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☆ ものづくり企業対象求人説明会 参加事業所募集中 

☆ 価格の競争に打ち勝つマーケティングセミナー…日本公庫 

☆ 独占禁止法セミナー……………公正取引委員会 

☆ 職場のメンタルヘルスを考えるセミナー…宇治市 

クラウドファンディングで資金調達やファン獲得を 
 

経 営 
 

クラウドファンディングは、商品開発やプロジェクト実現を目指す事業者

等がインターネットを通じて自らのアイデアを広く呼びかけ、共感を持った

不特定多数の人たちから資金を集める仕組みです。技術やアイデアを事業化

する新しい資金調達の方法として、様々な分野で利用されており、単なる資

金調達にとどまらず、顧客ニーズの把握やＰＲ効果も期待できることから、

活用が増えています。クラウドファンディングには、出資者に対するリター

ンの形態により、リターンのない「寄付型」、金銭的リターンを伴う「投資

型」、モノやサービスを受け取る「購入型」があり、現在は「購入型」の利

用が主流です。「プロジェクトを応援したい」「事業者の思いや事業に共感

したから」といった理由により出資される場合が多く、出資者が長期的なフ

ァンになり得ますが、プロモーションの必要性や 10％～20％程度の手数料が

かかる等のデメリットも挙げられています。新しいビジネスモデルであるこ

とから、クラウドファンディングの可能性は未知数の部分が多く、その仕組

みをよく理解しておく必要があります。 

成功事例を紹介する「クラウドファンディング活用セミナーin 宇治」が超満員！ 

宇治商工議所では、クラウドファンディングの活用を周知するため、10月

6 日に京都銀行、宇治市と連携してクラウドファンディングサイトを運営す

る㈱マクアケの坊垣取締役を講師に招き、「活用セミナーin 宇治」を開催、

定員を大幅に超過する 128 名が参加されました。セミナーでは、量産を行う

前にテストマーケティングができたり、お金をかけて広告を作らなくても、

プロモーションが可能といったクラウドファンディングの利点について、岐

阜県関市の刃物職人製造のペーパーナイフや、調達額が 1.2 億円を突破した

折り畳める電動ハイブリットバイクなどの成功事例を交えて分かりやすく紹

介されました。 

大盛況！ 起業家を支援する京都府内初の「宇治地域クラウド交流会」を開催 

10 月 18 日には、起業家の支援を通じて地域の活性化を図るため、京都信

用金庫、宇治市と連携して「宇治地域クラウド交流会」を開催、予想を大き

く上回る 227 名が参加されました。この事業では、宇治市内で開業された 5

人の起業家がファン獲得を目指して、事業内容についてプレゼンを実施。フ

ァンとなって投票された人数×500 円分の商品券を受け取られ、顔の見える

クラウドファンディングを体験されました。2 つの事業とも多くの事業者が

参加され、クラウドファンディングの関心の高さを窺うことができました。 

  

 

クラウドファンディングの事

業は、どちらも多くの事業者

に参加いただき、大変好評で

した。「宇治地域クラウド交

流会」は、第 2 回も計画して

います。 

 

――― 釜山昌之 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
クラウドファンディング活用セミナーin 宇治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

宇治地域クラウド交流会 

年末資金はこっきん一日公庫で早目の手当てを！ 
 

金融特別相談 
 

｢年内の受注に向け仕入れ資金を手当したい｣｢ボーナス資金を準備したい｣

など、年末資金の旺盛な需要に対応するため、宇治商工会議所では金融特別

相談会｢こっきん一日公庫｣を開催します。当日は、日本政策金融公庫担当者

が当商工会議所へ出向いて面談されますので、お気軽にご相談ください。 

開 催 日 平成 29 年１１月２２日(水) 10：00～ 

開催場所 宇治商工会議所 

申込締切 11 月 16 日(木) ※事前申込みにより面談時間を個別に設定します。 

融資制度 普通貸付（限度額：4,800万円） 

利  率 1.16～2.40％（11/1 現在） 

 宇治商工会議所では、無担

保・無保証人のマル経融資の

相談も随時受付けています。 

【マル経融資】 

限 度 額 2,000 万円 

無担保・無保証人 

期 間 運転 7 年 設備 10年 

利 率 1.11％（11/1 現在） 

問合わせ 商工課(TEL23-3101) 
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ご冥福をお祈り申し上げます 
 

下岡元副会頭ご逝去 
 

 宇治商工会議所元副会頭 下岡矢市郎氏（株式会社

下岡建設会長）が 10 月 17日にご逝去されました。 

 故人は、昭和 58年 8 月に当商工会議所議員に就任

以来、昭和 61年 8 月に建設部会副部会長、平成元年

8 月に常議員及び建設部会長、平成 16年 11 月には副

会頭の重職を歴任され、長年にわたり当商工会議所

の運営や業界・地域の振興発展にご尽力されました。 

 ここに慎んでご冥福をお祈り申し上げます。 

  

六地蔵お買い物ラリーで商店街での消費を喚起! 
 

チャチャ王国のおうじちゃま 
 

 宇治商工会議所では、宇治市の北の玄関口「六地蔵地区」の商店街や、魅

力に溢れたお店や街並み散策をより一層地元の方々に楽しんでいただくため

に、ロクモール商店街振興会、御蔵山商店街振興会と連携して、六地蔵お買

い物スタンプラリーを、来年 1 月 8 日(月)まで開催しています。このお買い

物ラリーに参加すると、ご当地キャラクター「チャチャ王国のおうじちゃま」

の非売品グッズ『ポチ袋＆クリアファイルセット』がもらえます。 

 歳末セールの実施に合わせたこのお買い物ラリーに参加して、お子様への

お年玉に、ご当地キャラクターの“ポチ袋”でサプライズを！ 
 

■□■“おうじちゃまグッズ”がもらえる六地蔵お買い物ラリー■□■ 

期間中 500 円以上のお買い物をして、ロクモール商店街・御蔵山商店街の

対応店（56店舗）で 1つずつ、合計 2 つのスタンプを集めると『おうじちゃ

まグッズ』をプレゼント。昨年に続き 2 度目の開催となる今回は、京都府立

山城総合運動公園とも連携し、太陽が丘来園者のために、集める 2 つのスタ

ンプのうちの 1つに利用できる「太陽が丘特別スタンプ」を設置しています。 
 

開催期間 ～平成 30年１月８日(月・祝) 

対象店舗 ロクモール商店街振興会、御蔵山商店街振興会の対応店 

詳細情報 JR 六地蔵駅、太陽が丘事務所、対応店等の台紙をご覧ください。 

  

 

 

 

 

 

 
ポチ袋＆クリアファイルセット 

 

 

 

 

 

 

 
 

スタンプラリーの台紙 

 

――― 稲田将人 

香港からの誘客に向けて 
 

観光プロモーション 
 

香港からの観光誘客を図るため、宇治市、公益社団法人宇治市観光協会、

宇治商工会議所の役職員3名が10月16日から香港に出向き、観光プロモーショ

ンを行いました。 

今回は、昨年 7月の宇治市長、観光協会長、会頭による「オール宇治体制」

のトップセールスに続くプロモーション活動となり、昨年に引き続き、在香

港日本国総領事館・松田邦紀大使を訪問、新たな取り組みとなる宇治・亀岡・

舞鶴連携による広域観光に対して、周遊クーポン券発行やパワーブロガー招

聘による PRなどに関する情報交換を行いました。また、日本旅行を紹介する

オンラインメディアなど 4 社と面談し、宇治観光の魅力を強くアピール。香

港でも抹茶人気は非常に高いことから、覆下栽培や石臼引きなど手間隙掛か

る抹茶の出来上がるまでの工程の説明に強い関心を示されていました。 

今後も観光客の嗜好や動向を探るため香港に向けて情報の配信・交換の重

要性を再認識したプロモーションとなりました。 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

オンラインメディアへのプロモーション 

 

――― 長谷川理生也 
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緊急時において事業を継続するために 
 

ＢＣＰ策定支援ワークショップ 
 

 阪神・淡路大震災や東日本大震災では、中小企業の多くが、貴重な人材や

設備の喪失で廃業に追い込まれました。また被災の影響が少なかった企業に

おいても、復旧が遅れたため自社の製品・サービスを供給することができず、

その結果、顧客が離れ、事業を縮小し従業員を解雇しなければならないケー

スも見受けられました。このように緊急事態はいつ発生するかわかりません。 

 こうした事態への対処方法などをあらかじめ策定しておく計画が“事業継

続計画”（Business Continuity Plan：ＢＣＰ）で、事業所が自然災害や大

火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合に、人材や設備などの事業資

産への損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続、あるいは早期復

旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続の

ための方法・手段などを取り決めておきます。 

 ＢＣＰを導入することで、緊急時でも中核となる事業の維持や早期復旧を

図ることができ、その対応により市場の信頼を得て、操業率 100％への回復

や、さらなる事業の拡大も期待することができます。 
  

◇   ◆   ◇   ◆   ◇   ◆   ◇   ◆   ◇   ◆   ◇   ◆   ◇ 

 京都府では、ＢＣＰ策定を検討している事業所を対象に、宇治商工会議所

後援による「ＢＣＰ策定支援ワークショップ」を下記の要領で開催します。 

 このワークショップでは、災害対応シミュレーションによりＢＣＰ策定の

必要性を体験することができ、またＢＣＰ策定演習では計画策定のノウハウ

を習得できますので、この機会に是非ともご参加ください。 

開 催 日 平成 29 年１２月１９日(火) 13:00～17:00 

開催場所 京都府山城広域振興局 １階 大会議室 

申込締切 12 月 5日(火) 

問合わせ 京都府防災消防企画課（TEL 075-414-4475） 

  

 

ＢＣＰの策定については、 
  

①優先して継続・復旧すべき

中核事業を特定しておく 

②緊急時における中核事業の

目標復旧時間を定めておく 

③緊急時に提供できる商品や

サービスのレベルを予め顧

客と協議しておく 

④事業拠点や生産設備、仕入

調達ルート等の代替策を用

意しておく 

⑤全従業員と緊急時の事業継

続についてコミュニケーシ

ョンを図っておくことが重

要となります 

 

――― 西本 浩 

 

宇治橋通り商店街･陶芸の里炭山で賑わいづくり支援 
 

地域活性化支援 
 

「お茶の京都博」メインイベントとして、21 日・22 日に開催予定だった「宇

治茶博＠文化」は、台風 21号の影響で、塔の島会場のイベントを中止し、規

模を大幅に縮小して開催されました。 

宇治橋通商店街振興組合(佐脇至理事長)では、10 月 21 日に宇治橋通りわ

んさかフェスタが、一部プログラムの変更を余儀なくされましたが、事業所、

NPO、学校、行政、地域など 45 団体が 35の催しを行ないました。当所からは

｢チャレンジショップ｣22 店が出店し、手作り品を販売したほか、｢異業種交

流グループ鳳凰会｣が絵画の展示、「京都宇治 ご当地グルメ～宇治茶漬け～協

議会」から 5 店が出店して茶漬けを販売、商店街のにぎわいづくりを支援し

ました。歩行者天国となった商店街には、あいにくの雨にもかかわらず、延

べ 9,000 人が訪れ、わんさかフェスタを満喫されました。 

また、炭山地域では、炭山陶芸青年会(笹谷茂文会長)主催による炭山窯元

まつりが、こちらも 21日のみ開催されました。各窯元が自慢の逸品を展示販

売され、宇治市内産茶葉の和紅茶と茶器をコラボした企画展や、ろくろ体験

教室、おうじちゃまグッズなどが当たる窯元散策スタンプラリーが催され、

親子連れ等が楽しまれていました。当商工会議所からは和雑貨など 7 店のチ

ャレンジショップが参加し、「炭山窯元まつり」を盛り上げました。 

  
 
 
 
 
 
 
 

宇治橋通りわんさかフェスタ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

炭山窯元まつり 

――― 西江将就 
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経営者のための退職金制度 税法上のメリットも！ 
 

小規模企業共済 
 

小規模企業共済制度は、事業をやめられたときや会社役員を退職した後の

生活資金などを積み立てておく共済制度で、小規模企業共済法に基づいて、

国が全額出資している(独)中小企業基盤整備機構が運営しています。 

積み立てる掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として課税対象所得か

ら控除できるなど、税法上のメリットも大きく、全国で 128万人が加入され

ています。「共同経営者※」の方も加入できますので、ぜひ加入をご検討くだ

さい。 

掛金月額上限 1,000 円～70,000 円の範囲内（500 円単位で設定） 

掛金月額上限 ①加入後も増額・減額することができます 

掛金月額上限 ②払込方法も月払い･半年払い･年払いからお選びいただけます 

共済金の受取 一時払い・分割払い・又は一時払いと分割払いの併用を選択 

共済金の受取 （税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金につ 

共済金の受取 いては公的年金等の雑所得として取り扱われます) 

 共同経営者※…下記①～③の

加入要件全てを満たす方。 

①従事する事業の事業主が小

規模事業者であること 

②事業の重要な業務執行の決

定に関与していること 

③共同経営者として業務執行 

に対する報酬を受けている

こと 
 

制度の詳細は、業務課(℡23-

3101)まで問合わせください。 

――― 福冨頌子 

労働保険 事務組合委託で３つのメリット 
 

労働保険加入強化月間 
 

 労働保険は、労災保険と雇用保険を総称した呼び方で、労働者を１人でも

雇っている事業所は労働保険に加入しなければなりません。 

 宇治商工会議所では、労働保険事務組合を設置して、労働保険の加入手続

きなどの煩雑な事務を代行しています。末だ労働保険に加入されていない事

業所の方はお気軽に問合わせください。また、既に加入されている事業所の

方も、労働保険事務組合への加入により、次のようなメリットがありますの

で、ぜひご活用ください。 

１．事務処理コストの削減 

労働保険料等の申告・納付や雇用保険取得・喪失(離職票発行)手続きなど

煩わしい事務を事業主に代わって行うので事務の手間が省けます。 

２．保険料の分割納付が可能 

労働保険料の額にかかわらず、3 回に分けて納付できます。 

３．中小事業主等労災保険特別加入制度 

本来、労災保険に加入できない事業主や家族従業員なども労災保険に特別

加入することができます。 

 労災保険とは… 

業務上または通勤による負傷

や病気、死亡した場合に被災

労働者や遺族を保護するため

に必要な給付が行われます。 
  

雇用保険とは… 

労働者が失業した場合に、労

働者の生活の安定を図るとと

もに、再就職を促進するため

必要な給付が行われます。 
  

労働保険や事務組合の詳細は

業務課（℡23-3101）まで問合

わせください。 

――― 澤本匡人 

宇治商工会議所の委員会報告 
 

委員会活動 
 

青年部交流委員会(中岡和彦委員長） 

10月 25日開催：青年部 OBと現役会員の意見交換を目的に交流会を開催し、

平成 30 年度に宇治から府青連会長の輩出や青年部事業を報告。OB からは

現役時代に学んだことや経験を説明いただきました。 

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) 

10 月 26 日開催：塔の川護岸工事及び府立宇治公園上面整備計画、塔の島

第二排水機場施設整備工事、市道宇治 233号線道路改良工事について関係

機関との説明・協議を行った。 

女性会役員会(通円道江会長) 

 10 月 26 日開催：宇治十帖スタンプラリーに合わせたバザーの開催に向け

て、会員等からの寄付で集まった商品の値付けを実施。台風 22号の影響に

より実施が延期となり、11 月 3日に開催予定。 

  

 

 

 

 

 

 

 

青年部ＯＢとの交流会 


