
年末年始休業のお知らせ・・・12 月 29 日(土)から 1 月 3 日(木)まで 

www.ujicci.or.jp 平成31年 1月 1日（毎月 1日）発行 第 496号（昭和 52年 12月 28日第 3種郵便物認可）  １ 

  

☆ きょうと農商工連携応援ファンド………京都府 

☆ 水災・地震リスク対策・BCP セミナー…あいおいニッセイ同和損保 

☆ 経営基盤を強くする経理実務セミナー…中小企業大学校 

☆ 会社と従業員の間のルール労働契約の基本セミナー…産創館  

新年のごあいさつ 
 

年頭所感 
 

 新年あけましておめでとうございます。 

 さて昨年は、近年まれに見るほど自然災害に悩まされた年でありました。

特に台風 21 号関連では、地元の被害は元より、関西国際空港での浸水被害や、

連絡橋破断の影響で、関西全域の物流が支障を来し、海外インバウンド需要

が減少した観光業だけでなく、全ての産業が多大なる影響を受けました。 

 昨秋発足した「第 4 次安倍改造内閣」の基本方針では「近年の気象の急激な

変化に対応し、防災・減災・国土強靱化のための緊急対策を 3 年間で集中的

に実施する」と示されています。昨年 11 月に、豪雨災害の復旧費など 9356

億円の第 1 次補正予算が成立、さらに重要インフラの防災対策を柱とした 2

兆 7 千億円の第 2 次補正予算を通常国会での成立を目指されるなど、今後 3

年間では緊急対策事業 7 兆円が盛り込まれ、財政出動で災害復旧や景気対策

に万全を期される安倍内閣には、迅速かつ有効な政策の推進を望みます。 

 京都府では、山田啓二前知事が勇退され、新たに西脇隆俊さんが第 51代京

都府知事にご就任されました。西脇知事は、国土交通省で要職を歴任後、復

興庁事務次官として東日本大震災の復興にも尽力されており、新名神高速道

路の全線開通や北陸新幹線の延伸などの交通インフラ整備に加えて、自然災

害による被害が頻発している府域での手腕発揮に期待を寄せるところです。 

 宇治市では、市内における産業構造の特徴を分析し、地域経済の活力づく

り推進に向けた指針となる「宇治市産業戦略」を 2 月に策定されます。経営

革新や事業拡大に取り組む市内事業所の育成支援、地域産業に活力をもたら

す新たな事業所誘致のための用地整備など、この戦略が全ての産業において

有効活用されるための具体的な施策を強く推進いただくようお願いします。 

 宇治商工会議所では、新たな「市内共同販促事業」として、2 月 1 日から

“けずって当てよう！宇治ラッキースクラッチセール”を参加約 200 店舗で

開催します。「チャチャ王国のおうじちゃま」事業では、昨秋の台湾カルフー

ル 102店舗での物産展開催に続き、今月 10日に台湾の台北と日月潭にテーマ

ショップが開店、宇治物産の販売や宇治観光のＰＲを行います。また 3冊目

となる地域事業所ＰＲ冊子“三室戸・黄檗・木幡 おさんぽ帳”も今年度中に

配布する予定です。海外販路開拓事業にあっては、今月 7 日から台湾の“裕

毛屋”3店舗で「第 6回 京都府物産展 in台湾」を、24日からはアメリカの

老舗日系スーパー“ＭＡＲＵＫＡＩ”の西海岸地区 10 店舗にて「京都フェア」

を開催し、地元小規模企業者のための海外販路開拓を推進します。 

 また 10月 1日予定の“消費税率引き上げ”については、全国的にも多くの

事業所で準備が進んでおらず、当商工会議所でも対策相談窓口を設置し、軽

減税率への対応や円滑な価格転嫁が行われるよう取り組んでまいります。 

 一方、会員同士の情報交換・商談など、ビジネスに繋がる交流の場として、

2 月 8 日にパルティール京都にて「会員交流のつどい」を開催いたしますの

で、会員事業所の皆様には是非ご参加いただきますようお願いします。 

 最後に、今春には天皇陛下がご譲位され、「平成」が終わり新しい時代の幕

開けとなります。宇治商工会議所では、京都府・宇治市と緊密に連携し、今

般策定される「宇治市産業戦略」を十二分に活用して、市内事業所の課題解

決と地域産業発展のため諸事業に邁進していく所存ですので、ご支援・ご協

力を賜りますようお願い申し上げ、年頭のごあいさつといたします。 
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産業戦略を活用した地域活性化など57項目を要望 
 

宇治市行政施策要望 
 

 宇治商工会議所は、12月 21 日、平成 31 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、2 月に策定する「宇治市産業戦略」を有効に活用した地域経済

の活力づくりの推進、中小企業の人材確保に向けた施策の推進、高品質な地

域ブランド名「宇治（ＵＪＩ）」の海外事業者による出願の防止対策への支援、

新たな観光拠点整備や観光まちづくりへの民間活力導入支援、宇治茶振興施

策の推進、地域産業の振興発展など新規 21項目を含む計 57項目を要望しま

した。今回の行政施策の重点要望項目は以下のとおりです。 
  

重点要望項目 

１．「宇治市産業戦略」を有効に活用した地域経済の活力づくりの推進 

◇宇治市の強みを生かした産業振興および新産業創出のための各種具体的

施策の検討と推進◇経営革新や事業拡大に取り組む市内「ものづくり系企

業」の育成支援◇地域産業に活力をもたらす「ものづくり系企業」誘致のた

めの工場用地開発の調査・検討◇地域経済に閉塞感をもたらす既存工場等の

市外移転を防止し、市内で継続操業するために提供する魅力的な施策の検討 
  

２．深刻な人手不足に直面している中小企業の人材確保に向けた雇用対策事業や、新

入社員の人材育成に向けた支援 

◇外国人技術者(労働者)が市内事業所に就労するための支援◇育児・介護し

ながら就業を希望する方やシルバー世代などの就業機会の拡大や、意欲・能

力を発揮できる環境づくり支援◇中小企業が退職金制度維持のため活用し

ている「特定退職金共済制度」補助金の継続実施◇大学・企業・行政と連携

して、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継続支援 
  

３．高品質な地域ブランド名として確立している「宇治（ＵＪＩ）」の名称を海外の事業者に

出願登録（冒認出願）される事例が相次ぎ、市内企業が現地での事業展開に支障

が生じるリスクが増加しているため、冒認出願を防止する対策への強力な支援 
  

４．宇治川の自然景観と天ヶ瀬ダム及び周辺の水力発電施設を観光資源として、体験

型周遊観光ができる観光拠点整備に民間活力を導入するための事業方式の検討 
  

５．宇治市内の伝統的家屋等の歴史的資源を保存・活用した観光まちづくりの推進に

民間活力を導入するための事業方式の検討 
  

６．国内外への販路開拓事業に対する支援の強化 

◇海外販路開拓を推進する物産展および商談会への出展等に対する継続支

援◇地域産品の百貨店・高級スーパーへの販路拡大事業に対する継続支援 
  

７．｢宇治市まち･ひと･しごと創生総合戦略｣の強力な推進 
  

８．商工・観光活性化事業など｢宇治市産業戦略｣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 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本市長に要望書を 

手渡す山本会頭 

 

 

このほか商工業振興など“産

業振興対策”や、大型小売店

の跡地利用など“地域整備・

開発の推進”、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 31 年度要望書の詳細は､

宇治商工会議所 Web ページ(h

ttp://www.ujicci.or.jp/07an

nai/images/keikaku-houkoku/

youbou31.pdf)をご覧くださ

い。 

 

――― 西本 浩 

 

新春年賀交歓会 １月４日に開催 
 

年始行事 
 

 年始恒例の新春年賀交歓会を宇治市との共催で開催します。 
  

開催日時 平成 31年１月４日(金)13：00～ (受付 12：30～) 

開催場所 パルティール京都 (宇治樋ノ尻 88 宇治郵便局前 TEL25-7777) 

会 費 1,000円 (当日ご持参ください)  
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新年を迎えて 亥年さん集合！ 
 

年男・年女 
 

(株)山政小山園 小山茂樹氏… 団塊世代の一番手もいよいよ 6周目。猪突猛

進でやってきたけれど、これからはゆっくり、ゆっくり。 
 

丸五醤油醸造(有) 太田壱将氏… 6 度目、猪突猛進で来たが、体にガタが来

て玄冬の季節が見えてきた。今後は体を労り白秋の名残を楽しみたい。 
 

(株)朝日屋三元呉服店 中西 敏氏… 会社も 72歳、キャッシュレス化も含め

て、インバウンド客拡大に繋げられるよう施策を打っていきたいです。 
 

サイクルパークナカタニ 中谷正博氏… 老化を感じ、身体や気持ちと向き合

う事の大切さを感じる今日この頃。皆さんに感謝して、気持ち新たに頑張

ります。 
 

(株)シンキ 信貴豊長氏… “災い転じて福となす”出会った皆様に感謝し、

還暦からの盛春を楽しみたいと思っております。今年もヨロシク。 
 

樋口鉱泉(株) 樋口始郎氏… 72歳の廻り年、猪突猛進で走ってきたけれど、

ここらで息子にバトンを渡してチョット早いが夫婦円満で楽隠居。 
 

(名)北川半兵衛商店 北川直樹氏… 宇治茶を世界へ!！ 
 

洛陽プラスチック(株) 本田壽恵子氏… 猪突猛進は卒業です。若き頃の初心に

戻り、満足できる絵を 1枚描きたいと思う、今日この頃です。 
 

(株)三星自動車 森 敬夫氏… 多くの人の力をかりながら創業50周年を終え

る事が出来ました。残る人生一日一日を楽しみながら。大事に大事に。 
 

大春商事(株) 岡本直樹氏… 今年で 4 度目の年男となります。もっと向上心

を持って自分自身を成長させなければと思います。 
 

(有)山田車輌 山田真也氏… 固まるという 1年になりそうな亥年。更に事業

の基盤を固め、より良いサービスが出来る 1年にしたいと思います。 
 

宇治川餅本店 安井克典氏… 3 廻り目までは、意識してなかったですが、

50歳目前ということもあり、焦っちゃってます……が、そんな気持ちを断

ち、マイペースで行きたいです。 
 

(株)中岡組 中岡和彦氏… 今年は、亥年私は年男です。先輩方のお力をいた

だいて新しい分野に挑戦し、事業拡大を目指して頑張って参ります。 
 

はばたけ！けんちゃん 小島健志氏… 今年も猪突猛進！充実した一年を造り

あげたいと思います。 
 

(株)秀和 粂田 力氏… 今年で、私も 36歳の年男です。わき目も触らず猪突

猛進で、目標に向かって突っ走ります。 
 

(株)通圓 通円道江氏… “猪突猛進”はひとまずお休みして今年は牛歩のご

とくスローテンポで充実した日々を楽しみたいと思います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

亥年生まれの役員議員、青年

部、女性会の皆さんに新年に

かける抱負をお伺いしまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ujicci.or.jp 平成31年 1月 1日発行 第 3種郵便物（定価 1部 200円）  4 

 

商工会議所の部会・団体活動 
 

12 月開催 
 

槇島地区委員会(西村三典委員長、太田壱将・樋口始郎副委員長) 

 12 月 4日・5 日開催：健康診断事業を槇島コミュニティセンターにて、槇

島地区企業街づくり協議会と合同で実施し、25事業所 137名が受診された。 
 

役員議員研修運営特別委員会(中村健治委員長、吉田實子・小西敏博副委員長) 

 12 月 5日開催：次年度の役員議員研修事業について協議、研修先は台湾で

2019 年 7月 7日～9 日の日程で実施することが決定した。 
 

文化部会役員会(中島 健部会長、川嶋利春副部会長) 

 12 月 7日開催：今年度、部会事業として 9月に行った茶ムリエ講座が好評

であったことから、来年度も継続実施することが決定した。 
 

小規模企業振興委員会(中島 健委員長、吉田實子・吉村安広副委員長) 

 12 月 7日開催：当商工会議所専門相談員の中野 正義氏を講師に招き、｢働

き方改革推進法における労働時間法制の見直し｣について説明いただいた。 
 

京都宇治ご当地グルメ～宇治茶漬け～協議会 意見交換会(根来健司会長)  

 12 月 12 日開催：平成 30年 4月より宇治市内で営業されている人力車のえ

びす屋宇治店長 佐藤 正昭氏を招き、事業概要や俥夫さんの人材育成方法

などを説明頂いた後、互いの事業内容について意見交換。その後人力車乗

車体験を行い相互の理解を深める良い機会となった。 
 

宇城久区域商工会議所・商工会広域連携協議会視察研修会 

 12 月 13 日開催：小松商工会議所において、「南加賀商工観光推進協議会」

（参画：南加賀地域の 7商工会議所・商工会）が実施する広域観光ルート

やご当地グルメの開発、インバウンド対策事業、北陸新幹線延伸に向けた

取り組み等について説明を受けた（参加者：商工会議所・商工会職員 9 名）。 
 

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) 

 12 月 7日・14日開催：朝霧橋塗装補修工事の内容について、宇治市建設部

維持課及び専門家立会いのもと現地確認を実施した。 

12 月 18 日開催：塔の島改修工事の進捗状況や文化財復旧工事の状況、井

川用水機場等の景観対策、府立宇治公園上面整備計画、朝霧橋塗装補修工

事等について協議を行った。 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

槇島地区健康診断 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

小規模企業振興委員会 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

宇治川改修対策特別委員会 

宇治商工会議所で行う検定試験 
 

1 月受付分 
 

珠算検定試験 

申込期間 ～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 
 

リテールマーケティング(販売士)検定試験 

申込期間 ～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 
 

簿記検定試験 

申込期間 ～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  

  

 

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（htt

p://www.ujicci.or.jp/licen

se/）からも申込めます。 

 

――― 福冨頌子 

 


