催：地元選出議員を招いて、都市計画道路宇治淀線（新宇治

淀線）大久保交差点右折信号設置・旧イオン大久保の解体工事について意

見交換会を実施。第 21回チャリティゴルフコンペについて協議。 
  

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) 

 12 月 22 日開催：京都府南部総合地方卸売市場にぎわいゾーンの整備計画、

伊勢田駅周辺地区交通バリアフリー基本構想素案に対するパブリックコメ

ント、西小倉のりあいタクシー利用状況等について説明。 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

宇治地区委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

槇島地区委員会 健康診断 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大久保地区委員会 

宇治商工会議所で行う検定試験 
 

1 月受付分 
 

珠算検定試験 

申込期間 ～１月１１日(木) 

試 験 日 ２月１１日(日) 

受 験 料 1級 2,300 円、2級 1,700 円、3級 1,500 円 

簿記検定試験 

申込期間 ～１月２６日(金) 

試 験 日 ２月２５日(日) 

受 験 料 1級 7,710 円、2級 4,630 円、3級 2,800 円 

リテールマーケティング(販売士)検定試験 

申込期間 ～１月２６日(金) 

試 験 日 ２月２１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。 

簿記検定は、Web ページ（ht

tp://www.ujicci.or.jp/lic

ense/）からも申込めます。 

 

――― 福冨頌子 

 


