
www.ujicci.or.jp 平成30年 8月 1日（毎月 1日）発行 第 491号（昭和 52年 12月 28日第 3種郵便物認可）  １ 

  

☆ 平成 30年度 京都府中小企業優良従業員表彰受付中 

☆ きょうと農商工連携応援ファンド…京都府助成金 

☆ 京都ビジネス交流フェア 2019 出展者募集中 

☆ 可能性を切り拓く新規顧客開拓セミナー…中小企業大学校  

ものづくり関連補助金 まもなく公募スタート  
経営支援 

 

中小企業を取り巻く状況は、少子高齢化、人口減少など、社会構造そのも

のが大きく変化し、ものづくりの現場を支える人材の不足などの課題が顕在

化するとともに、グローバル競争の激化、ＡＩ、ＩoＴ等の技術革新によって

産業構造自体が変化するなど、ますます厳しさが増し複雑化しています。 

こうした中、中小企業・小規模事業者のものづくりを支援するため、中小

企業庁では「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の 2 次公

募を、京都府では新設された「小規模製造業設備投資等支援事業補助金」の

公募をまもなく開始されます。 

申請には、それぞれ認定支援機関の確認書、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までご相談ください。 
  

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金（２次公募） 

対 象 者 日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業・小規模事業者 

対象事業 革新的サービス・ものづくり開発支援 

補助金額 ・一 般 型 上限額 1,000万円（補助率1/2、※要件により2/3） 

対 象 者 ・小規模型 上限額   500万円（補助率1/2、※小規模事業者は2/3） 

対象経費 機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費 

提 出 先 京都府地域事務局（TEL075-315-3344） 
  

京都府小規模製造業設備投資等支援事業補助金 

対 象 者 京都府内に本社及び開発拠点を有する小規模事業者(製造業) 

対象事業 生産性の確保・向上に向けて必要な課題の解決にかかる取り組み 

補助金額 上限額 500万円（補助率1/2） 

※設備等経費については補助率15％ 

提 出 先 宇治商工会議所（TEL0774-23-3101） 

  

 

 

 

 

 

 

補助金の内容は中小企業庁

や京都府で検討中のもので

あり、変更される場合があり

ます。申請期間等、公募要領

が決まり次第、当商工会議所

のWebページ(http://www.uj

icci.or.jp)にてお知らせし

ます。 

 

――― 佐々木伸治 

成長を後押しする「宇治市産業戦略」策定に着手 
 

31 年 1 月策定 
 

宇治市では、本市の強みを活かし地域経済の活性化を図るため、宇治商工

会議所と連携し、「宇治市産業戦略」を今年度策定されます。この戦略は概ね

10 年先までの中長期的なビジョンと、来年度から 3 年間の産業振興施策を示

すものとなります。 

昨年度作成された宇治市の経済構造が把握できる「産業連関表」では、市

外との取引で稼いだ額(4442 億円)以上に、消費で市外に流出した額(5756 億

円)が大きいいわゆる貿易赤字(1314 億円)の状態でした。こうした結果を踏

まえ、今回策定する産業戦略では、①「新たな産業の創出」として創業支援や

企業誘致施策の検討等、②「宇治の強みを活かす産業振興」として宇治茶のブ

ランド化推進や新しい観光資源の開発等、③「既存企業への支援強化」として

人材育成支援等を柱とする戦略を策定する予定です。 

策定にあたっては、外部有識者で構成する産業戦略策定会議（委員 14名）

を立ち上げ、8 月 2 日の第 1回を皮切りに計 4回開催予定、31年 1月に最終

案が取りまとめられます。また、市内事業者の多様な意見を産業戦略策定会

議において参考資料として活用するため、商工会議所の市内会員事業者を対

象にしたアンケート調査を実施します。本調査の趣旨をご理解いただき、ご

協力賜りますようお願い申し上げます。 

  

 

 

アンケート調査は、経営上の

課題や、利用した公的支援施

策、宇治市や当商工会議所へ

の要望について記入いただく

もので、第 1 回産業戦略策定

会議以降に郵送予定です。返

信期日が 8月 30 日（木）とな

っておりますので、ご協力お

願い申し上げます。 

 

――― 釜山昌之 
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議員変更のお知らせ 
 

人 事 
 

 工業部会 1号議員・ユニチカ㈱宇治事業所の人事異動に

より、土倉和泰氏の後任に尾﨑達博氏が就任されました。 
  

尾﨑氏の経歴 

昭和 62 年 ユニチカ㈱入社 宇治事業所配属 

平成 13 年 本社人事総務部異動 

      以後、岡崎事業所総務部長、宇治事業所統括部

長、人事総務部部長代理を歴任 

平成 30 年 7月 宇治事業所長に就任  

 

 

 

 

 

 

 

尾
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「前任者同様に地元企業の

皆様とともに地元や商工会

議所の発展に寄与したいと

考えていますので、ご指導の

程、よろしくお願い致しま

す。」 

労働生産性を向上し、長時間労働削減を目指す 
 

補助金情報 
 

 京都府では、労働生産性の向上により“長時間労働の削減”や“有給休暇

の取得促進“に積極的に取り組む中小企業等を支援するため、新たに「労働

生産性向上推進事業補助金」を創設されました。 

 この補助金を申請するには、中小企業応援隊による推薦書が必要となりま

すのでお早めに宇治商工会議所へご相談ください。 

補助対象 京都府内に主たる事業所等があり、労働生産性の向上により、長時

間労働の削減や有給休暇の取得の促進等に取り組む意欲のある中

小企業等 

対象事業 労働生産性向上に資する機器のリース、レンタル及び購入経費等 

補助金額 上限額 100 万円 (補助率 1/2) 

申請期限 ～平成 30 年 8 月 28日(火) 

問合わせ 京都府中小企業団体中央会 企画調整課（TEL075-314-7131） 

  

 

募集要項や交付申請書様式

などの詳細については、京都

府中小企業団体中央会の Web

ページ(http://www.chuokai

-kyoto.or.jp/guide/josei/

cat2/post-69.html)をご覧

ください。 

 

――― 西本 浩 

日本公庫京都支店と意見交換会を実施 
 

金融意見交換会 
 

宇治商工会議所では、日本政策金融公庫京都支店と共催で金融特別相談「こ

っきん一日公庫」を 7月 17 日に開催しました。当日は、公庫担当者が 4件の

相談に応じたほか、公庫の事業統括と当所経営支援員との意見交換会を行い、

府下の金融動向や、マル経融資制度取扱いの注意点など情報を共有し、円滑

な金融支援に向け連携を深めました。無担保・無保証人のマル経融資の相談

は随時受付しておりますので、事業資金の手当てをお考えの方は、宇治商工

会議所商工課（TEL23-3101）まで、お気軽にお問い合わせください。 

  

 

 

 

 
  

金融動向を説明される事業統括 

旧徳洲会病院跡地 スーパーマツモトが先行オープン 
 

出店情報 
 

 小倉町春日森の旧宇治徳洲会病院跡地に、7月 18日「スーパーマツモト宇

治小倉店」(本社：亀岡市)がオープンしました。同敷地内の「ドラッグユタ

カ」「au ショップ」と飲食店 2店舗「しゃぶ葉」「ＰＩＳＯＬＡ」は 8 月 1 日

にオープンし、テニススクール「クレセント宇治」は 8 月 3 日のオープン予

定です。宇治市内では、スーパーマツモトは槇島町の宇治西店に次ぎ２店舗

目、ドラッグユタカは９店舗目の出店となります。 

店舗面積 2,855㎡ (マツモト 1,941㎡、ユタカ 775㎡、au ショップ 139 ㎡） 

営業時間 スーパーマツモト、ドラッグユタカ 9:00～22:00 

営業時間 au ショップ 10:00～19:00 

駐車台数 238 台 

  

 

 

 

 

 
スーパーマツモト宇治小倉店 

 

――― 佐々木伸治 
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第 6回「京都府物産展 in台湾」出展者を募集 
 

海外販路開拓 
 

 宇治商工会議所では、台湾中部にある高級食品スーパー“裕毛屋”3 店舗

において第 6回「京都府物産展 in台湾」を開催します。裕毛屋は、安心・安

全にこだわる良質な品揃えで、取引商品の約 7 割を日本製商品が占めていま

す。客層は価格より品質を優先する富裕層が中心で、日本製食品に対する信

頼は厚く、京都宇治ブランドへの関心も高まっています。 

 表示ラベルの作成や税関手続きなどの輸出事務は裕毛屋側が行なうため、

国内同様の取引にて、海外販路開拓が可能となります。海外取引が初めての

方でも取り組みやすい絶好の機会ですので、ぜひお申込みください。 

開催期間 平成31年１月７日(月)～１３日(日) 

     ※イベント開催日：平成31年1月11日(金)～13日(日) 

申込締切 ８月３１日(金) 

問合わせ 宇治商工会議所商工課（TEL23-3101） 

 詳細・申込みは、中挟み紙面

7 頁をご覧ください。 

「京都府物産展 in 台湾」は

買取方式です。商品の出展の

みも可能ですが、現地参加の

場合、裕毛屋の商品選考時に

買取の確率も高まります。現

地の消費動向を肌で感じる

良い機会ですので、現地参加

もご検討ください。 

 

――― 西江将就 

「宇治茶ムリエ講座」で宇治茶の基礎知識を！ 
 

受講者募集中 
 

 宇治商工会議所茶業部会・文化部会では、宇治茶の歴史文化・生産状況・

美味しい淹れ方を学ぶ「宇治茶ムリエ講座」を開催します。 

開催日時 平成 30年８月２１日(火) 14：00～ 

開催日時 平成 30年９月１２日(水) 14：00～ 

開催場所 宇治商工会議所 1階多目的ホール 

定 員 各 25名(定員になり次第締め切ります） 

  

詳細・申込みは、中挟み紙面

5 頁をご覧ください。 

 

――― 湯浅公恵 

記者の視点やリリースの手法が理解できたと好評！ 
 

プレスリリースセミナー 
 

 宇治商工会議所では、7 月 12 日に広報ジャーナリスト協会代表 福満ヒロ

ユキ氏をお招きし経営安定セミナー「マスコミ・クチコミを引き寄せる！最

強のプレスリリースの作り方」を 51名の参加者を得て開催しました。 

 セミナーでは、報道関係者が求めるリリース３原則「新規性・社会貢献度・

経済効果」や情報整理・文章構成等のルールを説明。また「サービス提供や

製品完成に至る過程・情熱をどう上手く伝えるかが重要」と熱演。参加者は

「作り方を学び自社の強みが整理できた」「記者の視点がよく分かり今後のリ

リース作成の参考になった」など、実用的な講演に大変満足されていました。 

  

 

 

 

 

熱心にセミナーを聴く参加者 

 

――― 小西祥太郎 

ハラール食はわかりやすい情報提供が大切 
 

ムスリム観光客対応セミナー 
 

 近年、ビザ要件の緩和や LCCの就航等により東南アジアからの旅行者が急

増しており、ムスリム観光客についても今後一層の増加が予想されています。 

 そこで宇治商工会議所では、宇治市観光協会と共催し、7月 26 日に京都ハ

ラールネットワーク協会の山本茂樹氏をお招きし「ムスリム観光客対応セミ

ナー」を 29 名の参加者を得て開催しました。セミナーでは、イスラム教の歴

史から説き、親日家が多く、2020 年の外国人観光客の 15％、30年では 20％

がムスリムという政府の試算を用いて対応の重要性を説明。日本旅行で不安

な事の 1位は「ハラール食があるか」で、ハラール食を取り扱う場合には『商

品・原材料をピクトグラム (サイン) などわかりやすい表記で、出来るだけ

多くの情報を提供することが大切』と説明。参加者からは「ムスリム観光客

が快適に過ごせる環境を提供したい」と意欲的な意見が出ていました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

ムスリム対応を学ぶ受講者 

 

――― 澤本匡人 
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クラフトビール夜市ご参加ください！ 
 

宇治橋通り商店街 
 

 宇治橋通商店街振興組合(佐脇 至理事長)では、「スマイルサタデー クラフ

トビール夜市」を開催されます。今年は、宇治煎茶を使って京都ビアラボが

制作する宇治橋通り商店街オリジナルクラフトビール『※土曜日の宴』を醸

造され、商店街ブースにて数量限定で販売。また京都をはじめ、関西一円か

ら選りすぐった 13のクラフトビール醸造所が宇治橋通り商店街に集合し、一

夜限りのビアホールに大変身します。ビールと相性抜群の出張グルメ屋台の

ほか、商工会議所からは、チャレンジショップが多数出店し、チャチャ王国

のおうじちゃまも参加しますので、みなさん是非お越しください。 
 

開催日時 ８月４日(土) 16：00～22：00（歩行者天国 15：00～22：00） 

開催場所 宇治橋通り商店街 歩行者天国エリア（雨天決行、荒天中止） 

  

詳細は、宇治橋通り商店街の

facebook をご覧ください。 
 

※土曜日の宴 

夏の土曜日にみんなで楽し

く飲んでもらいたい！とい

う願いをこめて、煎茶を隠し

味にしたエール系の飲みや

すいビールです。 

宇治商工会議所の団体活動  
7 月開催 

 

京都宇治ご当地グルメ～宇治茶漬け～協議会役員会（根来健司会長） 

7月 4 日開催：新パンフレットの作成や今後の勉強会について協議。7月か

らは新たな販売店舗として「Western Bar 蛍石（ふろ～らいと）」と「和風

ダイニングちょうじ」の 2店舗が加わり、合計 19 店舗での提供となります。 
  

宇治市造園協会会員研修（鎧塚 隆会長、山中一憲副会長、田崎 仁副会長） 

7月 8日・9日実施：関西電力㈱ご協力のもと、国内最大級の水力発電で知

られる「黒部ダム・黒部川第四発電所」の視察研修を実施。インクライン

（荷物用ケーブルカー）に乗り、難工事のうえに築かれたトンネルを抜け

て地下 150メートルの深さにある発電所を見学。担当者から発電所やダム

建設工事についての貴重な話を聞き、先人達の苦労に思いを馳せました。 
  

青年部交流親睦事業（北川正人会長、宮城智之交流委員長） 

 7月 15 日開催：会員間交流と家族親睦を目的に、西笠取にあるバーベキュ

ー場「ニクトタイヨウ」にて、21名参加のもと、自然と触れ合いながら交

流親睦事業を実施。普段話さないプライベートや思い出話で盛り上がり、

37 度という猛暑の中ではあったものの、有意義な事業となりました。 
  

女性会 老人ホーム慰問・茶香服（通円道江会長） 

7月 19日開催：社会奉仕委員会（辻川ヒデ子委員長）が中心となり、うなぎ

100 匹分の蒲焼きを持参し莵道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。また同日、宇治茶業青年団協力のもと、商工会議所にて

5種類のお茶を飲み分ける茶香服を行い、お茶の知識を深めました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇治市造園協会会員研修 

 

 

 

 

 

 

 

 
女性会 老人ホーム慰問 

 

宇治商工会議所で行う検定試験  
8月受付分 

 

珠算検定試験 

 申込締切 ８月２０日(月)～９月２７日(木) 

 試 験 日 １０月２８日(日) 

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

ビジネスマネジャー検定試験 

 申込締切 ８月２８日(火)～９月２８日(金) 

 試 験 日 １１月１１日(日) 

 試験会場 ゆめりあうじ（今回のみ試験会場が変更となります） 

 受 験 料 6,480 円 

  

珠算検定試験の申込みは、宇

治商工会議所窓口にてお願

いします。ビジネスマネジャ

ーの申込みは、インターネッ

ト（http://www.kentei.org/

）または検定センター（TEL 

03-3989-0777）になります。 

 


