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 特集号 

☆ 軽減税率制度と対策補助金の説明会…宇治税務署 

☆ 京都創造者大賞 2019 応募募集中………京都府  

☆ 関西外食ビジネスウィーク2019…インテックス大阪 

☆ コミュニケーション活性化講座…中小企業大学校関西校 

新たな時代「令和」に期待 
 

座談会 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

令和記念特集 

 
 

 
(公社)京都府茶業会議所    宇治商工会議所     (公社)宇治市観光協会 

副会頭 堀井長太郎 氏   会頭 山本 哲治 氏    会長 中村 藤吉 氏 
（㈱堀井七茗園）      （㈱花屋敷浮舟園）        （㈱中村藤吉本店） 

 

 

新元号の幕開けにあたり、「令和」はどんな時代になるのでしょうか。 

宇治市の産業界を代表する御三方にお集まりいただき、その展望を語っていただきました。 
 

Q.平成をふり返り、どのような時代でしたか？ 

 

中村：平成 2 年に宇治市は、「宇治茶と源氏物語のま

ち」として全国発信され、平成 10 年には宇治市源氏

物語ミュージアムが完成し、源氏物語宇治十帖の展開

で様々な行事が行われました。平成 24 年秋からは、

平等院鳳凰堂の平成の大修理が行われ、観光客数は、

平成 24 年度 472 万人が、平成 25 年度 395 万人と大幅

に減少しました。しかし平成 26 年 4 月に 18ヶ月に及

んだ大修理が完了し、観光客数は、26年度 520 万人に

と急激に増えました。平成の始まりは、観光客数 377

万人と今から思えば非常に寂しく映りますが、宇治観

光にとってプラス要素も多く、最後は国内外から多く

の観光客を迎えることができました。 
また、平成 25 年には、宇治川の鵜飼で活躍する鵜が

卵を産み、日本初の人工ふ化に成功したことでオンリ

ーワンの事業が始まりました。 

 

堀井：宇治茶だけでなく、日本の茶業界が大変革した

30 年であったと思います。平成のはじめに、ペットボ

トルのお茶が登場し、日本人が従来、急須で淹れたお

茶を飲む習慣からの大転換になりました。それは、リ

ーフの需要減にも繋がり、生産者の意欲が衰えてきた 

  
時代でもありました。その反面、お茶がスイーツなど

の原料として使われるようになり、特に宇治茶業界

は、もともと抹茶という強い武器があったわけです

が、抹茶が平成 10年以降、特にここ 10年、国内外か

らの抹茶ブームにより凄く売れるようになりました。 

 
山本：平成は、大きな地震が何度もあり、近年は地球

温暖化の影響か台風などの被害も増えていますが、そ

んな平成時代を乗り越え、無事、令和の時代を迎えら

れることは嬉しい限りです。 

宇治市の観光客は、平成 26 年度以降、5 年連続 500

万人を超えました。インバウンドを含め、観光客に沢

山お越しいただき、私どもの旅館業界にとっては、あ

りがたい時代でした。 
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Q.令和時代に新たに取り組みたいこと、または継

続していきたいことは何ですか？ 

 

山本：まず、第 1に期待することは、6月から（仮称）

宇治市中小企業サポートセンターが宇治市産業会館

で本格稼動します。市と商工会議所が一体となり市内

産業の振興を図ることで、企業への支援が効果的に行

われるものと期待しています。特に、製造業に対して

は、企業訪問を実施、それぞれの経営課題や要望をお

聞きしながら、公的支援制度や関係支援機関の紹介、

市の関係課との調整を行うほか、製造業に詳しい専門

家を配置して支援の充実を図りたいと考えています。 

自分の商売としては、特に元号が変わっても昔のまま

の商売を丁寧にやって行きたい。ただそれだけです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中村：1つ目は、人口ふ化で産まれた鵜（うみうのウ

ッティー）達で、国内で長く途絶えている、追い綱を

使用せず鵜を川に放ち、自由に魚を捕獲させる「放ち

鵜飼」を観光資源に育てていきたいと思います。2つ

目は、天ヶ瀬ダムを活用して、宇治東部の周遊観光推

進を図る「宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり計画」が

現在進行しております。また、国史跡宇治川太閤堤跡

に建設される宇治と宇治茶について学べる「（仮称）

お茶と宇治のまち歴史公園」が令和 3年に完成予定で

す。これらをふまえ宇治市全体で周遊することを今後

考えていきたいです。一点集中型の観光では、消費額

も伸びていきません。できるだけ沢山の時間を宇治で

費やしていただく事に焦点を当てて取り組んで行き

たいです。これに加えて、宇治といえば宇治茶なので、

茶業界とも連携しながら宇治茶の文化をより国内外

に広め「宇治茶ブランド」を確立し、観光の 1つの柱

にして広報していきたいです。             右段へ続く 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
堀井：茶業会議所は、流通業者と生産者団体で成り立

っています。その中でも煎茶と抹茶、それぞれに扱っ

ているものが違います。「流通だけが良くて、生産者

が大変」「抹茶が良くて煎茶は大変」ではなく、どち

らも両立できるよう、業界全体が盛り上がっていくよ

う支援して行かなければならないと思います。宇治に

は昔から高品質で他の産地に負けないお茶づくりを

されている方が沢山おられます。 

高品質な原料を元にして、業者が成り立っているわけ

ですが、今後も「他の産地に負けないどのお茶の種類

でも追随を許さないお茶づくり」があれば、ずっと存

続していけると思います。 

お茶は、薬として日本に 800 年前に伝えられ、近年に

なってお茶の成分のカテキンが健康面に良いと言わ

れていますが、さらに、ポリアミンという物質がアン

チエイジング効果のある成分ではないかと言われて

いて、今年から 3 年計画で京都府で研究いただくこと

になっています。そのポリアミンは宇治独特の覆下栽

培のお茶に多く含まれるとされ、この研究が立証され

れば、宇治茶の良さ、高級宇治茶の覆下栽培が再び脚

光を浴びるのではないかと期待しています。 
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宇治市長   山本 正 
 

このたびの歴史的な改元により、平成の時代が幕を

下ろし、5月 1 日より新たに「令和」の時代が始まり

ます。新しい時代の天皇陛下のご即位を、心よりお祝

い申し上げます。さて、私たちが歩んできた平成とい

う時代を振り返りますと、日本列島が大きな災害に見

舞われた時代であり、本市においても多くの災害を経

験しました。また、パソコンや携帯電話の発達、また 

 

Q.令和の時代のそれぞれの業界について、期待する

ことは何ですか？ 

 
堀井：お茶は 800 年前に中国から日本に伝えられまし

た。それを幹として 600 年前に抹茶ができ、300 年前

に煎茶を永谷宗円が考案、200 年前に宇治で玉露が誕

生しています。平成に入るとペットボトルのお茶が販

売されるなど、それぞれ枝葉として広がりを見せてい

ますが、幹であるお茶はずっと今の時代まで続いてい

ます。現在は、抹茶がスイーツやお酒などにも使用さ

れ、目を向けられていますが、今後、玉露や煎茶を活

用して、業界で何か新しいヒット商品を開発し、発信

できるものが出来れば、ますます宇治の茶業界や、日

本の茶業の裾野が広がって行くのではないかと期待

しています。 

 

中村：東京オリンピック・パラリンピックや大阪万博

の開催を起爆剤にして、海外からより多くの観光客に

お越しいただければと思います。イベント開催中は新

しい顧客にも宇治を積極的にＰＲし、インバウンド観

光客に向けた、イベントや多言語・キャッシュレス対

応、ＳＮＳを活用した発信に取り組みたいです。 

さらに、宇治市と連携を密にしながら、お茶の京都Ｄ

ＭＯ、京都市、亀岡市、舞鶴市との広域的な広報活動

を進めてまいります。 

 
インターネット等の急速な普及などＩＣＴの発達で

私たちの暮らしは豊かになった時代でもありました。

新しい元号となる「令和」は、「人々が美しく心を寄

せ合う中で文化が生まれ育つ」という意味が込められ

ていると伺っております。本市におきましても、「令

和」という希望に満ちた新しい時代を迎えるにあた

り、改めて地方自治の原点に立ち返り、常に市民を最

優先に、市民の命を守り、人を大切にするという考え

方のもと、「第 5次総合計画第 3 期中期計画」に目指

す都市像として定めている「みどりゆたかな、住みた

い、住んで良かった都市」の実現に向けて、施策のさ

らなる推進を図ってまいりますとともに、地方自治の

担い手として、持続的に発展する魅力ある宇治市を目

指し、皆様と心を寄せ合い、美しい文化を皆様ととも

に紡いでまいりたいと考えております。 

結びに、市民の皆様のますますのご健勝、ご多幸を心

から祈念申し上げ、改元にあたってのご挨拶といたし

ます。 

 
 

 
山本：少子高齢化による人手不足の懸念もあります

が、企業やお店によって人手不足を理由に商売が縮小

しないためにも、働き手に選ばれる企業になる自助努

力をすることで、人手不足の解消は無理なことではな

いと思います。私の旅館の 3名の新卒社員にも、働き

続けてくれることを願うだけです。 

観光面では、京都の観光地は、外国人で溢れていて、

観光もままならないという話も聞いております。いつ

までもインバウンドに頼っていると、京都離れが少し

心配ですが、令和 5年には、ＪＲ奈良線の複線化が完

成します。それによって京都府南部の市町村に、多く

の新しい観光客が来て下さることを期待しています。 

 

 

 

4 月 21 日に、御三方にお集まりいただき、新元号『令

和』に向けて展望を語っていただきました。宇治市は

“世界遺産”“宇治茶”“源氏物語”といった世界に誇

れる観光資源や宇治川を中心とする自然景観などを

有し、多くの人々を惹きつけることができる街です。 

今後も市民や事業者が、未来に希望を持てるよう、す

ばらしい宇治の発展のため、宇治市の産業界も共に手

をとって活動を進めてまいります。 
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おかげさまで 500 号 
 

宇治商工会議所 所報 
 

 宇治商工会議所所報は、昭和 52 年 9 月に「商工会議所月報」第 1号を創刊

して以来、平成 5年 4月から「シーアイ」そして、平成 14 年 1 月から現在の

「所報www.ujicci.or.jp」に名称と誌面構成を変更し、42年間に亘り発行を重

ね、ここに創刊第 500号を迎えることができました。 

 所報は、会員の皆様と商工会議所を結ぶ重要なツールとして、商工会議所

が取り組む中小企業支援施策から行政施策、時事関連記事までをいち早く伝

え、企業の発展に寄与することを目的に努めてまいりました。 

 これからも誌面内容を充実させ、分かりやすい広報を目指し発行してまい

りますので、よろしくお願い致します。 

  

 

宇治商工会議所Webページに

は、新着情報を随時更新して

いますので、是非ご活用くだ

さい。 

 

――― 福冨 頌子 

｢小規模事業者持続化補助金｣公募スタート！ 
 

経営支援 
 

 2 月 7 日に国会で可決された平成 30 年度第 2次補正予算により、日本商工

会議所では、地域の原動力となる小規模事業者の活性化を図るため、経営計

画を商工会議所と一体となって作成し、計画に基づいて実施する販路開拓等

の取り組みに対して、50 万円を上限に経費の 3分の 2 を補助する「小規模事

業者持続化補助金」の公募を開始しました。 

 宇治商工会議所では、この制度を活用した経営の持続化を図るための取り

組みを支援してまいりますので、ぜひご相談ください。 
  

対 象 者 小規模事業者（常時使用する従業員数が下記の事業者） 

対 象 者 ・卸売業・小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業以外) 5 人以下 

対 象 者 ・サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他 20 人以下 

対象事業 経営計画に基づき、商工会議所の支援を受け実施する販路開拓等に

対象事業 よる経営の持続化を図る事業（例：広告宣伝、集客力を高めるため

対象事業 の店舗改装、展示会等への出展、ITを活用した広報や業務効率化等） 

対象経費 機械装置等費、広告宣伝費、展示会出展費、専門家謝金等 

補助金額 上限 50万円(補助率 2/3) 

申込締切 ６月１２日(水) 当日消印有効 

提 出 先 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 事務局 

補 助 率 （東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-11-8 ℡03-6447-2389） 

  

小規模事業者持続化補助金

の詳細については、同補助金

特設 Web ページ(https://h3

0.jizokukahojokin.info/)

をご覧ください。 

 

 

申請される方は、経営計画の

作成や申請書類等の事前準

備が必要となりますので、お

早めに宇治商工会議所商工

課（TEL23-3101）までご相談

ください。 

 

――― 佐々木伸治 

シニア・高齢者向け企業説明会開催 
 

宇治・久御山合同 
 

 宇治商工会議所では、宇治市、久御山町にある企業の強みや魅力を発信し、

求職者とのマッチングの機会を提供することで、当該エリアの中小企業の人

材確保と求職者の地元への就職サポートを目的に、「宇治・久御山合同 シニ

ア・高齢者向け企業説明会」を開催します。参加を希望される事業所は、お

気軽にお問合わせください。 
  

開催日時 ６月２０日(木)14：00～16：00 

開催場所 宇治市産業会館 1階多目的ホール 

募集企業 12 事業所を予定 

参 加 料 無料 

対象求職者 概ね 55歳以上の一般求職者 

共 催 宇治市・久御山町・久御山町商工会・ハローワーク宇治・宇治商工会議所 

  

申込み・問合わせは、宇治商

工会議所業務課（TEL23-310

1）まで。なお、募集枠を超

える場合は抽選になること

がありますのでご了承くだ

さい。 

 
――― 澤本 匡人 

独占禁止法相談ネットワークを開設 
 

取引環境 
 

 独占禁止法は、私的独占やカルテル・入札談合などの不当な取引制限、不

公正な取引方法を禁止し、公正かつ自由な競争を促進するための法律です。 

 すべての事業者に適用されますが、とりわけ中小事業者にとっては、取引

先の不当な行為から自社を守ってくれる法律です。公正取引委員会と商工会

議所では、「独占禁止法相談ネットワーク」を組織、独占禁止法に関する身近

な相談窓口を設置しています。 

 「取引に関係のない商品を購入させられた」「発注を受けるときはいつも口

頭」「注文を受けた後に値引きされた」など独占禁止法に関する困りごとや、

疑問・質問があるときは、商工会議所(TEL23-3101)までご相談ください。 

  

「独占禁止法相談ネットワ

ーク」の詳細は公正取引委員

会 Web ページ（http://www.j

ftc.go.jp/soudan/madoguch

i/soudan-net.html)をご覧

ください。 

 

――― 釜山 昌之 
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新会長に小永井宏子さんを選任 
 

女性会通常総会 
 

 宇治商工会議所女性会は、4 月 23 日に参加者 24 名

で通常総会を開催。役員改選では、5期 10 年にわたっ

て女性会発展にご尽力いただいた通円道江会長が勇退

され、新会長に小永井宏子さんが選任されました。 

 小永井新会長は「皆様のご協力を賜りながら新しい

時代の幕開けに心機一転、女性会事業に邁進いたしま

す。」との決意を述べられました。総会終了後は、京都

信用金庫宇治支店菱田支店長を講師にお招きし、「やさ

しい相続」をテーマに記念講演会を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

小永井宏子 新会長 

 
  

新役員は次の通り<敬称略> 
  

会 長 小永井宏子（新任） 

副会長 北村賀津子（再任） 

副会長 辻川ヒデ子（再任） 

副会長 保 田 美 幸（新任） 

監 事 通 円 道 江（新任） 

監 事 下口カツ子（新任） 
  

――― 平尾 知美 

米国での第2回物産展に向け個別商談会を開催！ 
 

参加事業者募集 
 

宇治商工会議所では、2019 年 1 月に米国日系スーパー「MARUKAI CORPORAT

ION」と連携開催した『Find Japan 京都フェア』が好評であったことから、

第 2回開催に向けた『個別商談会』を 7月 17 日・18 日の 2日間実施します。 

初開催の前回は、44 事業者・約 500品が採用となり、うち約 7割の事業者

に対して、フェア後の継続取引の意向を獲得する結果となっています。国内

買取決済、輸出手続サポートも充実し、初の海外展開を目指す方でも取り組

みやすくなっておりますので、ぜひご参加ください。 

  

個別商談会の詳細･申込み

は、中挟み紙面 8頁をご覧く

ださい。 

 

――― 稲田 将人 

 

台湾の公益大使に就任、国内1号店もオープン！ 
 

チャチャ王国のおうじちゃま 
 

チャチャ王国のおうじちゃまは、この度、台湾デビューを兼ねた物産展で

連携した家樂福（カルフール）より、物産の交流はもとより、台湾の子供達

への食育の推進活動への連携を主旨に『家樂福公益大使』に任命されました。 

任命式に出席したおうじちゃまは、あわせて家樂福本社に、台湾で活躍す

るブロガーを招待し、現地の方々により深く理解と愛着を抱いていただける

よう“宇治市・宇治茶講座”を開催するとともに、台中・新光三越に於いて

は、物産展に出展中の“茶茶小王子ショップ”でのおもてなしの活動も実施

するなど関係各社やインフルエンサーとの継続的な連携を深めています。 

また、4月 20日には、京都嵐山・嵐電「嵐山駅」に国内 1号店となる公式

ショップがオープン、宇治茶とともに宇治観光 PRも開始しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

――― 坊 美知 

レトロな市場「大阪屋マーケット」で出店 
 

チャレンジショップ 
 

宇治橋通り商店街にある大阪屋マーケットにおいて、4 月 20 日に空きテナ

ントスペースを活用し、チャレンジショップ 12店が出店し、抹茶石鹸やオリ

ジナルキャラクターグッズ、天然酵母パン、市内産の野菜などを販売しまし

た。また、音楽ライブやシネマ上映会も同時開催されました。三線やギター

の音楽ライブでは、商店街を歩かれている方々が足を止め、熱心に聞き入っ

ておられたほか、市場シネマでは映画「笠置 ROCK！」が上映されると多くの

方が鑑賞されていました。観光客も地元の方々も、昭和の雰囲気が残る大阪

屋マーケットに立ち寄られ、地域のイベントを満喫されました。次回は 5 月

25 日(土)10 時から 16 時の開催予定ですので、ぜひご来場ください。 

次回、出店を希望される方は、5 月 9 日(木)までに、宇治商工会議所 商工

課(TEL23-3101)までお問合せください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪屋マーケット内の様子 

 

――― 西江 将就 

第 55回ゴルフコンペ 5月 17 日に開催 
 

ゴルフ同好会「楽らく会」 
 

 宇治商工会議所ゴルフ同好会「楽らく会」では、第 55回ゴルフコンペを開

催します。参加できる方は、ゴルフ同好会「楽らく会」メンバーの方に限ら

れていますので、当商工会議所の会員でゴルフを愛好されている方は、ぜひ

この機会にゴルフ同好会にご入会いただき、ご参加ください。 

開 催 日 ５月１７日(金) 

開催場所 宇治カントリークラブ 

参 加 費 3,000円 

プレー費 12,500円（キャディ･昼食付） ※個人的支出は各自別途精算 

申込締切 5 月 7 日(火) 

  
 

問合わせは、宇治商工会議所 

業務課（℡23-3101）まで。 
 

 ――― 中村真由美 
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団体・委員会・商店街活動 
 

4 月開催 
 

写真同好会「かわせみの会」（太田利三会長、城島健治副会長、山田悦夫副会長） 

4 月 8日開催：平安神宮の大鳥居や南禅寺の水路閣をはじめ、岡崎周辺の寺

社仏閣と、満開の桜の撮影会を行いました。6名参加。 

平等院表参道商店会総会(山田幹之会長、会員数 34名) 

 4 月 15 日開催：役員改選では現執行部を再任。今年度は、平等院特別夜間

拝観ライトアップ事業への協力をはじめ、地域住民を交えた地区まちづく

り計画策定に向けて“平等院表参道まちづくり協議会”に引き続き積極的

に事業参画されます。 

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) 

 4 月 18 日開催：塔の島改修工事の進捗状況やＧＷ期間中の安全管理や大型

重機類の駐機位置、府立宇治公園内安全防止柵付近の注意看板設置につい

て協議しました。 

宇治源氏タウン銘店会総会(池本将孝会長、会員数 17名) 

 4 月 18 日開催:役員改選では、4年間会長を務められた徳田裕之氏に代わっ

て池本将孝氏が、副会長には通円祐介氏と松林俊幸氏が就任。今年度は、

周辺社寺仏閣との連携強化を図るとともに、ＳＮＳを活用した会員店舗紹

介とフォトコンテストを開催し、商店会の魅力発信に取り組まれます。 

宇治商工会議所青年部通常総会(藪内信幸会長、会員数 42名) 

 4 月 19 日開催：「ＭＯＶＥ～感動からうまれる原動力～」をスローガンに、

会員一人ひとりが情熱を持って自分たちの地域を愛し、創意と工夫をこら

して行動する青年部を目指し、地域の発展に繋がる事業に取り組みます。 

異業種交流グループ「鳳凰会」解散パーティー(森下省三代表幹事、会員数 5名) 

 4 月 25 日開催：平成元年に発足した鳳凰会は、昨年 5 月をもって解散しま

した。30 年間の活動を支えていただいた方々にお集まりいただき、記念誌

｢平成とともに｣の完成報告と解散パーティーを開催しました。18名参加。 

  

 

 

 

 

 

 
宇治川改修対策特別委員会 

 

 

 

 

 

 

 
青年部 通常総会 

 

 
 

 

 

 

 

 
異業種交流グループ「鳳凰会」 

宇治商工会議所で行う検定試験  
5・6 月受付分 

 

簿記検定試験・・・・・・試 験 日 6 月 9 日(日) 
 申込期間 ～５月１７日(金) 

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

珠算検定試験・・・・・・試 験 日 6 月 23 日(日) 

 申込期間 ～５月２３日(木) 

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

ビジネス実務法務検定試験・・・・・・試 験 日 6 月 30 日(日) 

 申込期間 ～５月１７日(金) 

 受 験 料 2級 6,480円、3級 4,320円 

リテールマーケティング検定試験・・・・・・試 験 日 7 月 13 日(土) 

 申込期間 ５月１３日(月)～６月２１日(金) 

 受 験 料 2級 5,660円、3級 4,120円 
  

ビジネスマネジャー検定試験・・・・・・試 験 日 7 月 14 日(日) 

 申込期間 ～５月３１日(金) 

 受 験 料 6,480円 

 簿記・珠算・リテールマーケ

ティング検定は、宇治商工会

議所窓口でお申込みくださ

い。簿記検定は、宇治商工会

議所Webページ（http://www.

ujicci.or.jp/license/）か

らも申込めます。 

 

ビジネス実務法務・ビジネス

マネジャーの申込みは、東京

商工会議所のWebページ(htt

p://www.kentei.org/)また

は、検定申込センター(TEL03

-3989-0777)になります。 

 

――― 福冨 頌子 


