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☆ 人口知能・IOT技術のビジネスを守る知的財産セミナー…京都発明協会 

☆ あなたの事業の魅力発信セミナー…京都産業21  

☆ 知恵産業経営大会2019…………京都商工会議所 

☆ 実践的仕事管理術セミナー…中小企業大学絞関西絞 

平成 30年度 事業報告・収支決算を承認 
 

令和元年度 第 1 回通常議員総会 
 

 宇治商工会議所は、6月 24日に令和元年度第 1回通常議員総会を開催し、

平成 30 年度事業報告並びに収支決算が原案通り承認されました。 

 平成 30年度は、新たな産業振興の方向性と、今後の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」を平成 31 年 3月に策定したほか、

地域産品販路開拓支援事業や市内共同販促事業等の会員事業所支援について

も積極的に推進いたしました。主な事業は以下のとおりです。 
  

３月に「宇治市産業戦略」を策定 

 産業連関表を活用して産業構造の特徴を分析し、宇治市の強みを生かした

産業振興策や、創業支援、企業誘致といった新たな産業振興の方向性を示す

「宇治市産業戦略」を 3月に宇治市と連携して策定しました。本年度は、こ

の産業戦略の施策遂行の拠点として開設された「宇治ＮＥＸＴ」の一員とし

て、宇治市や外部専門機関と十分に連携し、この産業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推進してまいります。 
  

地域産品販路開拓支援事業・観光インバウンド推進事業 

 百貨店等の催事出展に延べ 130 日間、111 事業所が参加されたほか、首都

圏等での大規模展示会への積極的な参加で、会員事業所に商談の場を提供し

販路拡大を応援しました。新たな取り組みとして、台湾に 104 店舗を展開す

るフランス系食品スーパー「カルフール」での物産展や、アメリカの老舗日

系スーパー「ＭＡＲＵＫＡＩ」西海岸地区 11 店舗での“京都フェア”を初開

催し、中小・小規模事業者の海外販路開拓を強力に支援しました。また観光

インバウンド推進事業では、台北開催の「Touch The Japan2018」や、バンコ

ク開催の「タイ国際旅行博 2019」に宇治市観光協会やＤＭＯ等と共同出展し、

宇治市への観光客誘客に向けて強力にプロモーションしました。 
  

市内共同販促事業・ご当地キャラクター活用事業 

 新たな共同販促事業として、2 月に参加 205 店舗で実施した「こすって当

てよう！宇治ラッキースクラッチＳＡＬＥ」では、手軽なスクラッチカード

を活用して、全市的な販促機運の高揚を図るとともに、地域に密着した市内

事業者の店舗を消費者に強くアピールできる機会を提供。参加された消費

者・事業所の双方から好評を得ることができました。 

 ご当地キャラクター「チャチャ王国のおうじちゃま」を活用した事業では、

台湾企業と連携した海外公式ショップを、台湾(台北・日月潭)と中国(成都)

に 3店舗オープン、地域産品や宇治観光ＰＲに大きな効果を発揮しました。

また、3冊目となる個店紹介パンフレット“三室戸・黄檗・木幡おさんぽ帳”

も新規顧客の掘り起こしが期待でき、今後も地域活性化の重要なツールとし

て｢チャチャ王国のおうじちゃま｣を活用していきます。 
  

◇  ◆  ◇  ◆  ◇  ◆  ◇ 
  

 平成 30年 3月の「経営発達支援計画」認定取得以降、小規模事業者の持続

的な発展を効果的に支援するため、事業者に寄り添い企業経営を応援する「伴

走型支援」を積極的に推進。厳しい経営環境に直面する小規模事業者が持て

る力を最大限に発揮できるよう支援に努めてまいりました。宇治商工会議所

では、本年度も会員事業所の持続的な発展に向けて中小企業応援隊事業や小

規模事業経営支援事業を積極的・効果的に取り組んでまいります。 
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平成 30 年度事業報告の詳細

は、商工会議所 Web ページ(h

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

nnai/keikaku-houkoku.htm)

をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 
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。 
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ご冥福をお祈り申し上げます 
 

太田常議員ご逝去 
 

宇治商工会議所常議員の太田壱将氏（丸五醤油醸

造有限会社取締役会長）が 6月 19日にご逝去されま

した。 

故人は、平成元年 8 月に商工会議所議員に就任さ

れて以来、30 年間にわたり役員を務められたほか、

商業部会長や槇島地区副委員長などを歴任され、長

年にわたり当商工会議所の運営や地域の振興発展に

ご尽力されました。ここに慎んでご冥福をお祈り申

し上げます。 

 

 
 

｢こっきん一日公庫｣で早めの資金手当を！ 
 

金融特別相談 
 

宇治商工会議所では、夏期事業資金の調達を支援するため、日本政策金融

公庫京都支店と共催で金融特別相談会「こっきん一日公庫」を開催します。 

当日は、日本政策金融公庫担当職員が当商工会議所で面談しますので、京

都市内の公庫支店まで出向いていただく必要はありません。今夏の資金手当

てをお考えの方は、お気軽にご相談ください。 
 

開催日時 ７月２３日(火) 10：00～ 

開催場所 宇治商工会議所 

申込締切 ７月１７日(水) ※事前申込みにより面談時間を個別に設定します。 

融資制度 一般貸付（限度額：4,800万円） 

返済期間 運転 7年 設備 10 年 

利  率 1.16～2.45％（令和元年 6月 3日現在） 

必要書類 法 人：最近 2期分の決算書一式、直近の試算表、商業登記簿謄本 

     個 人：最近 2期分の確定申告書・青色（または白色）決算書 

     共 通：借入金の返済予定表等の関係書類、設備資金の場合見積書 

問合わせ 宇治商工会議所商工課（TEL23-3101） 

 宇治商工会議所では、無担

保・無保証人のマル経融資の

相談も随時受付けています。 
 

【マル経融資】(6/3 現在) 

限度額 2,000 万円 

無担保・無保証人 

期 間 運転 7 年 設備 10年 

利 率 1.21％（※） 

※宇治市利子補給制度により

借入当初 3 年間、支払利息

（上限:年利 1.4％）分相当

額が還付されます。 

 

―――佐々木伸治 

｢宇治地域クラウド交流会｣ ７月１１日開催！ 
 

創業支援 
 

 宇治商工会議所では、宇治市、京都信用金庫と連携し、起業家への支援を

通じて地域の人的ネットワークを広げ、産業の育成や地域活性化へ繋げるこ

とを目的とした｢第 4回宇治地域クラウド交流会｣を開催します。この事業は、

市内で創業された 5 名の起業家が自身の事業についてプレゼンし、参加者か

らの最も応援したい起業家への投票数に応じて、商品券が贈られる「交流会

型クラウドファンディング」です。毎回 200 名前後が参加され、地域の人的

ネットワークを広げる絶好の機会となっていますので、ぜひご参加ください。 
 

開催日時 ７月１１日(木)18：30～20：30 

開催場所 宇治市生涯学習センター (参加費 1,000円) 

関 連 イベント クラウド勉強会 (17:30～18:15 参加費無料) 

｢かばきちが語る 京都人的ネットワーク｣ 

講師：株式会社西山ケミックス 代表取締役 森 豊 氏 

問合わせ 宇治商工会議所商工課 (TEL23-3101)  

 申込みは不要ですが、宇治地

域クラウド交流会の faceboo

k(https://www.facebook.com

/events/403319073857854/)

へ参加表明いただきますと幸

いです。 

 

17:30 からの｢クラウド勉強

会｣では、普段聴くことができ

ない地元企業の方の貴重なお

話もありますので、ぜひご参

加ください。 

――― 佐々木伸治 



www.ujicci.or.jp 令和元年 7月 1日発行 第 3種郵便物  3 

 

（敬称略・順不同） 

宇治市プレミアム付商品券 取り扱い店舗募集 
 

7 月 1 日開始 
 

宇治市では、10 月に予定されている消費税率引上げが子育て世帯や住民税

非課税者の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚

起・下支えすることを目的としてプレミアム付商品券を発行されます。 

宇治商工会議所では、プレミアム付商品券発行事業を受託し、この商品券

を利用できる取扱店舗を 7月 1日から募集します。 

【募 集 対 象】宇治市内に店舗のある物品販売店、小売店、飲食店、旅館・

ホテル、観光施設、その他サービス業を業とする事業者（法

人・個人は問いません） 

【発行想定額】約 7億円 

【利 用 期 間】令和元年 10月 1日(火)～令和 2 年 3 月 31 日(火) 

【換金手続き】月末締切、翌月末入金  ※換金手数料は、無料 

  

宇治市プレミアム付商品券の

取扱店舗募集の詳細･申込み

は、中挟み紙面 5 頁をご覧く

ださい。 

取扱店舗の申込みはプレミア

ム商品券専用Webページ(http

s://premium-gift.jp/uji/）

からも可能です。 

 

――― 釜山昌之 

ご受章おめでとうございます 
 

令和元年度宇治商工会議所表彰式 
 

 6 月 24 日開催の令和元年度第 1回通常議員総会において、永年に亘り商工

会議所の運営に貢献いただいた役員・会員や会員事業所に永年勤続され成績

優秀な従業員の方に対して、山本会頭より表彰状と記念品が贈られました。 
 

 

功労者(12 年以上役員及び議員の職にある者)1 名     

 奥村 進 

功労事業所(会員として 25年以上在籍する事業所)23 事業所 

㈱安井工務店、㈲日進レンタカー、㈱H.Mfactory、橋詰藍友禅、国鶴 

川魚専門店 しお冨、㈲草木工務店、工房 作玖礼、中華料理 賛否両論 

メルモソーイング、㈱エルベ、深尾電工、きもの処 孝悦、㈱ロジック 

㈲シー･エイ･ワーク、洛陽プラスチック㈱、ハウザー食品㈱、㈱ミノル 

日本タブレット㈱、カフェテラス PATIO、秀峰自動機㈱、㈱ユーサイド 

INOUEテニスアカデミー 

優良従業員(20 年、30 年、40 年以上勤続され成績優秀な方)4 事業所 50名 

ユニチカ㈱宇治事業所 20 年勤続 30名 30 年勤続 13名 40 年勤続 2名 

㈱大原総合花き市場 30 年勤続 2名 

㈱上條精機 30 年勤続 2名 

SEAVAC㈱ 30 年勤続 1名 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受章された皆さま 

 

――― 中村真由美 

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 
 

･㈱イトウハウジング 宇治半白 不動産売買・仲介 

･㈱カナヤマ建設 伊勢田町中ノ荒 建設業 

･喫茶アーム 宇治妙楽 喫茶店 

･京阪重量 宇治若森 機械の搬入・搬出 

･㈱SAKAI 工務店 大久保町旦椋 建設業 

･Jointevo（合同） 羽拍子町 製品開発支援 

･㈲たき川旅館本館 下京区東洞院花屋町 旅館業 

･トンネルカフェ 宇治乙方 カフェ＆ギャラリー 

･NovaNexus㈱ 木幡御蔵山 コーヒー豆輸入販売 

･㈱ピー・ブロス 槇島町本屋敷 遊技機販売業 

･松岡工業 大久保町平盛 配管工事 

･㈱まるごと食品 広島市中区大手町 食品卸 

･山城災害復旧協会 槇島町大川原 （敬称略・五十音順） 
 

  

6月24日開催の常議員会で承

認をいただいた2019年4月か

ら 6 月までの新規ご入会事業

所の皆様です。 

 

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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退職・入所職員をご紹介します 
 

事務局人事 
 

このたび 6月末日をもって、宇治商工会議所を 

退職いたしました。 

入所以来 4 年間、勤めることができましたのは 

会員の皆様に温かく支えていただいたお陰と、厚 

くお礼申し上げます。 

 本当に有難うございました。 

          商工課主事 小西 祥太郎 

                      

7月 1日から、宇治商工会議所商工課に入所す 

ることになりました｢川﨑｣と申します。 

初心を忘れることなく、皆様のお役に立てるよ 

う毎日努力いたします。どうか宜しくお願いいた 

します。 

商工課主事補 川﨑 賢 

  

H27 年 4 月に入所 

在職中は、建設部会や大久保

地区委員会を担当したほか、

マル経融資斡旋業務に従事し

ました。 

 

 

販路拡大支援事業や京都宇治

土産.com事業等を担当します。 

 

会員の皆様、どうぞよろしく 

お願いします。 

伸びる,儲かる,店と会社の価格戦略 
 

消費税軽減税率対策セミナー 
 

 消費税率引上げと軽減税率制度の導入に向け、最新の行動経済学理論をベ

ースにした価格戦略について解説いただきます。是非ご参加下さい。 

開催日時 ７月２４日(水) 14：00～16：00 

開催場所 宇治商工会議所 １階 多目的ホール 

  

詳細・申込みは、中挟み紙面

6 頁をご覧ください。 

宇治商工会議所の団体活動  
6 月開催 

 

京都宇治ご当地グルメ～宇治茶漬け～協議会総会(根来健司会長) 

 6 月 3 日開催：市内 17店舗で「宇治茶漬け」を販売しています。今年度は

新事業として販売店を巡るスタンプラリーを実施し、集客促進に努めます。

また、引き続き会員拡大を図っていくほか、各種イベントへ PR出店します。 
 

女性会（小永井宏子会長、北村賀津子･辻川ヒデ子･保田美幸副会長） 

6 月 14 日開催：関西商工会議所女性会連合会総会京都大会に理事 7 名が出

席。山田啓二前京都府知事による講演「今、女性が変わる関西から」を拝

聴ののち、交流会では京舞井上流家元 井上八千代氏による祝舞の鑑賞や、

京都市ジュニアオーケストラによる演奏を聴きながら懇親を深めました。 
 

宇治公衆衛生協会総会(古島健次会長､下口利治･日高良幸･中西行光副会長) 

 6 月 18 日開催: 今年度は、夏と冬の食中毒が多発する時期に会員事業所を

巡回指導し、食中毒予防に努めるほか、地域の環境美化活動や研修会を通

じて会員の衛生意識向上を図られます。 
 

青年部 OB 交流会(藪内信幸会長、若林和志交流委員長) 

 6 月 23 日開催：青年部 OBおよび会員 26名が参加し意見交換を目的に交流

会を開催し京都府青年部連合会事業や周年事業に向けた取り組み等を報

告。OBの方に現役時代に取り組んだ事業や経験を語っていただきました。 
 

南京都珠算連盟総会(奥西隆三会長） 

 6 月 23 日開催：今年度も会員相互の親睦を図る為、7/30 に鈴鹿サーキット

でレクリエーションを実施。また各塾でのそろばんコンクールを行います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

関西商工会議所女性会連合会 

総会京都大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青年部ОＢの話を聞く現役会員 


