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☆ 宇治市観光振興計画後期ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ（初案）…市民意見募集中 

☆ 伊勢田駅周辺地区交通ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ基本構想…市民意見募集中 

☆ 就業規則作成セミナー……………大阪産業創造館 

☆ 第 112回 京料理展示大会……………みやこめっせ 

 

地域経済を活性化する産業戦略に大きな期待 
 

宇治市長との懇談会 
 

 宇治商工会議所では、宇治市との連携を強化するため、「山本正宇治市長と

の懇談会」を 11 月 24 日に開催しました。当日は、宇治商工会議所役員及び

正副部会長、常任・特別・地区委員会の正副委員長ら 31名が参加。冒頭に山

本市長から“宇治市商工業施策に関する市政方針”を説明され、その後、産

業振興や地域活性化に関して質問を行う形で意見交換が行われました。 

 市政方針について山本市長は、製造業など全ての業種を支援するために、

新たな成長を産み出せる思い切った産業戦略を早期に策定する意向を示され

京都府とも協力体制がとれるよう準備を進めていると説明。今後も宇治商工

会議所との連携を強化し、オール宇治体制で改革に取り組むと語られました。 

 意見交換での主な質問と山本市長の回答要旨は以下のとおりです。 
  

■新たな産業振興政策の策定と宇治商工会議所が担う役割について 

 市内の経済構造を分析するため、現在作成中の“宇治市版 産業連関表”か

ら見える市内経済の状況に、事業者や関係団体の意見を取り入れ産業戦略を

策定する予定。商工会議所には、産業戦略の策定に意見をいただくほか、本

市の経済施策の推進にあたり、連携を密にして事業を進めてまいりたい。 
  

■次年度以降の｢お茶の京都｣に対する宇治市の関わりについて 

 本年は｢お茶の京都｣のターゲットイヤーとして山城地域でイベント等が開

催されているが、｢お茶の京都｣が一過性のイベントではなく持続的な成功と

なるよう、引き続き地域や関係団体との積極的な連携を図ってまいりたい。 
  

■イトーヨーカ堂の跡地利用とサポート道路について 

 跡地の商業利用やホテル誘致について所有権者等と掛け合ったが難しく、

現状はマンション建設が想定される。サポート道路は、敷地内を流れる河川

整備の関係もあり、建設中に完成とは言えないが要望に添うよう努力する。 
  

■近隣市町では柔軟に行われている用途地域の変更について 

 用途地域などの都市計画は、今後の産業戦略を進める上で必要ならば見直

しをする。ただ部分的に変更できないので、市全体で見直すことになる。 

  

 

 

 

 

 

 
 

市政方針を説明する山本市長 

 

 

そのほか参加者からは、①大

久保駅周辺地域の商業問題、

②大久保自衛隊の移転、③道

の駅の整備、④宇治川太閤堤

跡歴史公園の整備、⑤人口減

少の原因と対策、等の質問が

でました。 

また「近隣市町より事業が遅

れている。気合いを入れて」

や「わくわくするような事業

を」など山本市長へのエール

もありました。 

 

――― 西本 浩 

29 年度上期実績・下期の主な事業予定を報告 
 

第 2 回常議員会 
 

 宇治商工会議所では、平成 29年度第 2回常議員会を 11月 24 日に開催しま

した。常議員会の開催に先立ち、日本商工会議所表彰規則に基づく永年役員

表彰の伝達が行われ、三和研磨工業株式会社の竹ノ内壯太郎氏が、議員就任

20年で表彰されました。議案審議では、新入会員の承認や、前年度繰越金確

定に伴う一般会計、特別会計の補正予算など 5議案を可決しました。 

 報告では、会員増強運動の経過報告に続いて、日本政策金融公庫の“マル

経融資”等の金融相談事業や、京都府の“中小企業知恵の経営ステップアッ

プ補助金”等の補助金・助成金活用支援事業、各種セミナー事業をはじめと

する今年度上期の主な事業実績報告と下期の事業予定の説明を行いました。 

  

 

 

 

 

 

 

――― 中村真由美 

｢商工手帳 2018年版｣をご希望の会員様に進呈 
 

会員サービス 
 

 “商工手帳 2018年版”ができあがりました。希望される会員事業所の皆様

1 事業所につき 1 冊ご進呈いたします。１２月５日(火)から配布いたします

が、数に限りがありますので、お早めに商工会議所事務局までお越し下さい。 

 六曜（大安・友引など）入り

で大変便利な手帳です。 
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この道一筋 受賞おめでとうございます 
 

宇治市技能功労者表彰 
 

 長年一つの職業に従事され、優れた技能を持って

宇治市の文化・産業の発展に尽くされている方の功

労をたたえる「宇治市技能功労者表彰式」が 11 月 23

日に宇治市産業会館で行われました。宇治商工会議

所の会員事業所からは、次の方が受賞されました。 

 

 魚新 中井 克己 氏 （調理職・槇島町薗場） 

 

 「この度は、表彰いただきあ

りがとうございます。時代の

流れに伴い、仕出し業は厳し

い局面を迎える中、この道一

筋に邁進して参りました。親

子二代にわたり受賞できた

事を大変光栄に思います。」 

 

ようこそ宇治商工会議所へ～ご入会ありがとうございます～ 
 

新入会員 
 

  

･atelier pepin 宇治妙楽 美容業 

･アトリエ道具箱 南区塩屋町 雑貨製造販売 

･㈲Anny's Design 槇島町大川原 建設業 

･㈱一色建設 広野町西裏 土木工事 

･Essai 神明宮北 語学塾 

･㈲エムアンドエヌ 木幡南山 土木工事 

･おくらやま清水 木幡赤塚 和食料理 

･㈱栢森電機 右京区太秦 電気工事 

･㈱キタガキ 上京区河原町 太陽光発電施設施工 

･good step 五ヶ庄西川原 仮設足場組立 

･㈱Ｋ･Ｓアルミ 久御山町佐古 アルミサッシ・ガラス 

･ＫＥＴＹ 木幡平尾 電気工事 

･コバヤシ 木幡熊小路 土木工事 

･㈲境塗装 開町 建築塗装 

･㈲シーズ・ラボ 神明宮北 衣料品等のプリント加工 

･Civitas 神明宮西 ｗｅｂデザイン 

･㈲清園 伏見区深草大亀谷 造園設計・施工管理 

･大成白蟻工業㈱ 上京区河原町 白蟻駆除 

･手織りルーム さをりん 広野町宮谷 手織り教室 

･㈲中村製作所 白川鍋倉山 プラスチック射出成型 

･肉屋 黒川 宇治里尻 黒毛和牛ステーキ重 

･光建設工業 槇島町目川 構造物メンテナンス 

･Bistoro hana 槇島町清水 欧風料理 

･Plus café 槇島町石橋 カフェ 

･㈱マナプラス 左京区高野 化粧品ＯＥＭ企画 

･雅オートセンター 伊勢田町砂田 自動車販売・修理 

･明星電気㈱ 右京区西京極 電気設備工事 

･yutaka 大津市大江 型枠工事 

･㈲ライトフューチャー 五ヶ庄新開 携帯電話販売・修理 

･(合)re 小倉町老ノ木 居宅介護施設 

･ＬＵＴＹ 小倉町堀池 コーヒー豆販売 

(敬称略・五十音順)  

  
 

 

 

 

 

11 月 24 日開催の常議員会で

承認をいただいた平成29年7

月から 11 月までの新規ご入

会事業所の皆様です。 

 

会員増強運動展開中！ 

会員の皆様の取引先やご近

所で未加入の事業者がおら

れましたらぜひご紹介くだ

さい。 

 

――― 中村真由美 
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｢歳末得だねラリーセール｣で年末商戦を支援 
 

市内商業団体共同販促イベント 
 

宇治商工会議所では、市内商店街等の歳末商戦を支援するため、市内商業

団体による共同販促イベントとして、買い物スタンプラリー“歳末得だねラ

リーセール”を１２月１日から１５日まで実施します。このスタンプラリー

では、買物客が参加店舗で買物すると、各店がラリーカードにスタンプを押

印。スタンプを集めると、１２月１９日の抽選で、参加全店で利用できる買

物券が 390名にプレゼントされます。このラリーカードには、クーポン券が

添付されており、セールにあわせて、お店で独自のくじ引き大会をする食品

店や「1,000 円以上の商品が 10％引き」の家具屋など、この機会に、お店を

PRしようと各店が工夫を凝らしたサービスを実施します。さらに、ダブルチ

ャンスとして、30名に「繰り返し使えるエコカイロ」をプレゼントします。 
 

参加商業団体  ロクモール商店街振興会、御蔵山商店街振興会 

宇治橋通商店街振興組合、小倉駅前商店会、西大久保繁栄会 

  『京都府介護保険返戻地域

活性化事業』を同時実施 

宇治市内で今年度90歳にな

られ、介護保険を利用してい

ない206名の方に｢歳末得だ

ねラリーセール｣の参加全店

舗で利用可能なプレミアム

商品券が配布されます。この

共同販促イベント事業と併

せて、市内商店街に769.8万

円分の買物消費を促します。 
 

――― 西江将就 

マツヤスーパー伊勢田店11月21日オープン 
 

出店情報 
 

 ㈱マツヤスーパー（本社：京都市山科区）が、伊勢田町中ノ田 55-3 に宇治

市内初出店となる食品スーパー「マツヤスーパー伊勢田店」を 11 月 21 日に

オープンしました。店内には 100 円ショップ、フラワーショップ、クリーニ

ング、ベーカリーを併設しており、主な商圏として伊勢田町や小倉町、安田

町、久御山町栄などの周辺住宅街をターゲットにしています。 

 同店の出店で、この地域は半径 200m 圏内にフレンドマート伊勢田店、業務

スーパー伊勢田店と 3店が競合する激戦区となりました。 
  

店舗面積 2,470 ㎡  

営業時間 8：30～21：45 

駐車台数 207 台 

  

 

 

 

 

 

 

 

マツヤスーパー伊勢田店 

 

――― 佐々木伸治 

コーナンＪＲ宇治駅北店に新テナントがオープン 
 

出店情報 
 

宇治郵便局の北側、宇治樋ノ尻にある複合店舗コーナンＪＲ宇治駅北店が

増床を行い、既存のフレンドマート、上新電機、ドラッグユタカ、100 円シ

ョップセリアに続いて、新たに 3店舗がオープンしました。 

新店舗は、いずれも以前の 2階駐車場部分に増設されたスペースに入店、

中部地方を拠点とし関西初出店となる総合衣料品店「あかのれん」が 11 月

29 日、子供・ベビー用品店「バースデイ」と、靴専門店「SHOE・PLAZA」が

11 月 30日にオープンしました。 

増床後の店舗面積は 17,424 ㎡で、アル・プラザ宇治東(16,457 ㎡)を上回

り、市内最大規模となりました。 
 

所 在 地 宇治市宇治樋ノ尻 79-1 

店舗面積 増床前 13,892㎡ → 増床後 17,424㎡ 

駐車台数 増床前 1,101台 → 増床後 968 台 

営業時間 あかのれん 10：00～20：00 

新 店 舗バースデイ 10：00～20：00 

新 店 舗 SHOE・PLAZA 10：00～20：00 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新店舗の様子 

 

――― 佐々木伸治 
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水のめぐみ館｢アクア琵琶」・大津放水路等を見学！ 
 

合同視察研修会 
 

 宇治商工会議所建設部会(西村三典部会長)、都市開発常任委員会(髙木健次

委員長)、槇島地区企業街づくり協議会(樋口始郎会長)では、台風やゲリラ豪

雨による浸水被害対策の取り組みを学ぶ合同視察研修会を滋賀県大津市にて

11 月 10日に参加者 20名で実施しました。 

 初めに、琵琶湖や淀川水系の治水・利水の歴史や事業をパネルや模型など

で紹介する｢アクア琵琶｣を訪問。元国土交通省の方より琵琶湖や南郷洗堰(あ

らいぜき)周辺の治水や開発事業について解説いただきました。琵琶湖へ直接

流入する河川が 117本あるのに対し、流出する河川は瀬田川のみで、過去に

は頻繁に洪水に見舞われた歴史があり、改めて洗堰での水位管理の重要性を

理解しました。その後、都市化で保水能力が低下した大津市街地流域の洪水

被害を軽減するために造られた“大津放水路瀬田川合流点”や“三田川分水

施設”を見学。治水や利水の実現に苦労を重ねてきた先人たちの知恵と努力

によって、現在の安全な生活があることを知る有意義な研修会となりました。 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アクア琵琶」前にて 

 

――― 小西祥太郎 

宇治商工会議所の委員会報告 
 

委員会活動 
 

女性会 バザー及び視察研修 (通円道江会長) 

 11 月 3日：通圓茶屋(さわらびの道)にてバザーを開催。好天にも恵まれ、

会員らが道行く人に約 200 点の商品を販売、残った商品は福祉団体に寄付。 

 11 月 7日～8日：浜松方面への視察研修会を実施。｢おんな城主直虎 大河

ドラマ館｣や｢ヤマハ掛川工場ハーモニープラザ｣、うなぎパイで有名な春華

堂がプロデュースしたスイーツテーマパーク｢nicoe｣などを見学。 
  

青年部 臨時総会 (吉田統公会長) 

 11 月 21 日開催：平成 30年度会長に北川正人氏(ワーゲンショップキタガワ)、

監査に梅村晃一氏(鮎宗)、安井克典氏(宇治川餅)が選出され満場一致で承認。 
  

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) 

 11 月 22 日開催：塔の川護岸工事及び船着場構造、府立宇治公園上面整備

計画、市道宇治 233号線道路改良工事（施工箇所：宇治川左岸 喜撰橋～橘

橋間）等について関係機関との説明・協議。 
  

  

 

 

 

 

 
 

 

女性会バザー 

 

宇治商工会議所で行う検定試験 
 

12月・1月受付分 
 

珠算検定試験 

申込期間 １２月４日(月) ～１月１１日(木) 

試 験 日 ２月１１日(日) 

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

簿記検定試験 

申込期間 １２月１８日(月) ～１月２６日(金) 

試 験 日 ２月２５日(日) 

受 験 料 1級 7,710 円、2級 4,630 円、3級 2,800 円 
  

リテールマーケティング(販売士)検定試験 

申込期間 １２月１８日(月) ～１月２６日(金) 

試 験 日 ２月２１日(水) 

受 験 料  1級 7,710 円、2級 5,660 円、3級 4,120 円 
  

  

 

 

申込みは、宇治商工会議所窓

口にて受付しています。 

簿記検定は、Web ページ（ht

tp://www.ujicci.or.jp/lic

ense/）からも申込めます。 

 

――― 福冨頌子 

 


