
 

 

年 代 月 商工会議所・市内の主な動き 

昭和26年 (1951) 3月 宇治郡東宇治町、久世郡宇治町、槇島村、小倉村、大久保村が合併し市制施行 

  7月 商工会議所設立準備委員会設置 

  10月 第1回宇治茶まつり開催 

  11月 発起人会（101名）開催、発起人代表に辻利一氏選任 

  12月 創立総会を開催・加入申込数478名(初代会頭・辻利一氏就任) 

  12月 事務所開設 宇治市宇治妙楽175(宇治市観光案内所内) 

昭和27年 (1952) 2月 通商産業省より設立許可、設立登記完了 

  2月 中小企業相談所開設 

  4月 会報「宇治商工」発行 

  4月 事務所移転 宇治市宇治妙楽44(中野筆太郎邸内) 

昭和28年 (1953) 1月 平等院鳳凰堂を図案化した新10円硬貨発行 

  2月 第1回珠算能力検定試験実施 

  9月 台風13号により宇治川堤防向島で決壊、槇島・小倉地区等に甚大な被害 

昭和29年 (1954) 4月 第2期役員議員改選(会頭・辻利一氏就任） 

  4月 商工会議所法制定に伴う組織変更が認可 

昭和30年 (1955) 4月 事務所移転 宇治市宇治妙楽175(宇治観光案内所内) 

  8月 第3期役員議員改選（第2代会頭・岩井益三氏就任） 

昭和31年 (1956) 2月 創立5周年記念式典挙行 

  11月 商工会館建設資金の積立開始 

昭和32年 (1957) 3月 平等院鳳凰堂解体修理完成 

8月 第4期役員議員改選（会頭・岩井益三氏就任） 

9月 京都ヤクルト製造工場(現ヤクルト本社京都工場)操業開始 

昭和33年 (1958) 2月 視察研修事業｢伊勢産業博見学会」実施 

昭和34年 (1959) 5月 定数変更(副会頭２名を3名に増員) 

  8月 第5期役員議員改選（第3代会頭・野田清之助氏就任） 

  10月 商工会館建設促進委員会設置 

  11月 宇治新生市場オープン 

昭和35年 (1960) 7月 失業保険事務組合設立 

  12月 商工会館竣工、事務所移転（宇治里尻71-5） 

昭和36年 (1961) 1月 商工会館落成式挙行 

  ４月 国鉄奈良線黄檗駅開業 

 

設立許可書 

茶まつり風景 

珠算検定 

商工会館竣工 

商工会館落成式



 

 

 

年 代 月 商工会議所・市内の主な動き 

昭和36年 (1961) 8月 第6期役員議員改選（会頭・野田清之助氏就任） 

  7月 第１回宇治川納涼花火大会 

  10月 小規模事業者指導のための経営改善普及事業開始 

  11月 大久保100番街オープン 

昭和37年 (1962) 2月 創立10周年記念式典挙行 

  10月 大阪屋マーケットオープン 

昭和38年 (1963) 4月 黄檗新生市場オープン 

  8月 第7期役員議員改選（会頭・野田清之助氏就任） 

  12月 宇治市工場誘致条例改正の意見具申 

  12月 松下電子部品宇治工場操業開始 

昭和39年 (1964) 6月 第1回簿記検定試験実施 

  10月 定数変更(議員定数40名を45名に増員) 

  11月 天ケ瀬ダム竣工 

  11月 会頭・野田清之助氏退任、会頭代理に森下安之助氏就任 

昭和40年 (1965) 4月 記帳指導事業開始  顧問税理士・記帳指導員設置 

  8月 第8期役員議員改選（第4代会頭・平田佐吉氏就任） 

  12月 小倉駅前デパートオープン 

昭和41年 (1966) 2月 宇治十景写真コンクール開催 

  4月 「第7回大阪国際見本市見学会」実施 

昭和42年 (1967) 8月 第9期役員議員改選（会頭・平田佐吉氏就任） 

  8月 定数変更(監事2名を3名に増員) 

  9月 第1回南山城珠算競技大会実施 

  11月 宇治ショップセンターオープン 

昭和43年 (1968) 4月 丸山百貨店オープン 

  6月 労災保険事務組合設立 

昭和44年 (1969) 8月 第10期役員議員改選（会頭・平田佐吉氏就任） 

  11月 三室戸新生市場オープン 

昭和45年 (1970) １月 喜撰山揚水ダム完成、発電開始 

6月 米国の繊維製品輸入制限反対に関する意見具申 

昭和46年 (1971) 4月 イズミヤ大久保店オープン 

  5月 創立20周年記念式典挙行 

  8月 第11期役員議員改選（第5代会頭・小永井勘一氏就任） 

 

創立 10 周年役員議員 

創立 10 周年記念式典 

天ヶ瀬ダム

大阪国際見本市見学会

小売市場風景



 

 

 

年 代 月 商工会議所・市内の主な動き 

昭和46年 (1971) 10月 宇治市小売市場連合会発足 

昭和47年 (1972) 4月 地区委員会設置(東宇治・宇治・大久保・小倉槇島の４地区) 

  6月 宇治川「朝霧橋」完成 

  6月 法律･交通事故相談事業開始 

昭和48年 (1973) 6月 労働保険事務組合発足 

  8月 商工会議所婦人会発足 

  8月 定数変更(常議員15名を20名、議員45名を65名増員) 

  10月 小規模事業者経営改善資金融資（マル経融資）制度実施 

  12月 特定退職金制度・生命共済等各種共済事業開始 

昭和49年 (1974) 3月 クリーン宇治運動開始 

8月 第12期役員議員改選（会頭・小永井勘一氏就任） 

  8月 商業活動調整協議会発足 

  12月 地区委員会小倉と槇島地区を分割、5地区制に変更 

昭和50年 (1975) 5月 環境保全(公害)・労務相談事業開始 

  10月 海外視察研修(バンコク・シンガポール方面)事業の実施 

昭和51年 (1976) 2月 京滋バイパス建設促進特別委員会発足 

  6月 三津富小倉ビルオープン 

  8月 槇島地区工業まちづくり協議会発足 

  9月 新栄ショッピングセンターオープン 

昭和52年 (1977) 2月 創立25周年記念式典挙行 

  8月 第13期役員議員改選（第6代会頭・岡見 直氏就任） 

  9月 実在者賃金調査開始 

  9月 会報リニューアル「商工会議所月報」発行 

昭和53年 (1978) 9月 会頭・岡見 直氏逝去、会頭職務代行に堀井信夫氏就任 

  10月 第1回郷土産業展開催 

  11月 第7代会頭に堀井信夫氏就任 

昭和54年 (1979) 3月 ニチイ大久保ショッピングセンターオープン 

  6月 第1回地区委員大会開催 

  8月 宇治高等学校夏の甲子園大会出場市民応援団の結成 

  10月 宇治市商業街づくり基礎調査実施 

  11月 宇治商業振興協同組合発足、市内共通商品券(グリーンギフト)の発行 

昭和55年 (1980) 3月 定数変更(常議員20名を26名、議員65名を80名増員) 

 

婦人会設立総会

クリーン宇治運動 

大型小売店出店説明会 

創立 25 周年記念式典

第 1 回郷土産業展 

市内共通商品券 



 

 

 

年 代 月 商工会議所・市内の主な動き 

昭和55年 (1980) 8月 第14期役員議員改選（会頭・堀井信夫氏就任） 

  9月 倒産防止（経営安定）特別相談室開設 

昭和56年 (1981) 1月 イズミヤ六地蔵店オープン 

5月 「ポートピア81見学会」実施 

10月 第2回郷土産業&宇城久地場産展開催 

  11月 商工会議所青年部発足 

昭和57年 (1982) 1月 小売物価安定推進事業実施 

  3月 京都府立山城総合運動公園(太陽ヶ丘)開園 

昭和58年 (1983) 5月 赤痢禍対策特別相談実施 

  6月 
 

広野町広域商業診断実施 

  8月 第15期役員議員改選（会頭・堀井信夫氏就任） 

  11月 宇治商工会議所新会館基本設計策定 

昭和59年 (1984) 5月 商業近代化地域基本計画策定事業実施 

  8月 
 

国際珠算競技大会実施 

  10月 国鉄奈良線電化開業祝賀記念事業実施 

  11月 宇城久地場産業フェア開催 

昭和60年 (1985) 7月 商工会議所会館建設募金活動開始 

昭和61年 (1986) 7月 宇治商工会議所・宇治市産業会館起工式 

  8月 第16期役員議員改選（会頭･堀井信夫氏就任） 

  8月 円高対策特別合同金融相談実施 

昭和62年 (1987) 3月 宇治商工会議所・宇治市産業会館竣工、事務所移転(宇治琵琶45-13) 

  4月 現会館竣工式・創立35周年式典挙行  

  10月 近鉄大久保駅高架化完成 

  11月 産業活性化事業「産業フェア宇治87」開催 

昭和63年 (1988) 8月 京滋バイパス開通記念事業実施 

  9月 第43回国民体育大会「京都国体」売店運営協力 

平成元年 (1989) 2月 消費税導入に伴う特別相談実施 

  3月 異業種交流グループ｢鳳凰会｣発足 

  8月 第17期役員議員改選（会頭・堀井信夫氏就任） 

  8月 商業近代化地域実施計画策定事業実施 

  11月 産業活性化事業「サンフェスタ宇治」にてミス宇治コンテストを実施 

平成2年 (1990) 4月 EXPO ’90 「国際花と緑の博覧会見学会」実施 

 

倒産防止セミナー

青年部勉強会 

産業フェア宇治のオープニング 

ミス宇治コンテストと 

宇治茶 PR 出発式 

現会館外観 

会館竣工記念式典 

商業近代化委員会総会



 

 

 

年 代 月 商工会議所・市内の主な動き 

平成3年 (1991) 6月 カナダ・カムループス市商工会議所との友好協力盟約締結訪問 

  10月 第42回全国植樹祭「京都みどりの祭典」で地域産品展示 

  11月 創立40周年記念会員大会開催 

  11月 第１回紫式部文学賞・市民文化賞受賞式開催 

平成4年 (1992) 8月 第18期役員議員改選（第8代会頭・中川惠次氏就任） 

  ９月 商工会議所中国・咸陽市親善訪問 

  10月 JR六地蔵駅開業 

平成5年 (1993) 4月 会報リニューアル｢シーアイ｣発行 

  10月 京都府中小商業活性化事業「大好き宇治キャンペーン」実施 

平成6年 (1994) 10月 「アジア太平洋トレードセンター商業施設見学会」実施 

  11月 京都府中小商業活性化事業「まーけってぃあUJ I」実施 

  12月 平等院・宇治上神社が世界遺産に登録 

平成7年 (1995) 4月 ベルファ三津富オープン 

  6月 地域小売商業振興推進事業(商店街等満足度調査)実施 

  8月 第19期役員議員改選（会頭・中川惠次氏就任） 

9月 コミュニティ放送｢エフエム宇治｣開局 

  11月 アルプラザ宇治東オープン 

平成8年 (1996) 3月 新宇治橋完成記念祝賀大会開催 

  5月 中小商業活性化事業「商店街おかみさん研修」実施 

  8月 病原性大腸菌「O-157」対策について要望 

平成9年 (1997) 2月 創立45周年記念式典挙行 

  7月 商工会議所婦人会連合会「近畿大会」開催 

  8月 全国高等学校総合体育大会「京都総体」売店運営に協力 

平成10年 (1998) 2月 イトーヨーカ堂六地蔵店オープン 

6月 宇治商工会議所ホームページ開設 

  7月 不況対策事業(市内5地区出張相談会)実施 

  11月 第20期役員議員改選（会頭･中川惠次氏就任） 

  11月 宇治市源氏物語ミュージアム開館 

  12月 市内商業団体共同販促事業「歳末得とくセール」開始 

平成11年 (1999) 2月 「不況なんでも相談会」実施 

  11月 宇治市地域振興券による商店街活性化事業実施 

  12月 インターネットによる産業活性化事業 「My Road宇治」開始、オンラインショップ「宇治国屋」で地域物産販売 

 

中国咸陽市訪問 

カムループス市訪問団 

創立 40 周年記念式典

エフエム宇治開局式典 

新宇治橋完成記念祝賀大会

オンラインショップ宇治国屋 



 

 

 

年 代 月 商工会議所・市内の主な動き 

平成12年 (2000) 1月 南京都・みやこ信用金庫の経営破綻発表 

  1月 南京都・みやこ信用金庫の事業譲渡に伴う緊急金融対策要望 

  4月 緊急地域雇用特別対策事業（簿記、PC等各種講習会）実施 

  6月 商店街等活性化先進事業（環境社会対応型）実施 

  8月 JR宇治駅新駅舎完成  

  10月 金融版エキスパートバンク事業・金融再編緊急特別対策事業実施 

平成13年 (2001) 1月 南京都・みやこ信用金庫、京都中央信用金庫に譲渡 

  3月 日産車体㈱京都工場閉鎖 

  3月 JR小倉駅開業 

4月 宇城久地域中小企業支援センター開設(久御山町商工会内) 

9月 
 

マイカル経営破綻 

9月 マイカル経営破綻に伴うテナントの営業確保等要望 

  11月 第21期役員議員改選（会頭・中川惠次氏就任） 

平成14年 (2002) 1月 会報リニューアル「www.ujicci.or.jp」発行 

  2月 創立50周年記念式典挙行 

  2月 インターネットによる会員企業情報発信事業「産業ＭＡＰ宇治21」開設         創立50周年記念式典 

  10月 創業人材育成事業「創業塾」開始 

平成15年 (2003) 9月 消費税円滑化対策事業実施 

  10月 宇治商工会議所女性会30周年記念式典挙行 

  11月 視察研修事業「びわこ環境ビジネスメッセ2003見学会」実施 

  12月 日産車体京都工場跡地「京都フェニックス・パーク」の造成工事完了 

平成16年 (2004) 3月 高病原性鳥インフルエンザ関連事業者対策について要望 

  11月 ｢新壱万円札発行｣記念事業実施 

  11月 第22期役員議員改選（会頭･中川惠次氏就任） 

  11月 黄檗山手線開通 

  11月 視察研修事業「テクノメッセ東大阪2004見学会」実施 

  11月 京都市営地下鉄東西線 六地蔵駅開業 

平成17年 (2005) 3月 大規模小売店の「地域社会貢献度アセスメント公表制度」を提案 

  4月 宇治市産業振興センター・宇治ベンチャー企業育成工場竣工 

6月 会員親睦事業 ｢愛・地球博見学会｣実施 

7月 第22期地区委員大会開催 

11月 ゴルフ同好会・写真同好会の発足 

簿記講習会

商店街活性化先進事業 

創業塾 

ゴルフ同好会 

写真同好会 



 

 

年 代 月 商工会議所・市内の主な動き 

平成17年 (2005) 11月 視察研修事業「くらし創りメッセ見学会」実施 

  12月 「シード会員制」導入 

平成18年 (2006) 3月 創業・商店街賑わい創出支援事業「商店街チャレンジショップ」開始 

  5月 会員親睦事業 「妙心寺・晴雨殿見学会」実施 

  12月 視察研修事業「ビジネスショウＫＡＮＳＡＩ見学会」実施 

平成19年 (2007) 3月 ビシネスマッチング事業「自慢の自社製食品売り込み商談会」開始 

  4月 地域おこし事業「創草塾」発足 

  8月 会員事業所対象の年金記録相談会実施 

  11月 第23期役員議員改選（第9代会頭・山本哲治氏就任） 

平成20年 (2008) 9月 第23期地区委員大会開催 

  9月 宇治市源氏物語ミュージアムリニューアルオープン 

  9月 視察研修事業「ナゴヤメッセ2008」実施 

  9月 地域力連携拠点(専門家派遣)事業実施 

  11月 地域産品販路開拓支援事業「にっぽんe物産市」事業開始 

  12月 緊急年末休日相談窓口の開設（リーマンブラザース経営破綻） 

平成21年 (2009) 1月 源氏物語千年紀記念事業「出張！なんでも鑑定団in宇治」開催 

  2月 宇治橋上流地域を重要文化的景観として国が選定 

  6月 定額給付金共同チラシ販促事業「生活応援クーポンセール」実施 

  6月 視察研修事業「食 博覧会2009見学会」実施 

  7月 宇治川太閤堤跡 国の史跡指定 

  8月 インターンシップ受入事業開始 

  10月 短時間労働者均等待遇推進事業実施 

平成22年 (2010) 1月 ｢にっぽんe物産市｣京都地区個別商談会実施 

  3月 少子高齢化社会に対応する「歩いて暮らせる まちなかにぎわいづくり基本モデル構想」策定 

  7月 共同チラシ販促事業「子育て応援クーポンセール」実施 

  11月 第24期役員議員改選（会頭･山本哲治氏就任） 

平成23年 (2011) 4月 インターネット通販サイト「京都宇治土産.com」公開 

  6月 GPS連動「全国鉄道旅ナビ」構想を日本商工会議所に提案 

  9月 視察研修事業「フードテック2011見学会」実施 

  10月 宇治槇島線全面開通 

  10月 小規模事業者向け「海外販路開拓基礎セミナー」実施 

  11月 第24期地区委員大会開催 

 

 

自慢の自社製食品 

売り込み商談会 

山本会頭が GPS 連動「全国鉄道旅ナビ」構想を提案 

商店街チャレンジショップ 

創草塾発足記念植樹 

歩いて暮らせるまちなかにぎわいづくり 基本モデル構想

京都宇治土産.com



 

年 代 月 商工会議所・市内の主な動き 

平成24年 (2012) 2月 創立60周年記念式典挙行 

  4月 台湾ビジネス交流支援事業開始 

  8月 
 

京都府南部地域豪雨災害(相談窓口開設) 

  12月 
 

介護保険返戻プレミアム商品券発行事業 

  12月 宇治ご当地キャラ｢チャチャ王国のおうじちゃま｣誕生 

平成25年 (2013) 1月 宇治商工会議所パソコン教室開始 

  2月 
 

役員議員研修旅行で初の海外視察 台湾へ 

  9月 
 

台風18号災害(天ケ瀬ダムが初の緊急放流) 

  11月 第25期役員議員改選(会頭･山本哲治氏再任) 

平成26年 (2014) 1月 第1回京都府物産展in台湾 開催 

  7月 
シンガポール･香港向け販路開拓支援事業 

 シンガポール・香港にて個別商談会開催 

  10月 会員サービス事業｢ユニバーサルスタジオジャパン・あべのハルカス見学会｣実施 

  11月 BSプレミアム京都発地域ドラマ「鵜飼に恋した夏」 放映 

平成27年 (2015) 2月 
 

観光部会｢宇治お食事処・甘味処ガイド｣発行 

  4月 ｢日本茶800年の歴史散歩｣が日本遺産認定 

  8月 宇治市プレミアム商品券発行事業 

  10月 

 
 

国勢調査で初の人口減少 

  11月 京都宇治ご当地グルメ～宇治茶漬け～事業開始 

  11月 宇治市合同企業面接会 開始 

  12月 
 

アニメ｢響け！ユーフォニアム｣関連事業開始 

  12月 
外国人観光客おもてなし支援事業 

スマートフォン･タブレット対応｢京都宇治観光マップ｣｢外国人観光客接客支援ウェブサイト｣公開 

  12月 
 

京都市・宇治市｢観光と安全安心に関する連携協定｣締結 

平成28年 (2016) 2月 会員交流のつどい初開催 

3月 タウンマップ宇治公開 

5月 会員サービス事業｢京都鉄道博物館見学と保津川下り体験｣実施 

8月 
 

府道｢新宇治淀線｣開通 

11月 
 

第26期役員議員改選(会頭･山本哲治氏再任) 

平成29年 (2017) 2月 チャチャ王国のおうじちゃま監修本｢六地蔵手帖｣発行 

  2月 イトーヨーカ堂六地蔵店閉店 

  3月 お茶の京都DMO設立 

  8月 京阪宇治駅前観光案内所 開所 

 

 

 

会員交流のつどい

チャチャ王国のおうじちゃま

宇治お食事処・甘味処ガイド

宇治茶漬けガイドマップ

創立 60 周年記念式典 

六 地 蔵 手 帖  

京都府物産展 in 台湾 香港個別商談会シンガポール個別商談会 



 

年 代 月 商工会議所・市内の主な動き 

平成30年 (2018) 3月 
 

宇治公民館閉館 

  3月 チャチャ王国のおうじちゃま監修本｢小倉大辞典｣発行 

  3月 経営発達支援計画 認定取得 

  5月 ＪＲ新田駅東改札口及び駅前広場完成 

  7月 にっぽんｅ物産市事業 米国MARUKAI,台湾カルフールとの商談会開催 

  9月 源氏物語ミュージアム リニューアルオープン 

  10月 女性会創立45周年記念事業 

平成31年 (2019) 1月 
 

チャチャ王国のおうじちゃま海外公式ショップ展開 

  2月 市内共同販促事業｢宇治ラッキースクラッチＳＡＬＥ｣ 

  3月 京都文教大学との包括連携協定締結の調印式 

  3月 
 

日本商工会議所表彰規則に基づく商工会議所表彰受賞 

  3月 
 

チャチャ王国のおうじちゃま監修本｢三室戸・黄檗・木幡おさんぽ帳｣発行 

  3月 
 

宇治市産業戦略策定 

  4月 異業種交流グループ｢鳳凰会｣解散 

令和元年  5月 ｢所報www.ujicci.or.jp｣500号発行 

  6月 産業支援拠点｢宇治ＮＥＸＴ｣開設 

  6月 宇治川改修、塔の島地区改修事業完了 

  11月 
 

第27期役員議員改選(第10代会頭･山仲修矢氏就任)  

令和2年 (2020) 1月 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口開設 

  3月 健康経営優良法人中小規模法人認定取得 

  4月 京都府に1回目の新型コロナウイルス感染拡大緊急事態宣言発令 

  10月 宇治市プレミアム付デジタルクーポン発行事業 

  11月 
 

産業交流拠点｢うじらぼ｣オープン 

令和3年 (2021) 4月 
 

会報誌名称を｢宇治商工会議所ＮＥＷＳ｣へ変更 

  8月 お茶とうじのまち歴史公園開園(10月茶づなオープン) 

令和4年 (2022) 3月 
 

機械要素技術展への合同企業出展 

  3月 
 

宇治市産業戦略改定 

  11月 第28期役員議員改選(会頭・山仲修矢氏再任) 

  11月 青年部創立40周年記念事業 

  12月 
 

創立70周年記念｢金子恵美氏｣講演会開催 

令和5年 (2023) 2月 創立70周年記念式典挙行 

 

 

三室戸・黄檗・木幡おさんぽ帳

健康経営優良法人認定 

小倉大辞典 

宇治ラッキースクラッチ SALE

宇治 NEXT 開設 

会報誌名称変更 会議所 NEWS へ 

械要素技術展出展 


