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☆ 事業継承セミナー………………京都商工会議所 

☆ 関西外食ビジネスウィーク…インテックス大阪 

☆ 第 1 1 回 京 都 創 造 者 大 賞 2017 募 集 中 

☆ 新規顧客開拓実践講座…中小企業大学校関西校 

 

持続的経営に向けた事業承継･販路開拓等を支援 
 

小規模事業者持続化補助金 
 

本年 1 月まで公募が行なわれていた「平成 28 年度第 2 次補正予算･小規模

事業者持続化補助金」の追加分が、現在公募されています。 

日本商工会議所では、人口減少や高齢化などによる地域の需要の変化に応

じた持続的な経営に向けた取り組みを支援し、地域の原動力となる小規模事

業者の活性化を図るため、平成 25 年度より｢小規模事業者持続化補助金｣事業

を実施しており、今回が 8回目の公募となります。 

この補助金は、経営計画を商工会議所と一体になって作成し、計画に基づ

いて実施する販路開拓等の取り組みに対して経費の 3 分の 2 を補助する制度

で、毎回多数の応募の中から審査 ・ 採択が行なわれています。今回の追加公募

では、小規模事業者の円滑な事業承継を進める政策上の観点から代表者が 60

歳以上の事業者における事業承継に向けた取り組みの促進や、後継者候補が

積極的に補助事業に取り組む事業者への重点的な支援※が図られています。 

宇治商工会議所では、この制度を活用した経営の持続化を図るための取り

組みを支援してまいりますので、ぜひご相談ください。 

対 象 者 小規模事業者（常時使用する従業員数が下記の事業者） 

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

対象事業 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 50万円(補助率 2/3) 

申込締切 平成 29年５月３１日(水) 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 ℡03-6447-0820） 

  

｢小規模事業者持続化補助金｣

の詳細については、同補助金

特設Webページ(http://h28.j

izokukahojokin.info/tsuika

)をご覧ください。 

 

 

※代表者が満 60 歳以上の事

業者で、かつ、後継者候補が

中心となり実施する補助事業

については、審査で加点が行

われます。 

 

 

申請される方は、経営計画の

作成や申請書類等の事前準備

が必要となりますので、お早

めに宇治商工会議所商工課

（℡23-3101）までご相談くだ

さい。 

 

――― 佐々木伸治 

宇治市内での起業を支援する補助金制度が創設 
 

宇治市創業支援補助金 
 

宇治市では、創業初期の経営安定化や地域経済を活性化させることを目的

とし、「宇治市創業支援補助金」（予算 500 万円）を創設されました。新たに

創業する方や第二創業を行う方に対して、店舗工事費や備品購入費、広報宣

伝費等、創業に要する経費の一部を助成するものです。 

対 象 者 平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 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29年１０月３１日(火)17:00まで(宇治市役所商工観光課必着) 

※申請された案件は、宇治市の審査を経て、可否を決定します。審 

査の結果、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(https://www.city.uji.

kyoto.jp/0000017647.html)

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。 
 

――― 釜山昌之 
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すべての事業者に個人情報保護法が適用されます 
 

改正個人情報保護法 
 

 改正個人情報保護法が 5月 30 日に施行されます。今回の施行により、顧客

や従業員の個人情報（氏名、電話番号、住所等）を紙面やパソコンで名簿化

して事業に活用しているすべての事業者は、個人情報保護法のルールに沿っ

た取り扱いが求められます。個人情報を適切に取り扱い、顧客や従業員から

の信用を守りましょう。 
  

◇個人情報保護法の 5 つの基本ルール 

 ①個人情報を取得する際は、何の目的に利用するのか本人に伝える 

 ②取得した個人情報は、決めた目的以外のことに使用しない 

 ③取得した個人情報は、安全に管理する 

 ④個人情報を他人に渡す際は、本人の同意を得る 

 ⑤本人からの個人情報の開示請求に応じる 

 ※これまで適用除外とされていた小規模事業者（保有個人情報が 5,000 人

以下の事業者）も 5 月 30 日以降は個人情報保護法の対象となります。 
  

  

個人情報とは… 

生存する個人に関する情報で

「ある特定の人物」のものだ

とわかるもの。（例：従業員の

氏名、住所、連絡先、家族構

成、資格取得等） 

 

詳細は、個人情報保護委員会

の Web ページ（http://www.p

pc.go.jp/）をご覧下さい。 

 

――― 釜山昌之 

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おり、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。事業主は、平成 28 年度の確定保

険料と平成 29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(月)までに行わなければなりません。 

申告書の提出および問合せは、京都労働局(℡075-241-3213)、または京都

南労働基準監督署(℡075-601-8321)まで。 

なお平成 29 年 4 月から雇用保険率が引下げられましたのでご注意下さい。 
  

■平成 29 年度雇用保険率 （旧の保険率） 

 従業員負担 事業主負担 雇用保険率 

一般の事業 3/1000 (4/1000) 6/1000 (7/1000) 9/1000 (11/1000) 

農林水産の事業 4/1000 (5/1000) 7/1000 (8/1000) 11/1000 (13/1000) 

建設の事業 4/1000 (5/1000) 8/1000 (9/1000) 12/1000 (14/1000) 
  

■労働保険事務組合をご活用ください 

 宇治商工会議所労働保険事務組合では、会員事業所の労働保険料の申告納

付、従業員の雇入れ・退職に伴う雇用保険の取得・喪失手続き等の煩雑な事

務の代行をしています。ぜひお気軽にご相談ください。 
  

  

 

 

 

労災保険と雇用保険を総称し

たものを労働保険と言い、従

業員(パート･アルバイト含

む)を 1 人でも雇っていれば、

必ず加入しなければなりませ

ん。 

加入のご相談は、宇治商工会

議所  業務課(℡ 23-3101)ま

で。 

 

 

――― 澤本匡人 

平成29年工業統計調査にご協力ください 
 

政府統計調査 
 

経済産業省では、わが国の工業の実態を明らかにし、国や地方公共団体の

行政施策の基礎資料や、経済白書、中小企業白書等の経済分析及び各種の経

済指標へデータを提供する事を目的に「工業統計調査」が 6 月 1 日に実施さ

れます。従業員 4 人以上のすべての製造事業所が対象となります。調査書類

が 5 月中旬から送付されますので、工業統計調査の趣旨・必要性をご理解い

ただき、調査票へのご回答にご協力お願いします。 
  

 詳細は、経済産業省の Web ペ

ージ（http://www.meti.go.j

p/statistics/tyo/kougyo/）

をご覧下さい。平成 29 年調査

から、インターネットからの

回答が可能になりました。 
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スーパーマツモト宇治西店が４月11日にオープン 
 

出店情報 
 

 宇治市内初出店となる「スーパーマツモト宇治西店（本社：亀岡市）」が、

槇島町十八 47番地に 4 月 11 日オープンしました。複合店舗として併設する

専門店のうち、｢100 円ショップ セリア」及び｢ドラッグストア マツモトキ

ヨシ｣、｢美容室 イレブンカット」も 4 月 28 日にオープンしており、残る｢フ

ァッションセンター しまむら｣は 5月下旬のオープン予定です。 

 また、地元説明会で近隣住民から「店舗前の市道槇島町 23号線は、東行き

西行き共に交通量が多いため、同店に出入りする車輌による周辺道路の交通

環境へ与える影響についての懸念がある」という意見がありました。 

店舗面積 5,123㎡ (スーパーマツモト 2,617㎡、ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰしまむら 1,101㎡ 他) 

営業時間 9：00～23：00 

駐車台数 276台 

  

 

 

 

 

 

 

スーパーマツモト宇治西店外観 

 

 

――― 西江将就 

京都宇治ご当地グルメ～宇治茶漬け～協議会発足！ 
 

ご当地グルメ 
 

 宇治商工会議所では、宇治市の観光課題である滞在時間の延長と消費金額

の増加を解決する手段として、平成 27 年 11 月より「京都宇治ご当地グルメ

～宇治茶漬け～」を市内 10店舗にて販売いただいています。 

 このご当地グルメを街全体で盛上げ、昼食と言えば“宇治茶漬け”を定着

させるため、参加店舗との連携・協働を目的として 4月 17日(月)に「京都宇

治ご当地グルメ～宇治茶漬け～協議会(会長：｢宇治創こころ｣根来健司氏)」

を発足しました。併せて新たに 8店舗が加わり、随時販売を開始されるほか、

米穀店や食器販売店など 4 店舗が普及ＰＲ協力事業所として加わりました。

今年度も参加店舗の拡大を図っていくほか、各種イベントへのＰＲ出店や普

及ＰＲ方法の勉強会などを行う予定です。 

 また協議会発足に先駆けて、4月 1日・2日に開催された宇治川さくらまつ

りにＰＲ出店しました。当日の販売テントには 8 店舗が軒を連ね、陽春の宇

治を訪れられた多くの来場者に、各店趣向を凝らしたこだわりの宇治茶漬け

を販売されていました。昨年に続き 2 回目の出店ということもあり、好評で

すべての商品 668 人前を完売、大盛況のうちに終了となりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

宇治茶漬け販売ブース 

 

 

――― 澤本匡人 

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

22 日(土)・23 日(日)に「みんなのアート夢広場」を開催しました。当日は、

「第 12 回お茶ラベル絵コンテスト」入選作品 100 点の展示会・表彰式に加え、

より一層多くの方にアートを楽しんでいただけるよう「宇治茶レディ（茶摘

み娘の衣装）」と「おうじちゃま」をモデルにデッサン会も実施しました。 

 お茶ラベル絵コンテストには、33 都府県から 346 点(一般 205 点、ジュニ

ア 141 点)の応募がありました。グランプリ作品など優秀作 5 点は新茶パッケ

ージラベルに採用し、「お茶ラベル絵コンテスト パッケージ新茶 50ｇ入」を、

宇治茶商工業協会に協力いただき商品化。下記の茶店にて、5 月 25 日から

1,080 円(税込)で販売。数量限定ですので、お早めにお買い求めください。  
 

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、 

(合)北川半兵衛商店、共栄製茶㈱、 ㈱松北園茶店、㈱通圓、㈱辻利一本店、 

(合)芳春園岩井勘造商店、㈱堀井七茗園、㈱丸久小山園、㈱山政小山園 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

――― 福冨頌子 
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アニメ｢響け！ユーフォ二アム｣コラボフェスタ開催 
 

地域連携事業 
 

 宇治を舞台にしたアニメ「響け！ユーフォニアム 2」をテーマとしたスプリ

ングコンサート輝け！吹奏楽部が 4月 8日(土)に、宇治市文化センター大ホール

にて開催されました。会場は、全国各地から訪れた約 1600名の吹奏楽愛好者

やアニメファンで満席となりました。原作者の武田綾乃さんを迎えたトーク

ショーや、宇治を中心とした中学・高校 8 校が演奏を披露。エンディングで

は、吹奏楽部のメンバー360名がアニメ「響け！ユーフォニアム」1 と 2 のオ

ープニング主題歌を合同演奏し、会場は大いに盛り上がりました。 

 同日開催のガイド付きスペシャル探訪ウォークや、スマホのアプリでＡＲ（拡

張現実）によるアニメキャラクターと一緒に写真撮影ができる一日限定のデ

ジタルスタンプラリーが実施されたほか、商店街でもお得な特典を受けられる

イベントを開催し、宇治市内は終日大勢の人々で賑わいました。今秋に劇場

版第 2弾が公開予定で、今後も宇治の魅力発信に繋がると期待されています。 

  

 

 

 
   

京都橘高校のマーチング演奏 

 

 

 

 

 
 

出演者 360 名による大演奏 

――― 福冨頌子 

団体活動・商店街活動 
 

総 会 
 

宇治商工会議所女性会（通円道江会長、会員数 92名）：4 月 13 日開催 

 女性経営者セミナーや老人ホーム慰問、チャリティーバザーなどを実施し、

会員意識の向上及び組織の拡大強化を図ります。また山本正宇治市長をお

招きし「まち・ひと・しごと創生総合戦略」をテーマにご講演頂きました。 

宇治商工会議所青年部（吉田統公会長、会員数 41名）：4 月 20 日開催 

 「Challenge～体感！百聞は一見に如かず～」をテーマに、各々が目標を定

め挑戦する青年部を目指します。ホームページでの情報発信や講師を招い

た研修会などの事業を実施し、自己研鑽と魅力ある組織づくりを図ります。 

平等院表参道商店会（増田康秀会長、会員数 35名）：4 月 20 日開催 

 景観に配慮した商店街づくり推進のため、自動販売機やエアコン室外機へ

の木目調カバーなどの設置事業を実施。“藤の展示”や“蓮の花絵手紙コン

テスト”など平等院門前に相応しい集客イベントにも取り組まれます。 

宇治橋通商店街振興組合（佐脇 至代表理事、会員数 61名）：4 月 24 日開催 

 ｢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｣を活動

方針に、近隣商店街との連携強化を図り、わんさかフェスタ等のイベント

実施やＩＣＴを活用した情報発信など“にぎわい創出”に取り組まれます。 

宇治源氏タウン銘店会（徳田裕之会長、会員数 19名）：4 月 27 日開催 

 会員事業所の定着を図り、源氏タウンの名に相応しい文化的な商店街事業

の推進や、近隣商店街との連携による国内外からの誘客に取り組まれます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

宇治商工会議所女性会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇治商工会議所青年部 

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 ５月２日(火)～６月２日(金) 

試 験 日 7 月 16 日(日) 

受 験 料 6,480 円 
  

リテールマーケティング（販売士）検定試験 

申込期間 ５月８日(月)～６月１６日(金) 

試 験 日 7 月 8日(土) 

受 験 料 2級 5,660 円、3級 4,120 円  

 29 年度の試験日程は、Web ペ

ージ（http://www.ujicci.or.

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 Web ペ

ージ(http://www.kentei.org

/)からになります。 

――― 福冨頌子 


