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☆ 2019 年度新入社員研修・・・・・京都商工会議所 

☆ 人権 DVD無料貸出の案内・・・・宇治市生涯学習課 

☆ 京都府食べ残しゼロ推進店舗の募集・・・・京都府 

☆ 宅配便（職場受け取り）1ヶ月チャレンジ企業募集 

宇治市産業戦略 具体的施策に大きな期待 
 

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 19 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、正副地区委員長ら 25名が参加、策定に向けて取り組んでいる産

業戦略や、諸規制の緩和などについて意見交換を行いました。 

 懇談会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。 
  

■２月に策定予定の｢宇治市産業戦略｣が有効に機能するための施策について 

 産業戦略策定会議において定められた具体的な施策について、市内事業所

の要望等も聴きながら、マッチング支援や起業促進などの事業を次年度予算

に反映できるように努めたい。施策の見える化を図り、宇治市と商工会議所

が相談・連携できる体制を一層強化し事業に鋭意取り組んでまいりたい。 
  

■市域内での工場移転ニーズに応えるための早急な工業用地の確保について 

 今般策定する宇治市産業戦略に「新たに工業用地を確保するための調査・

検討の実施」を反映し、工業系事業所の市内移転・拡大について前向きに検

討を行う。場所が具体化したときの発表については慎重に進める必要がある

が、新たな企業誘致についてはトップセールス等で推し進めてまいりたい。 
  

■用途地域の変更や諸規制の緩和、開発指導に伴う諸条件について 

 用途地域の見直しは、その目的や公共性から個々の事業者に合わせた変更

は困難。開発案件に伴う諸条件についても事業ごとに課題がある。しかしな

がら産業戦略策定に伴い、市内産業の発展を総合的に支援する観点から、事

業者と十分に協議し、他の方策も含め可能な範囲で対応する体制を整備する。 
  

■(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業の今後について 

 PFI 事業の優先交渉権者と平成 30 年 10 月 16 日付で事業契約を締結。平成

33 年秋頃の開園に向け、設計・建設業務、維持管理業務、運営業務の準備に

着手した。歴史公園の運営には商工会議所との連携も重要で、歴史公園を活

用した取り組みを商工会議所からもご提案いただき、宇治の観光振興・地域

振興につながる施策を積極的に推進して参りたい。 
  

■個人商店等が複数連携して開催する集客イベント等への支援について 

 ｢宇治市中小企業振興対策事業補助金｣は、商店街だけではなく、中小企業

者で構成された団体も補助対象となっており、「地域市民団体と協力し、市民

および消費者とのコミュニケーションを図るイベント事業」に対しては補助

金を交付しているので、宇治市の担当窓口にご相談いただきたい。 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

冒頭あいさつされる山本市長 

 

 

 

そのほか参加者からは、①市内

の民泊事業者の把握について、

②宇治市のラスパイレス指数

と将来負担比率について、③宇

治市の開発事業について、④住

民の憩いの場でもある地域の

神社等の修復について、等の質

問がありました。 

 

――― 西本 浩 

新入会員の承認や一般会計など 3会計の補正予算を審議 
 

第 2 回常議員会 
 

 宇治商工会議所では、平成 30年度第 2 回常議員会を 11月 19 日に開催しま

した。常議員会の冒頭、山本哲治会頭は、来年 10 月に予定される消費税率引

上げや軽減税率制度の導入に向け、消費税軽減税率対策相談窓口を設置し、

レジ導入やセミナーの開催等、中小企業が円滑に価格転嫁を行えるよう支援

していくと挨拶。議案審議では、7月～11 月までの新入会員の承認や、一般

会計ほか２つの特別会計の補正予算など 4議案を可決しました。 

 報告事項では、今年度上期の主な事業実績･下期の事業予定のほか、2 月 8

日に開催予定の「第 26期会員交流のつどい」、台風 21号被害からの復旧を支

援する「中小企業等復興支援事業補助金」について説明を行いました。 

  

 

 

 

 

 

 

――― 中村真由美 
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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、次の方々が受賞されました。 
  

 有限会社旭園製茶所 田原康男 氏 （製茶工職） 
  

 すしまさ 植田雅之 氏 （調理職） 

 宇治商工会議所では、会員事

業所の方を宇治市技能功労者

に推薦しています。推薦要件

の詳細は、商工会議所業務課

まで、問合わせください。 

 

――― 中村真由美 

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 
 

11 月 19 日開催の常議員会で承認をいただいた平成 30 年 7月から 11 月ま

での新規ご入会事業所の皆様です。 

(敬称略・五十音順) 

･㈱愛京家倶楽部 伏見区下鳥羽南柳長町 食品関連卸売 

･㈱青木プラス 槇島町千足 プラスチック製品製造 

･㈱アリオン 槇島町一丁田 金型部品製作 

･㈱印南工業 槇島町南落合 管工事一式 

･㈱宇治工業 伊勢田町毛語 熱絶線工事 

･unm 伊勢田町南遊田 雑貨輸入・コンサルティング 

･エスピオンキョウト 宇治蔭山 web 制作・web ｺﾝｻﾙﾃｼﾝｸﾞ 

･㈲小倉オートサービス 小倉町堀池 新車・中古車販売 

･角井食品㈱ 槇島町目川 食品製造業 

･黒﨑塗装工業 大津市柳が崎 塗装・足場工事 

･清水電設工業㈱ 久御山町市田新珠城 表面処理受託加工 

･真光院 五ヶ庄三番割 普茶料理 

･心呼吸 槇島町南落合 衣料雑貨小売 

･スナックオーク 小倉町南浦 スナック 

･㈱遠山製作所 槇島町十一 金属加工 

･㈱トモコ・グローバルスタイル 槇島町目川 飲食業 

･Trail Company  広野町一里山 飲食店コンサルティング 

･保険デザインパートナーズ㈱ 伏見区桃山町安芸山 保険代理店 

･HOT DOG K-HOUSE 菟道平町 ホットドック等移動販売 

･㈲満月堂 木幡内畑 和菓子製造小売 

･㈱ライフプラン 小倉町堀池 建設請負 

･ラウンジヴェール 小倉町西浦 ラウンジ 

･㈱林鴻商事 横浜市中区山下町 貿易 

  

 

 

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。 

 

 

 

 

 

宇 治 商 工 会 議 所 

会 員 交 流 の つ ど い 

 

開催日:平成 31年 2月 8日 

場 所:パルティール京都 

 

＊詳細・申込みは中挟み紙 

面 5 頁をご覧ください。 

 

 

――― 中村真由美 

｢2019年版 商工手帳｣をご希望の会員様に進呈 
 

会員サービス 
 

 毎年ご好評をいただいております 2019 年版商工手帳が完成しました。希望

される会員事業所の皆様にご進呈いたしますので是非ご愛用ください。 
  

配布場所 宇治商工会議所 2階事務所 

配布冊数 1 事業所 1冊（数に限りがあります。お早めにお越しください。） 

 六曜（大安・友引など）入り

で大変便利な手帳となってい

ます。 
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｢宇治ラッキースクラッチセール｣参加店募集中！ 
 

共同販促事業 
 

宇治商工会議所では、全市的に販促機運の高揚を図ることを目的に、市内

共同の新たな販促事業として「けずって当てよう！宇治ラッキースクラッチ

セール」を実施します。消費需要が落ち込み閑散期となる 2 月の本事業を、

自店の販売促進にぜひご活用ください。 

実施期間 平成 31年２月１日(金)～２月２８日(木) 

スクラッチカード配布・金券利用・賞品応募期間  

※ただし、スクラッチカード配布は店舗ごとに無くなり次第終了 

募集店舗 宇治商工会議所会員事業所 200店舗（予定） 

店舗参加費 ３,０００円（スクラッチカード 300枚 購入代） 

事業内容 ①期間中にお客様が参加店舗で 500円以上の買物をすると、スク 

ラッチカードを 1枚進呈。 

②「当たり○○円」が出たら、金券として参加全店舗で利用可能。

③さらにお客様がスクラッチカードについている応募券 3枚を集 

 めて応募すると、抽選でダブルチャンス賞が当たります。 

申込方法 中挟み紙面 6頁の参加店舗申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ 

にてお申込みください。 

申込締切 １２月２８日(金)  

  

申込み・問合わせは、宇治商

工会議所商工課（TEL23-3101 

FAX24-6930）までお願いしま

す。 

 

詳細・申込みは、中挟み紙面

6 頁をご覧ください。 

 

本事業では、参加店舗にポス

ターを掲示していただくほ

か、参加店舗リストの入った

チラシを作成いたしますの

で、店舗のＰＲにもご活用い

ただけます。 
 

――― 佐々木伸治 

従業員の奨学金返済を支援する中小企業を応援 
 

奨学金返済補助制度 
 

 京都府では、中小企業の人材確保と従業員の定着及び若者の負担軽減を図

るため、従業員の奨学金返済を支援している中小企業に対し、負担額の半分

を補助する奨学金返済補助制度を創設されました。 
  

対 象 者 従業員への奨学金返済支援制度を設けている京都府内の中小企業 

等に勤め、次の要件を全て満たす必要があります 

①正社員 ②就職後 6 年以内 ③奨学金を返済中 ④京都府内に居住 

補助金額 対象者 1人当たり以下のいずれか低い額 

①企業負担額の 2分の 1以内 

②年間奨学金返済額の 1万円を超える部分の 2 分の 1 以内 

③就職後 1～3 年目までは年 9万円、4～6 年目までは年 6万円 

申込締切 平成 31年２月２８日(木) 

提 出 先 京都府中小企業団体中央会（TEL075-314-7132） 

 ｢就労・奨学金返済一体型支援
事業補助金｣の詳細について
は、京都府 Web ページ(http:
//www.pref.kyoto.jp/rosei/
syuurousyougakukin/syuurou
syougakukinn1.html)をご覧
ください。 
 
申請書類もダウンロードでき
ます。申請を希望される方は、
事前に京都府中小企業団体中
央会まで、ご相談してくださ
い。 

源泉所得税の納付相談 
 

税 務 
 

 源泉所得税の年末調整および申告納付の時期になりました。宇治商工会議

所では、源泉所得税の納付相談を行います。 

初めての方にもわかりやすくご説明いたしますので、専従者を含め、従業

員を雇用されている事業所の方はご相談ください。納付期日直前の相談は混

み合いますので、お早めにお越しください。 

開 催 日 １２月１０日(月)～平成 31年１月１８日(金)10：00～16：00 

      (土・日・祝日および 12/28～1/4は除く) 

持 参 品 年末調整関係書類、所得税源泉徴収簿、扶養控除等申告書 

保険料控除証明書、配偶者控除等申告書、源泉所得税納付書、 

事業主の印鑑、マイナンバー（個人番号） 

  

ご持参いただく｢給与所得者

の扶養控除等申告書｣には、

一定の場合を除き、給与所得

者本人、控除対象配偶者及び

控除対象扶養親族等のマイ

ナンバー(個人番号)を記載

する必要があります。 

 

――― 福冨頌子 
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アニメ「響け！ユーフォニアム」コラボフェスタ  
地域連携事業 

 

｢響け!ユーフォニアムコラボレーションフェスタ｣が、京阪ホールディングス㈱、

宇治市、宇治商工会議所等の主催により１２月１６日(日)に開催されます。

吹奏楽が奏でるクリスマスコンサートを是非お楽しみください。 

（1）宇治市×京阪電車クリスマスコンサート〔輝け！吹奏楽部〕 

  時 間 13：30～17：15（開場 13：00） 

  場 所 宇治市文化センター大ホール ＜入場無料＞ 

（2）スペシャル１day デジタルスタンプラリー 

  内 容 スマートフォンアプリ「舞台めぐり」を利用して 4ヶ所のポイント

を巡ると 4種類の当日限定『マイＡＲ』をプレゼント  

（3）スペシャルクイズ探訪ウォーク（先着 60 名）※荒天中止 

  時 間 9：00～11：00 頃（8：30～受付開始 定員になり次第終了） 

  受付場所 京阪宇治駅改札付近  

  

 

 

 

 

 
 

 

詳細は、京阪電車お客様セン

ター（TEL06-6945-4560)まで

問合わせください。 

――― 福冨頌子 

宇治商工会議所の会議・団体活動 
 

11 月開催 
 

青年部 全国会長研修会・臨時総会(北川正人会長) 

 11 月 9 日・10 日開催 全国会長研修会：青年部会長、次年度会長予定者等

を対象に北海道帯広市で開催。地域経済を担うリーダーとしての資質向上

と、組織基盤強化策として会員増強等の課題について意見交換を行った。 

 11 月 21 日開催 臨時総会：平成 31 年度会長に藪内信幸氏(㈲藪内工務店)、

監査に梅村晃一氏(鮎宗)、岡本直樹氏(大春商事㈱)を選出し、承認された。 

建設部会役員・都市開発常任委員会研修会(西村三典部会長、髙木健次委員長) 

 11 月 16 日開催：宇治市から安田修治建設部長を講師に招き、合同研修会

を実施。宇治市の財政状況や財政健全化推進プラン、近年頻発するゲリラ

豪雨に対する都市基盤整備(雨水対策)等について説明いただいた。 

工業部会視察研修会(中川晴雄部会長、高田 仁副部会長) 

 11 月 20 日開催：宇治・城陽商工会議所と久御山町商工会の工業部会員 15

名が宇城久区域でのネットワークづくりのため、広域連携合同研修事業と

して、宇治市広野町で LED製造する「エーシック省エネ館」と、久御山町

の工具メーカー「KTC ものづくり館」を視察した。その後の懇親会におい

て情報交換を行い、交流を深めた。 

  

 

 

 

 

 
 

 

青年部 臨時総会 

 

 

 

 

 

 

 

 
㈱エーシック省エネ館視察 

宇治商工会議所で行う検定試験 
 

12 月受付分 
 

珠算検定試験 

申込期間 １２月３日(月)～１月１０日(木) 

試 験 日 ２月１０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１７日(月) ～１月２５日(金) 

試 験 日 ２月２４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１７日(月) ～１月２５日(金) 

試 験 日 ２月２０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。 

 

簿記検定試験は、Web ページ

（http://www.ujicci.or.jp/

license/）からも申込みする

ことができます。 

 

――― 福冨頌子 


