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☆ 就労環境の改善に取り組む企業を支援…社労士会・中央会  

☆ 就業環境改善セミナーストレスチェック制度について…京都文教大学  

☆ 奨学金返済一体型支援事業………………京都府 

☆ 平成 30年度調理師試験準備講習会…京都府食品衛生協会 

 

労働生産性を高め 持続的発展を 
 

小規模企業白書 
 

わが国の中小企業は、企業数全体の 99.7％、従業者で雇用全体の 7 割を占

めており、地域経済において重要な役割を担っています。2018 年版小規模企

業白書では、人手不足が深刻化する中、IT活用や設備投資、事業承継を契機

として労働生産性向上に取り組むことで、持続的発展を図る小規模事業者を

豊富に紹介、生産性向上のヒントが得られるものになっています。 

■小規模事業者の動向 

2017 年の倒産件数は 8,405 件で、リーマンショック時(2008 年)の 15,646

件を頂点に9年連続で減少、バブル期(1990年)以来の低水準となっています。 

小規模事業者の経常利益も緩やかな回復基調にあり、特に資金繰りではリ

ーマンショック前の水準を超えて改善するなど、経済の好循環が小規模事業

者にも行きわたり始めている様子がうかがえます。 

しかし、労働生産性の規模間格差の拡大や人手不足感は高まっており、小

規模事業者自らが労働時間を増加させることで対処していることが明らかに

なり、生産性向上や新しい働き方への対応が急務となっています。 

■労働生産性向上に向けた取り組み 

白書では、人手不足に苦悩する小規模事業者が、労働生産性向上に取り組

むことで、発展を遂げている事例を豊富に紹介しています。 

小規模事業者の多くが財務・会計などの間接業務時間の削減に IT化を図り

たいと考え、実際、間接業務の合理化や、売上向上に繋がる IT活用を進める

小規模事業者の生産性は高い傾向にあります。 

小規模事業者の設備投資は、後継者不在や先行きの不透明さ、資金不足等

の判断から抑制感が強い傾向にありますが、設備投資を積極的に実施してい

る事業者の方が売上・経常利益ともに増加傾向にありました。 

また、事業承継の課題を抱える小規模事業者が増える中、事業承継を契機

に労働生産性向上に取り組む事例も紹介、実際に事業承継した事業者の方が、

直近の収益力も増加傾向の割合が高いという実績が出ています。 

IT 活用事例：POS レジとクラウド会計を導入することで経理業務を効率化 

し、仕事と子育てを両立(スポーツ用品店)。 

設備投資事例：少人数用テーブルとカウンターを設け、回転率を向上(食堂)。 

食材を真空保存する真空包装器を導入、在庫ロス 1 割減少(日本料理店)。 

事業承継事例：家業の農園を継ぎ、農産物直売所を併設したカフェをオープ

ンさせた結果、地元農産物を利用したドリンクを飲みにきた顧客が農産物

を購入するというシナジー効果で売上向上(カフェ)。 

■新しい働き方に対応する小規模事業者 

会社勤務で得たスキルや、出産・育児などの経験を活かし、自らがこだわ

る仕事、自らが望む働き方で起業する事業者が生まれており、IT 企業勤務の

経験を活かし女性起業家を支援する経営コンサルタント、広告代理店を退職

して地元にＵターン、高齢の両親と暮らしながら地域活性化活動のブランデ

ィングを行うデザイナー等が紹介されています。 

また、育児等により働く時間を十分確保できない女性の新しい働き方とし

て、地域内の事業者のデータ入力・翻訳といった事務作業を在宅業務として

斡旋する小規模事業者もあり、多様な働き方の受け皿として、地域の課題解

決や地域活性化に貢献する小規模事業者が注目されています。 

  

 

 

 

 

 

2018年版小規模企業白書より

要点を抜粋、紹介しました。

詳細は、中小企業庁の Web ペ

ージ（http://www.chusho.me

ti.go.jp/pamflet/hakusyo/H

30/PDF/h30_pdf_mokujisyou.

htm）に掲載されています。 
 

 

 

 

小規模企業者の定義 
業 種 従業員 

製 造 業 20人以下 

建 設 業 20人以下 

運 輸 業 20人以下 

卸 売 業 5人以下 

サービス業  5人以下 

小 売 業 5人以下 

そ の 他 20人以下 
 

 

――― 西江将就 
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新商品開発や新分野進出･設備投資を支援 
 

京都府補助金 
 

 京都府では、自社独自の強みを活かした新商品・新サービス・新ビジネス

モデル等の開発、新分野進出等の新規事業や本格的な製品開発を目指す中小

企業の方を対象に、事業に要する経費の一部を助成する「京都エコノミック・

ガーデニング支援強化事業」の公募を行っています。 
 

Ⅰ.事業創生コース 

補助対象 新規事業の見極め及びブラッシュアップのためのテストマーケ

ティング等、事業計画段階で必要となる取り組み 

補助金額 100万円以内（補助率1／2以内） 
 

Ⅱ.事業化促進コース 

補助対象 試作品やサービス等の開発、テスト販売等による本格的な市場調

査・販路開拓等の取り組み 

補助金額 1,000万円以内（補助率1／2以内） 
 

Ⅲ.本格的事業展開コース 

補助対象 実用化に向けた応用研究・生産技術開発、量産設備投資およびそ

れらと連動した販路開拓等の取り組み 

補助金額 3,000万円以内（補助率1／2以内） 

※Ⅱ･Ⅲコースの土地造成費、建物建設費、Ⅲコースの量産設備費は15％以内 
 

申請締切 ７月１０日(火) 

提 出 先 宇治商工会議所商工課（TEL23-3101） 

 申請には、中小企業応援隊の

推薦書が必要となりますの

で、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。 

 

当補助金の詳細は、Web ペー

ジ（http://www.ki21.jp/kobo

/h30/eg/）をご覧ください。 

 

京都府では複数事業者による

製品開発やものづくりを支援

する｢企業の森･産学の森推進

事業｣、｢中小企業共同型もの

づくり支援事業｣も公募され

ています。詳細は、Web ペー

ジ（http://www.ki21.jp/ sub

sidy/）をご覧ください。 

――― 佐々木伸治 

厚労省 京都働き方改革推進支援センターを開設 
 

労 務 
 

 厚生労働省は、政府が進める「働き方改革｣の実現に向けて、特に中小・小

規模事業者を中心に、長時間労働の是正、非正規雇用労働者の待遇改善、生

産性向上による賃金引上げ、人手不足の緩和に向けた取り組み等を支援する

ため、4月 2日に「京都働き方改革推進支援センター」を開設されました。 

 京都働き方改革推進支援センターでは、労務管理・企業経営等の専門家に

よる電話や企業訪問での相談、働き方改革セミナー・出張相談会等を無料で

実施されます。また労働者の賃金を引上げ、設備投資を行うことで受けられ

る業務改善助成金制度もありますので、この機会にぜひご相談ください。 

業務改善助成金とは 

概  要 事業所内の最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資などを行った 

場合に、その費用の一部を助成 

助成金額 50万円～100万円（助成率は労働者数により変動） 

申込締切 平成 31 年１月３１日(木) 

問合わせ 京都働き方改革推進支援センター（TEL0120-420-825） 

  

相談を希望される方は、別添

付録または Web ページ(http:

//www.chuokai-kyoto.or.jp/

guide/workstyle-reform/)を

ご覧ください。 

 

――― 澤本匡人 

真夏日の中、元気に 30名が腕を競う 
 

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、

5月17日(木)に宇治カントリークラブにてメンバー30名の参加で開催しまし

た。コンペ終了後に総会が開催され、事業報告・収支決算等が承認されまし

た。その後の懇親会では、メンバー同士の交流もはずみ、和やかな雰囲気の

中で順位発表と表彰が行われました。競技結果は下記の通りです。(敬称略) 

優勝 高谷 智雄 準優勝 湯浅 幹雄 3 位 佐藤 孝司 

 次回のゴルフコンペは、 

日清都カントリークラブにて

９月１１日(火)に開催する予

定です。 

――― 中村真由美 
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宇治川の鵜飼7月1日からスタート 
 

観 光 
 

 宇治の夏の風物詩｢宇治川の鵜飼｣が、7 月 1 日から開催されますので、鵜

匠と鵜がおりなす華麗な世界をお楽しみ下さい。 

なお、荒天及び天ヶ瀬ダム放流による増水時には、鵜飼が中止になること

がありますので、お出かけの際には事前に、問合わせください。 

期 間 ７月１日(日)～９月３０日(日) 

時 間 7/1～8/31 受付 18：00～ 乗船 18：30～ 出船 19：00 

9/1～9/30 受付 17：30～ 乗船 18：00～ 出船 18：30 

乗船場所 府立宇治公園中の島喜撰橋畔 

料 金 貸切船 10 人乗 27,500円 15 人乗 41,250円 20 人乗 55,000円 

     乗合船 大人 2,000円 小学生 1,000円 

問合わせ 宇治市観光協会(TEL23-3334)、宇治川観光通船(TEL21-2328) 

 放ち鵜飼実現に向けたクラウ

ドファンディングへのご支援

お願いします。詳細は、下記

ＱＲコードを読み取るか、We

b ページ（https://www.makua

ke.com/project/uji-ukai/）

をご覧ください。 

 

軽減税率導入に向けての準備と今後の対応・ポイント 
 

消費税セミナー 
 

 平成 31 年 10月に、消費税率 10％への引上げと軽減税率制度の導入が予定

されています。中小・小規模事業者にとって、消費税の適正な価格転嫁は重

要な経営課題で、商品管理などの事務負担増が経営に与える影響も大きくな

ります。本セミナーでは、自社の経営への影響を確認し、必要な対策につい

て計画的に準備いただくため、消費税軽減税率制度の内容や、対応のポイン

ト等についてわかりやすく解説していただきます。 

開催日時 ６月２８日(木) 13:30～15:30 

開催場所 宇治商工会議所 3 階 会議室 

講 師 中央税務会計事務所 所長補佐 中島 吉
よし

雅
まさ

 氏 

受 講 料 無料 

 
  

詳細・申込みは、中挟み紙面

５頁をご覧ください。 

問合わせは、宇治商工会議所

業務課（℡23-3101）まで。 
  

なおセミナー修了後の 15:35

から、宇治税務署担当者より

導入時の実務等についてご説

明いただきます。 

――― 中村真由美 

最強のプレスリリースの作り方！ 
 

経営安定セミナー 
 

 無料で新聞やテレビ等のメディアに取り上げられ、多くの人に商品やサー

ビスが伝わるプレスリリース(報道発表)。しかし｢ＰＲの予算が無い｣｢情報発

信の方法が分からない｣｢そもそも取り上げられるわけがない｣等の悩みを解

決するため、メディア側が求めるポイントや原稿の書き方など、すぐに使え

る具体的なプレスリリースの方法を事例を交えてわかりやすく解説します。 

開催日時 ７月１２日(木) 14：00～16：00 

開催場所 宇治商工会議所 3 階 会議室 

講 師 ㈱TENPACHI 代表 福満 ヒロユキ 氏 

受 講 料 無料 

  

詳細・申込みは、中挟み紙面

６頁をご覧ください。 

 

問合わせは、宇治商工会議所

商工課（℡23-3101）まで。 

 

――― 小西祥太郎 

労働保険料の申告･納付は 7月 10日まで 
 

労 務 
 

 労働保険料は、毎年 4月 1日から翌年 3 月 31日までの 1 年間（これを年度

という）を単位として計算することになっています。まず、労働保険料を年

度当初に概算で申告・納付し、翌年度に確定申告して精算します。労働保険

に加入する事業主は、平成 29 年度の確定保険料と平成 30 年度の概算保険料

の申告と納付を同時に行う「年度更新」手続きを 7月 10日(火)までに行う必

要があります。申告書の提出および問合わせは、京都労働局(TEL075-241-32

13)、または京都南労働基準監督署(TEL075-601-8321)まで。 

 宇治商工会議所労働保険事務

組合では、労働保険料の申告

納付、雇用保険の取得・喪失

手続き等を代行しています。 

問合わせは、業務課(TEL23-31

01)まで。 

――― 澤本匡人 
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木幡・黄檗・三室戸エリアの掲載店を募集！ 
 

チャチャ王国のおうじちゃま監修本 
 

宇治商工会議所では、これまで好評をいただいた『六地蔵手帖』『小倉大

辞典』に続く第 3弾として、木幡・黄檗・三室戸エリアの店舗の魅力を紹介

するパンフレット（名称未定）の制作にあたり、今回掲載店を募集します。 

詳細・申込手続きは、募集開始日より宇治商工会議所 Webページ内「新着

情報」（http://www.ujicci.or.jp/wp/2018book/）に公開いたします。 

掲載をご希望の事業者様は、新着情報より詳細をご確認ください。 
  

募集対象 市内のうち「木幡、平尾台、五ヶ庄、菟道、羽戸山、明星町」に 

事業所を有する方（※六地蔵手帖掲載店は対象外とします） 

掲載内容 Ａ5 版 フルカラー・全 48頁予定（掲載スペース：1店舗 1/2 頁） 

初回 15,000部発行 

掲載料金 無料（カメラマン撮影含む。撮影画像は掲載店にもデータ納品します。） 

募集開始日 ６月１日(金) 午前 10時～ ※先着順。掲載可能数に達し次第終了  

  

 

 

 

 

 

 
『六地蔵手帖』『小倉大辞典』 

六地蔵手帖・小倉大辞典も、

募集ページに掲載しておりま

すので、ご参考ください。 

――― 稲田将人 

源泉所得税の納付相談を実施します 
 

税 務 
 

従業員の給与に係る源泉所得税は、事業主が徴収し、給与を支払った月の

翌月 10日までに税務署に納付する必要があります。ただし従業員が常時 10

人未満で“納期の特例”を受けている事業所は、半期ごとの納付が可能です。 

 納期の特例による、平成 30 年 1月～6月分の給与に係る源泉所得税の納付

期限は、７月１０日(火)です。宇治商工会議所では、源泉所得税の納付相談

を 6月 11日から行いますので、お気軽にお越しください。 
  

開催期間 ６月１１日(月)～７月９日(月) 10：00～17：00 ※土・日を除く 

開催場所 宇治商工会議所 

持 参 品 所得税源泉徴収簿・扶養控除等申告書・納付書 

  

新たに源泉所得税の納期特例

の申請を希望される方や、青

色申告の承認申請などをご希

望の方も、お気軽にご相談く

ださい。 

 

――― 福冨頌子 

団体活動・商店街活動 
 

総 会 
 

ロクモール商店街振興会 (潮見 洋会長、北村健一副会長) 

 5月 17日開催：京都府商店街アイデア実現プロジェクト事業を活用した 

youtube 動画等による商店街魅力発信事業のほか、行政や関係機関との連

携をさらに強化し、歳末感謝セール等イベント事業にも取り組まれます。 
  

宇治市造園協会 (鎧塚 隆会長、山中一憲副会長、田崎 仁副会長） 

 5月 26日開催：会員事業所の専門技能向上や後継者育成、宇治市緑化フェ

アへの協力や会員研修を実施し、組織力強化に取り組まれます。 
  

宇治公衆衛生協会宇治支部 (山根木徹也支部長､下口利治･長谷川勝己副支部長) 

 5月 29日開催：役員改選にて、支部長に山根木徹也氏(新任:京南フーズ㈱)、

副支部長に下口利治氏(再任:京料理･寿司 竹林)長谷川勝己氏(新任:旬菜

魚庵 はせ川)が就任。食中毒予防巡回指導や研修会等に取り組まれます。 

  

 

 

 

 

 

 

 
宇治市造園協会 

宇治商工会議所で行う検定試験 
 

6 月受付分 
 

リテールマーケティング（販売士）検定試験 

申込締切 ６月２２日(金) まで 

試 験 日 ７月１４日(土)  

受 験 料 ２級 5,660円、３級 4,120円 

  

申込みは、宇治商工会議所窓

口にてお願いします。 


