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☆ 京都創造者大賞2018募集中…京都創造者大賞顕彰委員会 

☆ 高度専門家派遣支援事業……………京都産業21  

☆ 企業に求められるメンタルヘルス活動…京都文教大学 

☆ プレスリリース作成前に考えることセミナー…産創館 

販路開拓とITツール導入で業務効率化 
 

経営支援補助金募集中 
 

 平成 29年度補正予算により、中小企業対象の下記補助金の申請受付が行な

われています。宇治商工会議所では、補助金申請をサポートしておりますの

で、ご希望の方は、お早めにご相談ください。 
  

小規模事業者持続化補助金 

対 象 者 小規模事業者（常時使用する従業員数） 

対 象 者 ・卸売業・小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業以外)  5 人以下 

対 象 者 ・サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他  20 人以下 

対象事業 経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開 

     拓等による経営の持続化を図る事業 

対象経費 機械装置等購入費、広告宣伝費、展示会出展費、専門家謝金 等 

補助金額 上限額 50 万円（補助率 2/3） 

申込締切 平成 30年５月１８日(金) 当日消印有効 

提 出 先 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局 

補 助 率 （東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-11-8  TEL03-6447-2106） 
  

サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業補助金 

対 象 者 事業所の生産性向上の実現に、業務を効率化したり、売上を増加さ

せるためのＩＴツール導入を行う中小企業、小規模事業者 

対象事業 自社の強みと弱みを認識・分析し、生産性向上を実現させる方策と

して、ＩＴ導入支援事業者が登録するＩＴツールの導入 

対象経費 ソフトウエア、クラウド利用費、導入関連経費等 

補助金額 上限額 50 万円 下限額 15 万円（補助率 1/2、※ハードは対象外） 

申込締切 平成 30年６月４日(月) 必着 

提 出 先 サービス等生産性向上 IT導入支援事業事務局(右記 HP より申請) 

  

 

 
 

小規模事業者持続化補助金 

詳細は、同補助金 Web ページ

(http://h29.jizokukahojok

in.info/)をご覧ください。 

 

申請には、経営計画などの申

請書類作成の必要があります

ので、お早めに商工会議所経

営支援員（TEL23-3101）まで

ご相談ください。 

 
サービス等生産性向上IT導入支

援事業補助金 

詳細は、同補助金 Web ページ

 (https://www.it-hojo.jp

/)をご覧ください。 

 

――― 西江将就 

生産性向上に繋がる人材育成を支援 
 

募集中 
 

 京都職業能力開発促進センターでは、中小企業の生産性向上に繋がる人材

育成を支援するため、「生産管理」「品質管理」「原価管理・コスト削減」「流

通・物流システム」「クラウド活用によるデータ管理・分析」「マーケティン

グ」等をテーマにした生産性向上支援訓練事業を実施されます。 

 事前に事業者からご希望を聴き取りますので、講師や日程、会場等の選定

が可能です。従業員のスキルアップを図りたい事業者はご活用ください。 
  

対 象 者 最低受講者数 5名以上 

講 師 専門的な技能やノウハウを持つ講師を選定 

日程・時間 12 時間～30 時間 

会 場 自社会議室や外部の施設など 

受 講 料 訓練時間に応じて、1人あたり 3,240 円～6,480 円（税込） 

問合わせ 京都職業能力開発促進センター（TEL075-951-7434） 
  

※訓練を受けさせられるのは 1、2名しかいない、どのような訓練なのか試し

に受講させてみたいといった場合には、京都職業能力開発促進センターで

開催されるオープン形式の訓練受講も可能です。 

※当該訓練に従業員を派遣した事業所は、厚生労働省の人材開発支援助成金

制度（一定の要件あり）を活用して受講料など経費の一部が助成されます。 

 
 

 

生産性向上支援訓練には、生産性

向上分析や、在庫管理システ

ムの導入、製品・市場戦略策

定、知的財産権トラブルの対

応ほか様々なカリキュラムが

用意されています。 

詳細は、京都職業能力開発促

進センターの Web ページ（ht

tp://www3.jeed.or.jp/kyot

o/poly/biz/seisan.html）を

ご覧ください。 

 

――― 釜山昌之 
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宇治市内での創業をバックアップ！ 
 

宇治市創業支援補助金 
 

 宇治市では、新規創業または第二創業を行う方を対象に、創業初期の経営

安定化や、地域経済の活性化を目的とした、「宇治市創業支援補助金」の申請

受付が開始されています。補助対象経費は、店舗工事費や備品購入費、広報

宣伝費等、創業に要する経費となり、本補助金はその一部を助成します。 

平成29年度に採択された創業者は、オーダーメイド専門のジュエリー工房、

地域に根付いた子ども・婦人服店、人手不足解消を可能とするソフトウェア

開発、お年寄りを笑顔にする美容室、スペシャルティコーヒー専門店の 5 社

となっています。 

対 象 者 平成30年 4月 1日～平成31年 3月 31日までの間に宇治市内で創業

または第二創業を行う方（個人事業主は、市内に住所を有すること、

法人は市内に本店登記が必要、日本政策金融公庫または京都信用保

証協会の保証がある融資を利用する方、市税を完納している方ほか

要件有り、そのすべてを満たす方） 

対象経費 店舗購入費(土地は除く)、店舗工事費、備品購入費、広報宣伝費等 

補助金額 最大 150 万円 (基礎分 100 万円＋加算分 50万円) 

・基礎分－対象経費の 1/3 

・加算分－(1)市外から移住(10 万円)、(2)40歳未満の若者(10 万円) 

(3)市内在住者の新規正規雇用(1 人あたり 10 万円・最大 30万円) 

申込締切 平成 30 年１０月３１日(水)17:00 (宇治市役所商工観光課必着) 

※申請された案件の可否は、宇治市が応募内容を審査し、決定しま 

す。採択されない場合がありますのでご留意ください。 

  

 

詳細は、宇治市役所の Web ペ

ージ(http://www.city.uji.

kyoto.jp/cmsfiles/content

s/0000019/19415/bosyuuyou

kou.pdf)をご覧ください。 

当所では、宇治市、日本政策

金融公庫、京都信用保証協会

と連携した創業支援ネット

ワーク「宇治チャレンジスク

エア」で、創業準備段階から

資金調達、創業後のフォロー

アップまで一貫してサポー

トしてまいりますのでお気

軽にご相談ください。 

 

――― 小西祥太郎 

お客様や取引先との信頼を築く！冠婚葬祭マナーの心得 
 

受講者募集 
 

 経営者や会社幹部の方は、従業員や取引先の結婚式の招待を受けることが

多く、そのような場では、個人としてではなく企業の代表として見られるた

め、品のあるマナーが求められます。一方、訃報は突然のため、お通夜や告

別式への参列マナーも心得ておかなければなりません。本セミナーでは、経

営者や社会人に求められる冠婚葬祭マナーについて解説いただきます。 

開催日時 ５月２９日(火) 14:00～16:00 

開催場所 宇治商工会議所 3階 会議室 

講 師 株式会社シュハリ 代表取締役 山崎 朋子 氏 

受 講 料 無料 

問合わせ 宇治商工会議所商工課(TEL23-3101) 

  

 

詳細･申込は、中挟み紙面５

頁をご覧ください。 

 

――― 平尾知美 

 

 

第 51 回ゴルフコンペ 5月 17 日に開催  
ゴルフ同好会「楽らく会」 

 

 宇治商工会議所ゴルフ同好会「楽らく会」では、第 51回ゴルフコンペを開

催します。参加できる方は、ゴルフ同好会「楽らく会」メンバーの方に限ら

れていますので、当所会員でゴルフを愛好されている方は、ぜひこの機会に

ゴルフ同好会にご入会いただき、ご参加ください。 

開 催 日 ５月１７日(木) 

開催場所 宇治カントリークラブ 

参 加 費 3,000 円 

プレー費 12,500 円(キャディ･昼食付) ※個人的支出は各自別途精算 

申込締切 5 月 9 日(水)  

 問合わせは、宇治商工会議所

業務課（TEL23-3101）まで。 

 

 ――― 中村真由美 
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ウッティー『放ち鵜飼』プロジェクト実現へ 
 

クラウドファンディング 
 

 (公社)宇治市観光協会では、日本で初めて人工ふ化で産まれた鵜による『放

ち鵜飼』実現を目的とした、クラウドファンディングを開始されています。 
  

『放ち鵜飼』への取り組み 

 宇治川の鵜飼では、平成 26年に日本で初めてのウミウの人工ふ化・育雛に

成功し、毎年ヒナが誕生しています。“ウッティー”と名付けられたこの鵜た

ちは、宇治で生まれ、鵜匠を親と思い育ったため人を怖がらず、「ウッティー」

と呼べば鵜匠の元に戻ります。そこで、ウッティー達と鵜匠をつなぐ“追い

綱”を使用せずに、鵜が川で自由に魚を捕り、それを鵜匠が呼び寄せる『放

ち鵜飼』の実現に向けて取り組みをスタートさせました。 

クラウドファンディング支援のお願い 

 インターネット上で「放ち鵜飼」プロジェクトへの支援を募っています。 

 支援コースは 3,000 円から複数あり、支援者様へのお礼は、プレミアム茶

「碾玉」、地元炭山の窯元「京焼・清水焼」の陶器、鵜飼乗船チケットなどが

用意されています。クラウドファンディングで集められた資金は、増加する

餌代など鵜の飼育費や『放ち鵜飼』準備費用に充てられます。ウッティー達

との放ち鵜飼実現に向けて、皆様ご支援の程宜しくお願い申し上げます。 

実施期間 ～６月２９日（金） 

  

 

 

 

 

 
 

詳細は、ＱＲコードを読み取

るか、Web ページ（https://

www.makuake.com/project/u

ji-ukai/）をご覧ください。 

問合わせは、(公社)宇治市観

光協会（TEL23-3334）まで。 

 

入賞ラベル絵の“宇治新茶”発売されます 
 

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(代表幹事 森下省三氏)は、4 月

21 日(土)・22 日(日)に「みんなのアート夢広場」を開催しました。 

 当日は、「宇治をテーマにしたライブペイント」をはじめ、「第 13回お茶ラ

ベル絵コンテスト」入選作品 100点の展示会・表彰式を実施しました。 

 お茶ラベル絵コンテストには、27 都府県から 223点の応募があり、グラン

プリ作品はじめ優秀作 5 点は、宇治茶商工業協会のご協力で新茶パッケージ

ラベルとして採用されます。新茶(50ｇ入り)は、5月 25 日から 1,080 円(税込)

で下記茶店にて数量限定で販売されます。  

販売茶店(50 音順) 泉園銘茶本舗、㈱伊藤久右衛門、㈱お茶のかんばやし、 

㈲上林春松本店、(合)北川半兵衛商店、共栄製茶㈱、㈱辻利一本店、 

㈱芳春園岩井勘造商店、㈱堀井七茗園、㈱丸久小山園、㈱山政小山園 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
ライブペイント 完成作品 

地域福祉に役立てて！善意贈るチャリティコンペ 
 

大久保地区委員会 
 

 宇治商工会議所大久保地区委員会(髙木健次委員長)主催の「第 21回チャリテ

ィゴルフコンペ(藤村忠親実行委員長)」が、4 月 27 日に宇治カントリークラブ

において盛大に行われました。この事業は、地元企業や金融機関 25社の協賛

を得て開催。41 名の参加者はプレーを楽しんだ後、懇親会において、成績表

を見比べながらゴルフ談義に花を咲かせ、親睦を深めておられました。 

 懇親会の席上、当コンペのチャリティ収益金 5 万円が、髙木委員長から宇

治市社会福祉協議会の奥西会長に託されました。今回のコンペにより、大久

保地区委員会からの寄付金の合計額は 368 万円になりました。 
コンペ上位入賞者（敬称略） 

優勝 井上健次 ２位 辻 敏雄 ３位 北村英之 ４位 鈴木教宏 ５位 中谷雅夫 

６位 左 敏泰 ７位 西田孝雄 ８位 藤村和樹 ９位 神野 勝 10 位 永野 隆 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

善意を託す髙木委員長 

――― 小西祥太郎 
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心ない差別落書きが発生しています 
 

宇治市 
 

 昨年 12 月以降、市内の商業施設において複数回にわたって、同和問題(部

落差別)等に関する差別落書きが発生しています。 

 一人ひとりが人権を尊重することの重要性を正しく認識し、それを前提と

して他人の人権にも、十分配慮した行動をとることが必要です。相手の気持

ちを考え、違いを認め合う、豊かな明るい社会をつくりましょう。 

 啓発活動についての情報は、 

法務省ＨＰ(http://www.mo

j.go.jp/JINKEN/index_keih

atsu.html)も参考にご覧く

ださい。 

商工会議所の委員会、商店街等活動 
 

4 月開催 
 

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) 

 4 月 18 日開催：塔の島改修事業 今年度の工事計画及び宇治山田地区河道掘

削工事、宇治川先陣の碑 設置場所、府立宇治公園上面整備計画、宇治 233

号線道路改良工事、朝霧橋補修・補強工事等について説明協議。 

宇治商工会議所女性会通常総会 (通円道江会長、会員数 84名) 

 4 月 19 日開催：今年度は、創立 45周年事業をはじめ、女性経営者セミナー

や老人ホーム慰問を実施し、会員意識の向上及び組織の拡大強化を図りま

す。総会終了後は「あやべグンゼスクエア」を見学し、綾部商工会議所女

性会と交流、意見交換を実施しました。 

宇治源氏タウン銘店会総会 (徳田裕之会長、会員数 19名) 

 4 月 19 日開催：新たな事業を考案することで、会員事業所の定着を図る。

歴史的文化的景観保全や、行政や近隣商店街との連携を図り商店街事業を

推進することで、国内外からの誘客に取り組まれます。  

宇治商工会議所青年部通常総会 (北川正人会長、会員数 46名) 

 4 月 20 日開催：「Pride ～自信は成功の第一の秘訣～」をテーマに、会員一

人ひとりが、全ての行動・考えに自信と誇りを持ち、ベストを尽くせる青

年部を目指します。自己研鑽と魅力ある組織づくりを図ります。 

宇治橋通商店街振興組合総会 (佐脇 至代表理事、会員数 63名) 

 4 月 23 日開催：活動方針「訪れる人も営む人も暮らす人もワクワクできる

宇治橋通り商店街」のもと、近隣商店街や諸団体との｢つながり｣をより太

くし、“にぎわい創出”に向けて、スマイルサタデーやわんさかフェスタ等

イベントの実施、商店街マップのリニューアル等に取り組まれます。 

京都宇治ご当地グルメ～宇治茶漬け～協議会総会 (根来健司会長、会員数24名) 

 4 月 26 日開催：市内 18店舗で「宇治茶漬け」を販売しています。今年度も

会員拡大を図っていくほか、各種イベントへ PR出店します。今年 3 月に公

開した Webサイトや SNSを活用し、告知や最新情報等を発信していきます。 

  

 

 

 

 
 

 

宇治川改修対策特別委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

綾部商工会議所女性会と交流 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

宇治商工会議所青年部 総会 

宇治商工会議所で行う検定試験  
5・6 月受付分 

 

ビジネスマネジャー検定試験 

申込期間 ～６月１日(金) 

試 験 日 7 月 15 日(日) 

受 験 料 6,480 円 

リテールマーケティング検定試験 

申込期間 ５月１４日(月)～６月２２日(金) 

試 験 日 7 月 14 日(土) 

受 験 料 2級 5,660 円、3級 4,120 円 

 30 年度の試験日程は、Web ペ

ージ(http://www.ujicci.o

r.jp/)をご覧ください。ビジ

ネスマネジャー検定試験の

申込は、東京商工会議所の W

eb ページ(http://www.kente

i.org/)からになります。 

――― 福冨頌子 


