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☆ 雇用調整助成金申請に係る無料 Web セミナー…京都府  

☆ 京もの食品販売促進対策補助金・・・・京都府 

☆ 実践で学ぶ！部下指導の考え方・・・中小機構 

☆ 宇治市を舞台にしたアクションゲーム公開…宇治市 

「家賃支援給付金」申請サポート会場 開設 
 

産業振興センター 
 

 政府は、店舗や事務所に限らず工場や倉庫等の賃料も対象となる「特別家

賃支援給付金」の支給を開始されています。給付金の申請は、「家賃支援給付

金」のホームページから行えますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な

方のために、申請サポート会場を、8 月 7 日に宇治市産業振興センターに開

設されます。申請サポート会場では、月～土曜日まで申請入力等のサポート

が行われますが、利用するには事前に「来訪予約」が必要となります。 

申請締切 令和 3年１月１５日(金)まで 

申請サポート会場 宇治市産業振興センター(宇治市大久保町西ノ端 1-25) 

来訪予約 ①Web 予約：https://yachin-shien.go.jp/support/list/index.html 

     ②電話予約：0120-150-413(9:00～18:00 土日祝含む) 

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 

問合わせ  専用コールセンター(TEL0120-653-930)8:30～19：00 ※土日祝含む 

  
サポート会場来訪前のご準備 

①申請に必要な書類を印刷 

②申請補助シートを印刷して

記入する。(補助シートはサ

ポート会場にも配下) 

③来訪予約を行う 

④予約後のメールを確認する 

⑤必要書類を揃え来訪する 

 

 

詳細は、家賃支援給付金の We

b ページ(https://yachin-sh

ien.go.jp/index.html)をご

覧ください。 

京都府「中小企業者等支援補助金」 
 

8 月 31 日までの事業対象 
 

 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を補助する「中小企業者等緊急応援

補助金」の申請が受付されています。令和 2年 4月 1日から 8月 31 日までに

行われた事業が対象で、申込締切は 9月 15 日です。ぜひ、ご活用ください。 

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、中小企業者、商工団体、病院、NPO 法人等 

事業期間 令和 2年４月１日(水)～８月３１日(月) 

申込締切 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) 午前 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.kyo

to.jp/shogyo/news/saisyupa

tu.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(TEL07

5-748-0303)まで。 
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宇治市中小企業等事業継続支援金 
 

8 月 14 日まで 
 

 宇治市では、新型コロナウイルス感染症に対する独自支援制度として、幅

広い業種を対象とした「事業継続支援金」の申請受付を 7 月 6 日から開始さ

れています。受付締切は 8月 14日(金)ですので、対象者の方は、お早めにご

申請ください。 

対 象 者 ・令和 2年 3月 31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を 

      継続する意思がある 

・京都府休業要請対象者支援給付金、宇治市おうえん給付金を受け

ていない、また受ける予定がない 

     ・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2年 1月～7月末 

      の任意の月の事業収入が前年同月比で 15％以上減少している 

給 付 額 1 事業者 10 万円 

申請方法 郵送：〒611-8501 宇治市宇治琵琶 33 宇治市産業振興課宛 

     投函：専用ボックスを宇治市産業会館 1階に設置 

問合わせ 宇治市産業振興課(TEL39-9621) 

  

 

申請要項や申請書類は、宇治

市産業会館 1階に配架してい

ます。 

また、宇治商工会議所の Web

ページ(https://www.ujicci.

or.jp/)からもダウンロード

できます。 

 

ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの交付 
 

新型コロナ対策 
 

新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進京都会議では、ガイド

ラインに基づき適切な感染拡大予防対策に取り組むことを宣言する事業者に

対しステッカーを交付、オール京都で感染拡大予防の取り組みを促進します。 

交付の流れ 

Ⅰ.事業者においてガイドラインに基づく新型コロナウイルス感染症対策を

実施する ※ガイドラインは次のいずれかを選択 

①業種別ガイドライン  

②より一層安心・安全な京都観光を実現するための新型コロナウイルス感

染症対策宣言 

③京都府「感染拡大防止ガイドライン(標準的対策）」 

Ⅱ.事業者が次のいずれかの方法により、ガイドライン遵守を宣言してステッ

カーを入手する 

①商工会議所等の窓口で申込書を提出、ステッカーを受け取る。 

②京都会議 Web ページで申込み、ステッカー(PDF データ)を印刷する。 

問合わせ 中小企業緊急経営支援コールセンター(TEL0120-555-182平日9:00～17:00) 

  

詳細は、京都会議 Web ページ

(https://www.kyotokaigi.co

m/)をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ガイドライン推進宣言事業所ステッカー 

 

｢地域共通クーポン｣で飲食店・土産物店を支援 
 

Go To トラベルキャンペーン 
 

 政府は、7月 22 日より国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の 1/2相当

額を支援する「Go To トラベルキャンペーン」を実施しています。支援額は、

1 人当たり宿泊旅行なら 1 泊 2 万円、日帰り旅行なら 1 万円が上限で、連泊

制限や利用回数の制限はありません。 

 支援額の 7 割部分は旅行代金として割引され、9 月 1 日以降からは 3 割部

分が旅行先で使える「地域共通クーポン」として発行を予定されています。 
  

旅行先で使える「地域共通クーポン」 

・クーポン利用店舗は、旅行先の飲食店や土産物店など幅広い業種が対象。 

・旅行先の都道府県および隣接都道府県で、旅行期間中に限り使用可能。 

・利用開始までに公開予定の Web ページから事前登録が必要。 

  

詳細は、観光庁の Web ページ

(https://www.mlit.go.jp/ka

nkocho/page01_000637.html)

をご覧ください。 

持続化給付金については、中小企業庁で検索か、

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。 
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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 2 回「顔を合わせる機会が減ったからこそ、お互いのサポート」 
 

 新型コロナの影響で三密を避けるため、人と接触する機会が減りました。

買物は通販で、食事は自宅で、ネット環境によっては会話が途切れたり、表

情が読めないため意思疎通がうまくいかない等、自分が思っている以上に孤

立感や孤独感を感じてしまって、人との接触を減らす生活を続けていると人

との距離感に敏感になっていませんか。このような時には、ソーシャルサポ

ートという考え方が有効です。他者をサポートすることで人とつながり、気

持ちが安定します。 

 

 

 

 
 

 ＊サポートにはいろいろある 
 

 新型コロナの影響で、人と密に接触することができなくなりました。テレ

ワーク、自宅待機など、個人あるいは家族集団の中で過ごすことが求められ

ます。あたりまえのように学校や仕事場での生活ができなくなり、人とつな

がることの大切さ、自分と向き合う時間の必要さ、どちらも考えるようにな

りました。人と顔を合わせる機会が減ったことで、人と顔を合わせることが

いかに大切なことかも学ぶことができました。一人の時間が増えたことで、

自分と向き合えることができました。自分は何を求めているのか、自分はど

んな時幸せと感じるのか、自分にとって大切なことは何か、それぞれの人が

考えています。自分を大事にしながら、お互いにサポートし合うことに目が

向き始めたのではないでしょうか。自分が有形、無形に他者から得ている援

助を４つに分類したソーシャルサポートをみてみましょう。それらは、情緒

的、評価的、道具的、情報的サポートです。 

 
・情緒的サポートとは… 

気持ちが不快になるのを軽減し、自尊心を維持し、回復する援助。 

・評価的サポートとは… 

さまざまな評価基準を提供する援助。 

・道具的サポートとは… 

自分が抱えている問題を直接的、間接的に解決する援助。 

・情報的サポートとは… 

支援のためにつながる情報を提供する援助。 

 

顔を合わせる機会が減ったからこそ、自分が他の人のためにできる援助は

いろいろあります。お互いにサポートし合うことで、つながりを深めること

ができます。あなたはどんな援助(サポート)ができますか。前頭葉は人と関

わることで活性化する社会脳でもあり、人とつながることで安定します。社

会脳が安定すると、自分の気持ちも安定するので、サポートはウィンウィン

なのです！ 

  

 

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い

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図：コンボイモデル 

P(個人)にとってソーシャ

ル・サポートの点から重要な

人々が、親密さの程度で異な

る人々(コンボイの成員)が三

層をなして取り囲んでいる。 

■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 ＊締切は複数回設定されます。 

[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 4回令和 2年１０月２日(金)必着 

■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 

    (事業内容により補助率 2/3 または 3/4) 

申込締切 第 4回 令和 2年８月３１日(金)17 時 

＊締切は複数回設定されます。 

対処法：お互いにサポートし合おう！ 
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宇治市プレミアム付デジタルクーポン事業を実施 
 

小規模事業者支援 
 

宇治市では、新型コロナウイルス感染症の影響で売上減少などに苦しむ小

規模事業者等を支援するため、プレミアム付デジタルクーポンを発行されま

す。宇治商工会議所では、本事業を受託し、デジタルクーポンを利用できる

取扱店舗を募集します。このデジタルクーポンは、店舗側に特別な機器が無

くても簡単に利用ができるため、設備導入の負担もございません。この機会

にぜひご参加ください。 
 

【募集対象】 ①～③の要件をすべて満たす事業者 

      ①宇治市内に店舗を有していること 

      ②大企業、チェーン店、フランチャイズ店でないこと 

       ③スーパー、コンビニエンスストアでないこと(ただし一部のス 

       ーパーについては対象となるよう検討中) 

【発行規模】 1 億 3 千万円(6,500 円×2万セット、プレミアム分 30％含む) 

【利用期間】 令和 2年９月中旬以降を予定 

【換金手続】 月末締切、翌月末入金(換金手数料は無料) 

【参 加 費】 無料 

  

 

 

事業の詳細が決まり次第、宇

治商工会議所 Web ページ（ht

tps://www.ujicci.or.jp/）の

新着情報に掲載いたします。 

 

――― 佐々木伸治 

新型コロナウイルス感染拡大防止アプリ 
 

ＣＯＣＯＡ・こことろ 
 

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として、新

型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」の配信を開始されています。お持

ちのスマートフォンでこのアプリをインストールすると、新型コロナウイル

ス感染症の陽性者と接触した可能性がある場合に通知を受けることができま

す。感染の可能性をいち早く知ることで、早期の検査受診など保健所のサポ

ートを受けることや、外出自粛など適切な行動を取ることが可能となります。 

このアプリは、利用者が増えることで、感染防止の効果が高くなることが

期待されます。また、京都府でも位置情報活用イベントアプリ「こことろ」

の配信を開始されています。同じ日に施設や店舗等を利用した方の感染が判

明した場合や、クラスターの発生が確認された場合に、京都府から注意喚起

の連絡を受けることができます。アプリをインストールしてご活用ください。 

 「COCOA」の詳細は、厚生労働

省の Web ページ(https://ww

w.mhlw.go.jp/stf/seisakuni

tsuite/bunya/cocoa_00138.h

tml)をご覧ください。 

 

「こことろ」の詳細は、京都

府の Web ページ(https://ww

w.pref.kyoto.jp/kikikanri/

coronakinkyurenraku.html)

をご覧ください。 

商工会議所の女性会活動報告 
 

7 月開催 
 

女性会 老人ホームへウナギの蒲焼を差し入れ (小永井宏子会長） 

 7 月 17 日開催：菟道明星園と白川明星園の 2 施設へ、「今年は役員が直接

お届けできませんが、せめてウナギを食べて元気に夏をお過ごしください」

と、土用の丑にちなみ、うなぎ 90 匹分の蒲焼を差し入れしました。 
 

  

お盆休業について 
 

お知らせ 
 

宇治商工会議所では、誠に勝手ながら下記のとおり休業させていただきま

す。期間中は大変ご不便おかけいたしますが、ご了承くださいますようお願

い申し上げます。 

 

休業日 ８月１３日(木)・１４日(金) 

※８月１７日(月)より通常業務を開始いたします。 

  

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。 


