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☆ 労働生産性向上推進事業補助金…府団体中央会 

☆ 就労環境改善サポート補助金……府団体中央会 

☆ 新型コロナウイルス感染症対策応援寄付金の募集について 

☆ 新型コロナウイルス感染防止対策徹底呼び掛けポスター…宇治 NEXT  

中小企業者等支援補助金 
 

京都府・補助金 
 

 京都府では、社会経済活動の維持に必要な“新型コロナウイルス感染症と

共存する新しい生活様式”に対応するため、感染拡大予防ガイドラインの趣

旨に沿った感染防止対策を補助する「中小企業等事業再出発支援補助金」や、

業務改善や売上向上につながる取り組みも補助する「中小企業者等緊急応援

補助金」を創設し、6月 16 日より申請受付を開始されています。 

①中小企業者等事業再出発支援補助金 

対象事業 店舗やオフィススペース・作業場の配置変更等に要する経費、検温

器やマスク・消毒スプレーなどの衛生用消耗品購入費 など 

補助上限額 10 万円 (補助率 10/10) 

②中小企業者等緊急応援補助金 

対象事業 ①の対象経費に加え、宅配やテイクアウトの導入に要する経費、チ

ラシ配布やホームページ改修に要する経費 など 

補助上限額 中小企業者       30 万円 (補助率 1/2) 

     小規模企業・商店街ほか 20 万円 (補助率 2/3) 

※中小企業者等事業再出発支援補助金の事業費が 10 万円以上の場合 

→10万円超える部分は中小企業者等応援補助金の補助率・補助上限額を適用。 

補助金は最大で、中小企業者 40 万円、小規模事業者等 30 万円となります。 

対 象 者 小規模事業者、個人事業者、中小企業者、商工団体等、病院、NPO 

事業期間 令和 2年４月１日(水)～８月３１日(月) 

募集締切 郵送：令和 2年９月１５日(火) 当日消印有効 

     W e b：令和 2年９月１６日(水) 9 時までに申請 

  

本補助金は事業を実施し、必

要経費の支払いを全て終了

してからの「事後申請」とな

ります。 

 

詳細・申請は、京都府の Web

ページ(http://www.pref.ky

oto.jp/shogyo/news/saisyu

patu.html)をご覧ください。

  

また、郵送での申請も可能で

す。要項・申請書は産業会館

1階でも配架しています。 

 

 

問合わせは、京都府事業再出

発支援補助金センター(TEL:

075-748-0303)まで。 

「事業継続支援金」創設 
 

宇治市・支援金 
 

 宇治市は、市独自の給付金として、幅広い業種を対象とした「事業継続支

援金」を創設。申請開始は 7月上旬を目途に調整中です。 

対 象 者 ①京都府休業要請対象事業者支援給付金、宇治市おうえん給付金を

受けていない、②ひと月の売上が前年同月比「15％以上」減少して

いる、③市内に事務所・事業所がある法人、住民登録が市内にある

個人事業主 

給 付 額 １０万円  ※全業種が対象となります 

問合わせ 宇治市産業振興課(TEL39-9621) 

  

詳細が決まり次第、宇治 NEXT

の Web ページ(https://www.c

ity.uji.kyoto.jp/site/ujin

ext/)に掲載いたします。 

 

特別家賃支援給付金 
 

政府・給付金 
 

 政府は、飲食店や小売店の店舗に限らず事務所等の賃料も対象となる「特

別家賃支援給付金」のオンライン申請受付の開始時期を調整中です。 

給付対象  テナント事業者のうち中小企業、小規模・個人事業者で 5 月～12

月において 1ヶ月の売上高が前年同月比で 50％以上減少か、連続す

る 3ヶ月の売上高が前年同月比で 30％以上減少している事業者 

給 付 額  申請時直近の支払月額家賃 6ヶ月分 

法人：月額上限額 50万円 (給付率：家賃の 2/3) 

個人事業主：月額上限額 25 万円(給付率：家賃の 2/3) 

※店舗が複数の場合、特例措置あり。(給付率：月額上限超過額の 1/3) 

法人：月額上限額 100 万円 、個人事業主：月額上限額 50 万円 

 申請には、賃貸契約書や売上

減少を証明する帳簿が必要

となる可能性が高いため、事

前の準備をお進めください。 

 

詳細が決まり次第、宇治商工

会議所 Webページ(https://w

ww.ujicci.or.jp/)の新着情

報に掲載いたします。 
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2019 年度 事業報告・収支決算を承認 
 

令和 2 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 2年度第 1回通常議員総会を開催し、

2019 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。 

 主な事業は以下のとおりです。 
  

６月に産業支援拠点「宇治ＮＥＸＴ」を開設 

 宇治市産業戦略に基づき、市内事業所を伴走支援するための産業支援拠点

「宇治ＮＥＸＴ」を 6 月、宇治市産業会館に開設。宇治市産業振興課と連携

し、市内製造業等の経営状況や要望を聴き取るための“市内企業訪問”や、

起業を考えておられる方々に起業を促す“うじらぼ～人×人の研究所～”の

実施等、年間を通じて市内事業所に有益となる事業を精力的に実施しました。 
  

地域産品販路開拓支援事業・ご当地キャラクター活用事業 

 百貨店等の催事出展に延べ 81 日間、64 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。特に海外は、台湾「カルフール」での物産展や、ア

メリカの日系スーパー「ＭＡＲＵＫＡＩ」での“京都フェア”を昨年に引き

続いて開催し、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。 

 ご当地キャラクター「チャチャ王国のおうじちゃま」活用事業では、台湾

企業と連携した海外公式ショップが新たに 8店舗オープン、国内外で計 12 店

舗となり地域産品や宇治観光ＰＲに大きな効果を発揮しました。 
  

◇   ◆   ◇   ◆   ◇   ◆   ◇ 
  

 現在、新型コロナウイルス感染症の影響で国内景気が急激に減速するなか、

宇治商工会議所では、国・府・市の補助金メニューやマル経融資制度を活用

して、中小・小規模事業者の感染症拡大予防や販促活動など、市内事業所の

事業再出発に向けた伴走型支援を積極的に行っております。今後も行政や関

係機関との連携を緊密にし、政府が進める国内旅行・飲食業・商店街での需

要喚起事業「ＧｏＴｏキャンペーン」等も活用して、市内経済回復のための

販促活動や観光客誘致プロモーションなどを強力に実施してまいります。 
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2019 年度事業報告の詳細は、

商工会議所 Web ページ(http:

//www.ujicci.or.jp/07anna

i/keikaku-houkoku.htm)を

ご覧ください。 

 

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 
 

 6 月 24 日開催の常議員会で承認の令和 2年 4月～6月にご入会された事業所の皆様です。 （敬称略・五十音順） 
  

事業所名 所在地 事業内容  事業所名 所在地 事業内容 

･And.m 木幡平尾 左官業  ･(同)一助 広野町尖山 解体工事 

･wolf 菟道山田 美容業  ･㈱ENA 開町 語学スクール 

･㈱エムコミ 城、寺田深谷 イベント企画立案  ･㈱大滝電機 広野町寺山 制御盤等製造 

･㈱岡村工業 槇島町薗場 解体工事  ･㈲小倉中村電機 小倉町南浦 家電販売 

･おそうじ本舗宇治大久保店 広野町西裏 ハウスクリーニング業  ･オフィス DOHI 大久保町旦椋 企業向け業務手順書企画 

･喫茶 坊ちゃん 広野町西裏 飲食店  ･㈲近畿機販 小倉町堀池 業務用食品機械販売 

･GOOD SUN 京、右京区西院 雑貨製造  ･㈱桑田商店 大久保町南ノ口 包装資材販売 

･㈱ケニヤ 京、上京区丸太町通 飲食店  ･㈱新日本建機 宇治野神 土木建築機械賃貸 

･タカ美装 大久保町井ノ尻 建築美装  ･㈲南條工房 槇島町千足 神仏具鳴物製造 

･㈱西谷堂 京、上京区今出川 和菓子製造  ･ニシムラ塗装 明星町一丁目 建設塗装 

･㈲バウコーポレーション 小倉町西山 動物病院  ･㈱ひらきアーキテック 開町 建設業 

･樋渡組 木幡南山 型枠大工  ･Food&Bar Gigio 木幡内畑 飲食業 

･ホームネット宇治 広野町尖山 建築業  ･村田商店 明星町三丁目 建築業 

･㈱ヤマト産業 槇島町一丁田 シロアリ駆除  ･悠々たいむ 小倉町南浦 マッサージ 

･らーめんつるぎ 広野町西裏 飲食店  ･ルミエール イリゼ 菟道平町 美容業 

新型コロナウイルス感染症特別貸付・新型コロナ

ウイルス対策マル経融資については、日本政策金

融公庫で検索か、下記のＱＲコードからご覧くだ

さい。 

新型コロナウイルス感染症に関する「業種別の感

染防止対策ガイドライン」については、内閣官房

で検索か、下記のＱＲコードからご覧ください。 
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商工会議所功労者や功労事業所を承認 
 

表 彰 
 

 6 月 24日開催の令和 2年度第 1回常議員会において承認されました永年に

わたり商工会議所運営に貢献いただいた役職員・会員事業所の方々です。 
                            （敬称略・順不同） 

功労者 12 年以上役員及び議員の職にある者 8 名 

 中川晴雄、関 順次、金丸公一、川嶋利春、植村敏和、吉田實子、杉本 剛、

南村康治 
 

功労事業所 会員として 25 年以上在籍する事業所 48 事業所 

セノマネジメントオフィス、㈲匠建装、楠岡義肢製作所㈱、睦備建設㈱ 

富士倉電設㈱、水口製作所、㈱アクロス、今村医院、㈲青木通信建設 

京料理 岡もと、タケダ工業㈱、廣寿堂、かわます、宇治柴舟㈲、村澤医院

㈲和泉工芸、福井針灸院、㈱サンケー商事、㈲ハッピーダム、中村菓舗 

㈲加藤製作所、㈲宇城彩菓庵ふくとく、㈱エスシーワークス･キタガワ 

㈱典座、平八鮓、㈲アルファテック、山口建設、(医)千照会 千原眼科医院 

エーシック㈱、大和動物病院、西川一工務店、㈱三光リース、一休堂 

㈱眞成生コンクリート、高田博史、㈲オプトサイエンス、森本工務店 

江田自動車鈑金工業、café&Restaurant ウィンベール、曽我産業㈱ 

エルガラン、アサクラ薬局、イデ・スペースデザイン、(名)都製粉所 

㈱旭商会、京都綜合警備保障㈱、㈱三浦建設、ウエスト･モウルディング 

 
  

 

 

また、会員及び特定商工業者

の従業員で永年勤務し、成績

優秀な方は、2事業所 46名お

られました。 

・ユニチカ㈱宇治事業所 

  20 年以上 14 名 

  30 年以上 28 名 

  40 年以上 3 名 

・㈱上條精機 

  30 年以上 1 名 

  

――― 中村真由美 

議員変更のお知らせ 
 

人 事 
 

 工業部会 2 号議員・関西電力送配電株式会社 京都支

社の人事異動により、高田 仁 氏の後任に佐々木克佳 

氏が就任されました。 

 

佐々木氏の経歴 

昭和 63 年 4月 関西電力㈱入社 

平成 30 年 6月 本店総務部総務グループリーダーに就任 

令和 2 年 6 月 京都支社京都南部地域統括部長に就任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

佐々木
さ さ き

 克佳
かつよし

 氏 

 

「宇治商工会議所の発展に微

力ながらではありますが、努

力して参りたいと存じます。

ご指導賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。」 

 

労働保険料等の申告・納付期限 8月 31 日まで延長 
 

労 務 
 

 令和 2 年度労働保険料等の申告・納付期限が令和 2年 8月 31日に延長され

ました。また新型コロナウイルス感染症の影響で事業に係る収入に相当の減

少があった事業主は、申請により労働保険料等の納付を 1年間猶予できます。 

【申告期限】 令和 2 年 8月 31 日 

【納付期限】 令和 2 年 8月 31 日(全期・第 1期) 

      ※なお延納(分割納付)の場合、第 2期以降の納期限は従来どおり 

【労働保険料送付猶予措置】  
以下の要件を満たすこと 

 ①新型コロナウイルスの影響で令和 2 年 2 月以降の任意の期間（1 ヶ月以

上）で、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね 20％以上減少している 

 ②一時の納付が困難で労働保険料等納付の猶予申請書が提出されている 

 

  

猶予対象となる労働保険料 

令和 2年 2月 1 日～令和 3年

1月31日に納付期限が到来す

る労働保険料等が対象。 

京都労働局に「労働保険料等

納付の猶予申請書(特例)」等

を郵送又は電子申請にて提

出してください。 
  

――― 澤本匡人 

■小規模事業者持続化補助金 

対象事業 小規模事業者が経営計画に基づき、商工会 

議所の支援を受けながら実施する販路開拓 

等による経営の持続化を図る事業。 

対象経費 機械購入費、広告宣伝費、展示会出展費 等 

補助金額 [一般型] 上限額 50 万円(補助率 2/3) 

     [コロナ特別対応型] 上限額 100 万円 

(事業内容により補助率 2/3または 3/4) 

申込締切 

[一般型] 第3回令和2年１０月２日(金)当日消印有効 

[コロナ特別対応型] 第 3回 ８月７日(金) 必着 

     ＊締切は複数回設定されます。 

■ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 

対象事業  革新的な製品・サービス開発又は生産プロ

セス・サービス提供方法の改善に必要な設

備・導入などを支援。 

補助金額 [一般型] 上限額1,000 万円  

小規模事業者(補助率 2/3)、 

中小企業(補助率 1/2) 

[コロナ特別対応型] 上限額 100 万円 

(事業内容により補助率 2/3または 3/4) 

申込締切 第 3 回 令和 2年８月３日(月) 17 時 

＊締切は複数回設定されます。 
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コロナ禍の仕事と生活にイキイキをもたらす６つのヒント 
～脳の使い方は変えられる～ 

 
コラム第 1 回 

 

第 1回「激変した生活もこころの持ち方しだい」 
 

新型コロナで生活が激変しました。テレワークで仕事をすることになり、

他の従業員がどのように仕事しているのか気になったり、就業時間を見張ら

れているような感じを持ったり、見えないところで仕事をしているのでマネ

ージメントをどうしたらいいか等、仕事の環境が変わったことで気になるこ

とが変わったと感じていませんか。 

          

 

 
＊ポジティブな面を探そう！ ＊声にだしてみよう！ 

 

人がストレス状態に陥ってしまうには順番があります。ストレスを乗り切

るためには、まずストレスの正体をつかむことが必要です。ストレスとは、

あるストレス要因（ストレス源）に対する心身のゆがみ・変化のことです。

人はストレスにさらされると、①最初に身体が適応できない状態がきます（シ

ョック期）。②次に、予防しようとします（反ショック期）。③最後に、スト

レスに耐えて適応しようとします（抵抗期）。④結果、ストレス要因と抵抗力

がバランスを崩しより心身が適応できない状態となります（疲弊期）。 

抵抗力を使わないといけ

ない反ショック期や抵抗期

は、エネルギーが必要とな

ります。この時のエネルギ

ーはマイナスのエネルギー

なので、楽しくありません。

マイナスのエネルギーを使

い続けると抵抗できなくな

り疲弊し、意欲がなくなり、

前向きになれません。自分

は今どの時期にいるのかを

チェックできれば、正体がつ

かめます。たとえば、「就業時間を見張られているのではないかが気になって

いる」とチェックできれば「ショック期」にいると分析できます。 

分析できれば、反ショック期に進めないようにしよう（マイナスのエネル

ギーを使わないようにしよう）とまず決める（ここが大事！）ことができま

す。決めたら、何が気になっているのか、なぜそう思うのか、どんな気持ち

なのかを書いてみましょう。次に、書き出したことの横にポジティブな面を

探し書き込みます。書き込んだものを声に出してみましょう。「気持ちよ

い！」「楽しい！」と感じる脳の大脳辺縁系はプラスのエネルギーを前向きに

考えるように前頭葉に送るので脳は活き活きと活性化されるのです。前頭葉

はポジティブが大好きなのです。反対に、「いやだな」「気分がめげる」時は

マイナスのエネルギーを前頭葉に送るので、脳はポジティブに働けなくなり

ます。脳のメカニズムを知って、ポジティブな面を探す習慣をつけてみませ

んか。 

  

全 6 回で、京都文教大学臨床

心理学部教授の中島恵子教授

にコラムを寄稿していただき

ます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
京都文教大学臨床心理学部教授 

産業メンタルヘルス研究所所長 

中島 恵子 氏 
 

現在、京都文教大学臨床心理

学部教授、そして同大学の産

業メンタルヘルス研究所所長

として地域の活動にも情熱を

注ぐ。専門では脳機能とここ

ろの働きの両面からアプロー

チ。脳とこころのつながりを

研究する第一人者です。 

 
＜皆様へメッセージ＞ 
コロナ禍でもより良く仕事し

生活を送るため、専門分野の

見地からイキイキしたこころ

の作り方をコラムで皆様にお

届けします。 

宇治商工会議所の Web ページには、新着情報を掲

載しております。宇治商工会議所で検索か、下記

のＱＲコードからご覧ください。 

対処法：ストレスの正体をつかもう 

■サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業補助金 

対象事業 テレワークに必要なハードウェア(パソコ

ン、タブレット端末等)のレンタル費用や、

IT導入費用等を支援する事業。 

補助金額 [一般型] 上限額30万～450万(補助率1/2) 

     [コロナ特別対応型] 上限額30万～450 万 

    (事業内容により 2/3 または 3/4) 

申込締切 第 4回 令和 2年７月１０日(金)17 時 

＊締切は複数回設定されます。 


