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☆ 京都ビジネス交流フェア2018…京都パルスプラザ 

☆ 組織化推進地域別セミナー…府団体中央会 

☆ 第 6回宇治・太陽が丘スイートリレーマラソン…参加者募集中 

☆ 平成30年度 新入社員研修…京商ビジネススクール 

 

平成 30年度 行政施策を宇治市長へ要望 
 

建議・要望 
 

 宇治商工会議所は、1 月 30 日、平成 30 年度宇治市行政施策についての要望

書を山本哲治会頭から山本 正宇治市長へ提出しました。 

 今年度は、経営革新や事業拡大に取り組む市内製造業の育成や中小企業の人

材確保に向けた施策の推進、新たな賑わいづくりの拠点整備に対する支援、新

たな観光資源の発掘・活用や宇治茶振興施策の推進、地域産業の振興発展など

新規 26 項目を含む計 98項目を要望しました。 
  

重点要望項目 

１．経営革新や事業拡大に取り組む市内製造業の育成と市外流出防止に向けた支援 

◇産業連関表を活用して産業構造の特長を分析し、宇治市の強みを活かす産業

振興策や新たな産業創出など今後の産業振興の方向性を示す産業戦略の策定

◇新たな活力をもたらす｢ものづくり企業｣を誘致するための都市計画の見直

し◇事業所の拡張・移転時に利用敷地内にある市道を認定解除する条件の緩和

◇工場を拡大し競争力を強化するための“用途地域の指定見直し”や、排水処

理設備を整備した工場の下水道料金を割り引く“宇治市公共下水道条例の弾

力的な運用”など製造業者を取り巻く規制等の緩和 

２．深刻な人手不足に直面する中小企業の人材確保に向けた支援 

◇大学･企業･行政と連携し、学生にとって魅力ある就職先を創出する｢地(知)

の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)｣への支援◇宇治市会社説明会への

支援◇人手不足解消に向けた雇用対策や新入社員の人材育成に向けた支援 

３．宇治市観光振興アクションプランの実現に向けた積極的な推進 

４．販路開拓事業に対する支援の強化 

◇海外への販路開拓を推進する物産展及び商談会出展等に対する継続支援 

◇地域産品の国内百貨店、高級スーパーへの販路拡大事業に対する継続支援 

５．イトーヨーカ堂六地蔵店やイオン大久保店退店後の跡地利用について、商業施設誘致

など宇治市の北および南の玄関口に相応しいまちづくりの推進 

６．宇治市西部の賑わいづくりの拠点として期待される“京都府南部総合地方卸売市場”

の再整備に向けた支援 

７．「宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の強力な推進 

８．宇治市の魅力発信事業の強化 

９．商工・観光活性化事業など新たな産業振興戦略を強力に推進するため宇治市担当部

局の組織体制の強化 
  

中小企業振興対策  

◇経営者の意識改革や機運醸成を図るための広報の実施など｢円滑な事業承継｣

の実現に向けた総合的な支援の推進◇新たな資金調達方法として様々な分野で

利用されるクラウドファウンディングを活用した事業への支援 等 

産業振興対策 

◇行政の物品購入等での地元企業の積極的な活用◇観光バス降車場と乗車場

を地理的に分離し観光客の回遊性向上と滞在時間増を図る施策の推進◇JR 宇

治駅前の観光案内機能の強化◇宇治茶振興や消費拡大を図る施策の推進 等 

商店街等の活性化支援 

◇新たな集客に取り組む各地域の商店街等が実施する共同事業への支援 等 

地域整備・開発の推進 

◇地震や集中豪雨など有事の際の住民や観光客の避難場所や誘導方法のマニ

ュアル化◇空き家の活用・流通を促進するリノベーションに対する支援 等 

  

 

 

 

 

 

 
山本市長に要望書を 

手渡す山本会頭 

 

 

このほか“商工会議所の運

営”や、道路・鉄道・バス

など“交通体系の整備”に

ついても要望しています。 

平成 30 年度要望書の詳細

は､宇治商工会議所 Web ペ

ージ(http://www.ujicci.o

r.jp/07annai/images/keik

aku-houkoku/youbou30.pd

f)をご覧ください。 

 

――― 西本 浩 

 

 

 

 
宇治商工会議所の 

中小企業相談所 

 

ガンバル経営応援します。 

 

経営上の気軽な相談相手と 

して少しでもお役に立ちた 

いと思っています。 

 

電話を頂けば訪問も…。 
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京都府知事との懇談会 山本会頭が要望 
 

京都府商工会議所連合会 
 

 京都府商工会議所連合会（会長：立石京都商工会議所会頭）では、1月 24日

に山田啓二京都府知事との懇談会を開催、当所からは山本会頭と長谷川専務理

事が出席しました。京都府内の 8 商工会議所から、地域の現状や課題、要望事

項が発言され、山田知事と地域・産業振興策について意見交換を行いました。 

 宇治商工会議所では、賑わい創出を目指して、レストランや特産物販売所、

観光案内所、休憩所等の新設計画を盛り込む「京都府南部総合地方卸売市場の

再整備」と、平成 30 年度に宇治市が取り組まれる地域の強みを生かした産業振

興策や新たな産業振興の方向性を示す「新産業戦略策定」に対する支援を要望

しました。 
  

  

 

 

 

 

 

 

要望内容を説明する山本会頭 

 

冬の賑わいづくりに！中宇治お買い物ラリー 
 

チャチャ王国のおうじちゃま 
 

 宇治商工会議所では、宇治橋通商店街振興組合・平等院表参道商店会・宇治

源氏タウン銘店会・宇治観光塔の島会と連携し、商店街での消費喚起や回遊性

の向上を図るため、『おうじちゃまグッズがもらえる中宇治お買い物ラリー』を

1月 27日(土)より開催しています。景品には、公式 SNSにも多数のご要望が寄

せられていた、『マスキングテープ（全 5種/非売品）』が初登場！ラリー達成者

全員にプレゼントしますので、是非ご参加下さい。 
  

■□■“おうじちゃまグッズ”がもらえる中宇治お買い物ラリー■□■ 

 期間中 500 円以上のお買い物をして、宇治橋通り商店街・平等院表参道商店

会・宇治源氏タウン銘店会・宇治観光塔の島会の参加店（109 店舗）で 1 つず

つ、合計 3 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。六

地蔵お買い物ラリーに引き続き、太陽が丘とも連携し、いずれの商店街分にも

代用できる、『太陽が丘来園者特別スタンプキャンペーン』も実施しています。 
 

開催期間 平成 30年１月２７日(土)～３月２５日(日) 

対象店舗 中宇治 4商店街 お買い物ラリー参加店（計 109 店） 

詳細情報  宇治市観光センター、京阪宇治駅、ＪＲ宇治駅、太陽が丘事務所、商

店街参加店等に設置のラリー台紙をご覧ください。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

台紙および景品見本 

 

――― 坊 美知 

所得税・消費税の確定申告はお早めに！ 税 務 

 所得税と消費税の確定申告の時期になりました。当商工会議所では、個人事

業主を対象とした無料納税申告相談会を実施します。 

 平成 29 年分確定申告の改正点としては、医療費控除の際に｢医療費控除の明

細書｣の提出が必要(医療費の領収書の提出又提示が不要)になりました。ただし

健康保険組合等が発行する“医療費通知書”を添付すれば、明細書を省略でき

ます。医療費の領収書は 5年間保管する必要があります。 
  

開催期間 ２月１６日(金)～３月１４日(水) 10:00～16:00(土・日除く) 

持 参 物 ①税務署から送付の確定申告書の書類一式 ②売上・仕入・経費がわ 

かる帳票書類 ③国民年金や生命保険料等の控除証明書 ④前年分(平

成 28 年)の確定申告書と決算書の控一式 ⑤事業主の印鑑 ⑥申告者

ご本人のマイナンバーおよび配偶者、扶養親族等のマイナンバー⑦事

業主の本人確認書類（マイナンバーカードか通知カード＋身元確認書

類）運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート 

  

電子申告e-Taxで確定申告

ができます。事前予約制で

近畿税理士会宇治支部所

属税理士が作成のポイン

トなどをわかりやすく説

明されます。 

お問合わせは、宇治商工会

議所（℡23-3101）まで。 

 

――― 福冨 頌子 
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「京都府物産展 in 台湾」で物産と観光をＰＲ 
 

海外ビジネス交流支援事業 
 

 宇治商工会議所では、1月 15日～21 日の 7日間にわたり、台湾中部にある高

級食品スーパー“裕毛屋”3店舗で第 5回「京都府物産展 in 台湾」を開催しま

した。今回は、昨年を上回る 15社 83 品目の物産を販売し、期間後半 3 日間は、

試食販売のほか、立礼茶席や着物着付け体験、宇治市観光協会による観光プロ

モーション等を行い、京都宇治の物産や観光を台湾の方々に紹介しました。 
  

京都宇治物産をＰＲ 

 府内から 6 社が現地参加され、抹茶関連商品、調味料、漬物、麺類、お酒等

を販売しました。台湾向けに塩味を抑えた漬物や、出展者同士がコラボして“蓮

麺”と“だし醤油”を組み合わせた調理法を提案する等、各社が工夫を凝らし

た試食販売に努め、大半の商品が完売しました。期間中には、山本会頭らも同

店を訪れ、法被を着て、台湾のお客様に宇治抹茶スイーツや調味料等の試食を

熱心に勧められ、京都宇治物産を PR されました。 
  

京都宇治の文化と観光を紹介 

宇治市観光協会による観光プロモーションコーナーでは、パンフレットを配

布し、平等院などの観光スポットを熱心に紹介しました。お茶のまちを演出す

るため、立礼茶席によるお点前の披露、抹茶点てや着物着付け体験を実施。台

湾でも抹茶を扱う店舗が増える中、本場の宇治抹茶を味わいたい方や雅な茶席

の雰囲気に興味を持って来場される方も多く、抹茶や茶筅が完売しました。ま

た物産展会場に、彰化県知事直下で商工業の推進プロジェクトを行なう彰化県

工商発展投資策進会関係者や、台中･彰化･員林市の経営者も来場され、イベン

ト後には懇談会を行ない、今後のビジネス交流に向けて関係強化を図りました。 

好評の京都旅行が当たる抽選会では、1,183名から応募いただき、3組 6名が

当選。「昨年の抽選会に当選し、宇治へ行き、宇治が好きになったので、また物

産展で京都の文化に触れたい」と来場される方もおられました。 

 
 

 
物産をＰＲする山本会頭 

 

観光プロモーションコーナー 
 

 

台湾ビジネス交流支援事業 
 

｢京都府物産展 in 台湾｣へ

の出展や、台湾での新たな

取引先開拓を支援してい

ます。海外取引が初めての

方でも、お気軽に宇治商工

会議所商工課(℡23-3101)

までお問合わせください。 

 

――― 西江 将就 

本格“食イベント”第 2回宇治ソレイユマルシェ にぎわい創出 

 ｢宇治で本格的な食イベントを」と小倉地区の商店主達が中心となって、今年

も宇治ソレイユマルシェが開催されます。出店者数も昨年より大幅に増加し、

飲食ブースには予約のとれない人気レストランや、連日満席の居酒屋など、極

上の一品を提供する飲食店 31 店のほか、物販ブースにはパン･洋菓子･和菓子･

専門カフェ・お茶屋さんなど 16 店が出店されますのでぜひお越しください。 
  

開催日時 ２月１８日(日) 11：00～16：00 

開催場所 槇島ぱちんこ村駐車場（宇治市槇島町一ノ坪 39-1） 

交通手段 近鉄小倉駅･JR 小倉駅･徳洲会病院を巡回する無料バスをご利用下さい 
  

 「京都宇治ご当地グルメ

～宇治茶漬け～」からは 

・異食家 style よっしゃん 

・喜撰茶屋 

・zaccafe PAKU の 3 店舗が

出店します。 

 

――― 平尾 知美 

お茶ラベル絵コンテスト作品募集中！ 
 

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」(森下省三代表幹事)では、今年

度も宇治茶商工業協会の協賛を得て、「お茶ラベル絵コンテスト」を実施しま

す。コンテストの入賞作品は、今年の新茶時期に発売されるパッケージの図柄

に採用されます。是非、ご応募ください。 
  

募集期間 ～３月１６日(金) 

問合わせ 宇治商工会議所異業種交流グループ「鳳凰会」事務局(℡23-3101) 

 詳細・申込みは、鳳凰会 W

eb ページ(http://www.sui

sai-yume.com/)をご覧く

ださい。 

 

――― 福冨 頌子 
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産業会館 1階 喫茶店リニューアルオープン！ 
 

会館利用 
 

 宇治市産業会館１階に｢Café京都紀翔｣が 2 月 3日(土)オープンします。 

 ｢Café 京都紀翔｣のオーナーは、この道 30 年以上のフレンチの料理人で、京

都ロイヤルホテルを退職後、平成 18 年から京野菜を使ったジャムなどを製造販

売する「㈱京都紀翔」を神明にて経営されています。 

 モーニングメニュー、ランチメニューも充実しておりますので、宇治商工会

議所にお立ち寄りの際は、ぜひご利用ください。 
  

営 業 日 月～土曜日 (日・祝休み 当初予定) 

営業時間 午前 8 時～午後 6時 (午後 5時ラストオーダー) 

電  話 0774-84-6220 

 
  

モーニングタイム 

午前 8時～10時 30 分 

ランチタイム 

午前 11 時～午後 2時 
  

※オープン日は、午前 11時

からの営業となります。 

 

――― 湯浅 公恵 

商店街に出現“一坪茶室展～やよいVer.～”開催！ 
 

お茶の京都博 
 

 京都府では、本年３月まで、府南部山城地域を舞台に、宇治茶や茶園景観等

の山城地域の価値を再認識し、茶文化の継承・発展を目的に「お茶の京都博」

を開催されています。昨年 10月に宇治市で実施された『宇治茶博＠文化』が、

台風の影響で大幅な規模縮小となったことから、3 月に振替イベントを開催さ

れます。『一坪茶室展～やよい Ver.～』と題し、京都府南部の 12市町村が、大

学等と協働し、流派や形式にとらわれない自由な発想で創作した“一坪茶室”

を中宇治の 4商店街周辺に設置します。また宇治商工会議所では、宇治橋通り

商店街が歩行者天国となる 3 月 4日に、手作品を販売する「チャレンジショッ

プ」や、「ご当地グルメ～宇治茶漬け～」の店舗を出店し、イベントを盛り上げ

ます。 
  

開催日時 平成 30年３月３日(土)・４日(日) 10：00～16：00 

内  容 ＜荒天時は 3月 10 日(土)・11 日(日)に順延＞ 

内  容 一坪茶室の展示、宇治茶体験コーナー（抹茶アート、ほうじ茶つくり

内  容 体験等）チャレンジショップ、ご当地グルメ～宇治茶漬け～など 

茶室設置場所 宇治橋通り商店街、平等院表参道商店会、宇治源氏タウン銘店会、宇 

内  容 治観光塔の島会の 4商店街およびその周辺 

  

詳細は、お茶の京都博 web ペ

ージ(http://dev.ochanokyo

to.jp/img_data/EV185_p.pd

f)をご覧ください。 
 

 

 

スマホアプリ「こことろ」か

ら当日4商店街で利用使える

スマホクーポンをダウンロ

ードすることができます。 

 

――― 小西 祥太郎 

宇治商工会議所の部会・委員会報告  
部会・特別委員会・女性会 

 

文化部会 役員会 (中島 健部会長、川嶋利春副部会長) 

 1 月 9 日開催：次年度以降の部会活動について協議。次年度は近年関心が高

まっている認知症についてのセミナーを開催する予定。 

交通部会 役員会 (森 敬夫部会長、吉田實子副部会長、南村康治副部会長) 

 1 月 22 日開催：2 月 2 日開催の情報交換会開催に向けて、当日のスケジュー

ルや担当の割り当て、次年度以降の部会活動について協議した。 

女性会 新年会 (通円道江会長) 

 1 月 25日開催：2 月開催予定の講習会や 45周年事業について協議。親睦委員

会 (小永井宏子親睦委員長)主催でビンゴ大会を行い、終始和気藹々とした雰囲

気で親睦を深めた。 

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) 

1 月 26 日開催：塔の川護岸工事及び宇治川上流河道掘削工事、府立宇治公園

上面整備計画、天ヶ瀬ダムの外国語による放流警報等について説明協議。ま

た塔の島にて導流堤構造、安全柵・記念碑配置等について現地視察を行った。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

宇治川改修対策特別委員会 

  ［塔の島現地視察］ 


