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コロナ禍で挑戦する事業者への伴走支援を強化 
 

通常議員総会 
 

 宇治商工会議所では、令和2年度第2回通常議員総会を3月24日に開催し、

令和 3 年度事業計画及び一般会計・特別会計併せて 5億 1058.3 万円の収支予

算を可決・承認されました。 

 令和 3 年度の宇治商工会議所は、地元経済の活動維持に欠かせない「エッ

センシャル・ワーカー」として、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた

市内事業所を支援するため、①新しい生活様式に即した事業継続に取り組む

事業所への経営相談体制の強化、②売上回復を支援し消費者の需要を喚起す

る新たな販売促進事業、③国内外からの来宇観光客の回復するための事業、

④ワクチン接種が迅速かつ効率的に実施されるための情報周知の徹底、⑤補

助金・助成金申請、融資斡旋などの伴走型支援、など市内経済を回復するた

めの取り組みを強力に実施してまいります。 

 また宇治市と連携して策定した「宇治市産業戦略」と産業支援拠点「宇治

ＮＥＸＴ」を有効に活用するため、製造業を中心に経営課題や雇用状況、要

望等を聴き取るための企業訪問を継続的に実施し、｢宇治市産業戦略｣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。 

 宇治商工会議所では、京都府、宇治市をはじめ、関係諸団体と十分に連携

し、会員事業所が新型コロナウイルス感染症に打ち克つための後押しを、皆

さまに寄り添い邁進してまいります。主な事業計画は以下のとおりです。 
  

ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた新型コロナウイルス感染症対策事業 

◇新型コロナウイルス感染症で影響のあった市内事業所に対して強力な支援

事業等の実施◇売上回復支援のための販売促進事業の実施◇ワクチン接種が

迅速かつ効率的に実施されるための情報周知の徹底◇国内外からの来宇観光

客を回復するため実施する事業の検討と早期実施◇事業者の業務効率向上に

活用できる｢デジタルトランスフォーメーション｣情報の周知◇事業者への経

済対策と市民生活を守る事業を推進するための行政への働きかけ 等 
  

宇治ＮＥＸＴ事業 

◇経営課題や景況感などを聴き取り、企業実態を把握する｢企業訪問｣の実施

◇市内企業や創業希望者が活用できる“うじらぼ”でのイベント・セミナー

の実施◇｢ものづくり系企業｣誘致のための行政や関係機関への働きかけ 等 
  

中小・小規模企業支援対策 

◇中小企業応援隊による各種補助金・助成金を活用した経営支援◇マル経融

資の斡旋などの金融支援◇従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的

に実践する｢健康経営｣の推進◇地震等の被害から企業の中核事業を早期復旧

する手段などを予め取り決めておく｢ＢＣＰ(事業継続計画)｣の策定支援 等 
  

組織強化対策・会員サービス事業 

◇第 27 期会員大会の実施◇会員親睦・研修事業の実施◇青年部 40 周年記念

事業の実施◇未加入企業の加入促進を図る会議所事業ＰＲの実施 等 
  

意見・要望活動 

◇商工業並びに都市基盤整備をはじめとする各種行政施策に対する意見・要

望活動◇日本商工会議所と連携し政府等に対する政策提言活動 等 
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事業計画の詳細は､宇治商工

会議所 Web ページ(https://w

ww.ujicci.or.jp/07annai/im

ages/keikaku-houkoku/keika

ku2021.pdf)をご覧ください。 

 

 

議員総会冒頭で以下の表彰が

伝達されました。 
  

日本商工会議所会頭表彰 
(役員議員表彰) 

 常議員 下口利治 氏 
 議 員 中西  敏 氏 
 議 員 小西敏博 氏 

(職員表彰) 
 職 員 西本  浩 

 

経営改善普及事業発足 60 周年 

中小企業庁長官表彰 
(役職員功労者) 
 専務理事 長谷川理生也 
(優良経営指導員) 
 経営支援員 西本 浩 
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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 
 

令和 3 年 1月から 3月に新規ご入会いただいた事業所の皆様です。 
                           (敬称略・五十音順) 

  

･カネムラ工業 Plus 宇治天神 水道設備メンテナンス 

･CRAFT STYLE 炭山乾谷 自動車用内装製造販売 

･Kafer HAIR 伊勢田町砂田 理容･美容業 

･株式会社 cobit 広野町寺山 ﾛｰｶﾙｳｪﾌﾞﾒﾃﾞｨｱ｢ALCO｣運営 

･彩都 大久保町井ノ尻 雑貨等ネット販売 

･合同会社サンテクノ 木幡熊小路 発電事業 

･時の宿hiryu 小倉町老ノ木 居酒屋 

･ビューティスポットベル 小倉町天王 美容業 

･宏美 小倉町南浦 スナック 

･メトロウェザー株式会社 大久保町西ノ端 大気計測装置開発･製作･販売 

･山北旦椋園 大久保町北ノ山 茶関連商品通信販売 

･山田塗装 小倉町東山 塗装業 

･やりなおし英語サロン 木幡平尾 オンライン英会話 
 

  

 

 
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 

令和 3年度 青年部会長として 
 

青年部役員改選 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

宇治商工会議所青年部 

会 長 若林 哲 

本年度宇治商工会議所青年部では、「Power of Next 

Generation～新たな創造で次代を切り開け～」をスロー

ガンに掲げ、若いメンバーも積極的に参加できる事業運

営を行って参ります。 

昨年は、新型コロナ感染症の影響で、残念ながら創立

40 周年記念事業を実施できず、今年度に持ち越すこと

になりました。令和 3年度は、改めて地域経済発展の一

翼を担う記念事業を、メンバー一丸となって展開してま

いりますので、皆様のより一層のご指導ご支援賜ります

ようお願い申し上げます。 

  

青年部では、会員研修会や市

民公開セミナー、家族親睦レ

クリエーション等の事業を通

して、自己研鑽や交流親睦を

深めています。新入会員も随

時募集していますのでお気軽

にお問合わせください。 

 

――― 澤本匡人 

健康経営優良法人 2021 を認定取得しました 
 

健康経営 
 

 宇治商工会議所は、経済産業省が推進する「健康経営優良法人 2021(中小

規模法人部門）」に 3月 4日認定されました。 

 本制度に認定されると、経済産業省の HP に公表され、従業員の就労環境の

改善に積極的に取り組む企業として、求職者や関係企業等からの企業評価を

高めることに繋がります。また、従業員の健康増進に取り組むことは、活力

向上や生産性向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上に繋がる

ことが期待されます。 

宇治商工会議所では、今後も職員の健康維持・増進に取り組み「健康経営」

を推進することで、職員一人ひとりが意欲・能力を十分に発揮できる職場環

境づくりに取り組みます。また、会員事業所の認定取得に向けた申請支援を

行ってまいりますので、お気軽にご相談ください。 

  

 

 

 

 

 

 
 

アクサ生命保険㈱より 

認定書を受け取る山仲会頭 

 

――― 中村真由美 
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求められる事業継続と業績回復支援策 
 

コロナ禍アンケート速報 
 

 宇治ＮＥＸＴ(宇治市・宇治商工会議所)では、新型コロナウイルスによる

事業活動への影響について1月からアンケート調査を実施し、3月19日現在、

247 社から回答を得ています。“新型コロナの影響”の設問では「売上の減少」

が 207 社と最も多く、次いで「来店者数の減少」が 149 社、「感染対策費用の

増加」が 96 社でした。“売上状況の比較”をみると、コロナ以前との比較で

増加がペット関連、電気工事業者など 10 社。昨年 4・5月との比較では増加

は 33 社で、Go To トラベルや Go To Eat などの施策の効果が見受けられます。

今後の見通しでは、「減少」77 社に対して「増加」が 48 社と、今後のワクチ

ン接種などコロナ終息への期待感が伺えます。 

 今後希望する支援施策では、「事業継続のための給付」が 177 社と最も多

く、「設備投資に対する助成」108社、「税・保険料支払猶予・減免」71 社が、

事業継続支援を、「プレミアム商品券等の販促支援」38 社、「展示会出展等の

販路開拓支援」16 社と、業績回復に向けた支援策も求められています。 

  

回答事業所数 247 社 
建設業…28社 

製造業…28社 

卸売業…7社 

小売業…47社 

サービス業…128 社 

運輸・倉庫業…1社 

不動産業…8社 

 
――― 西江将就 

デジタル決済を活用した販促支援が好評！ 
 

おうえんクーポン事業 
 

宇治商工会議所では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内事業

者の売上回復を支援するため、プレミアム率 30％の「宇治のお店おうえんク

ーポン」事業を実施しました。取扱店として 433 店舗に登録いただき、10 月

1 日から 2月 28 日までの期間中、1億 2,897 万円（発行額 1 億 3,000 万円）

のデジタルクーポンが利用されました。 

また、12 月 31 日までにクーポンを利用された方を対象に旅行券が当たる

プレゼント企画を実施し、早期のクーポン利用を促進しました。 

取扱店舗に実施したアンケート調査では、「デジタルのため換金から入金ま

での期間が短い」「商品券(紙)の集計や保管が不要で楽」「新規顧客に来店い

ただいた」「不参加店舗と差別化が図れた」など好意的な意見があがったほか、

同様の事業があれば参加したい事業者が約 90％にのぼりました。 

  

 

プレミアム付きクーポン事業

は、費用をかけずに、認知度

向上や販売促進につながりま

す。次回同様の事業がありま

したら、お知らせします。 

 

――― 西江将就 

ものづくりに興味がある求職者が多数来場 
 

市内製造業合同説明会 
 

 宇治ＮＥＸＴ(宇治市・宇治商工会議所)では、製造業対象の「宇治市もの

づくり企業合同企業説明会」を 3月 4日、メルパルク京都にて開催しました。 

コロナ禍による景気低迷が影響した就職内定率の悪化もあり、参加企業 11

社に対し、来場された求職者は 48 名と前回より多く、のべ面談者数は 155

名となりました。 

参加企業からは「ものづくりに興味のある学生が来てくれるので、ありが

たい」「スタッフのアテンドで、面談の回転が良く、多くの方に説明できた」

「次回も参加したい」と全 11社から“満足した”との声をいただきました。 

  

 

 

 

 

 

 
――― 西江将就 

貴社の優良従業員をご推薦ください 
 

募集中 
 

宇治商工会議所では、会員事業所ならびに特定商工業者である事業所に長

年勤続され、功績顕著な方を優良従業員として、6 月開催の通常議員総会に

おいて表彰させていただきますので、ぜひご推薦ください。 

対象従業員 令和 3年 4月 1日現在で、勤続年数が 20 年・30年・40 年の方 

     （家族従業員は除く） 

 申込締切 ４月１６日(金) 
詳細は、宇治商工会議所業務

課(℡23-3101)まで、お問合わ

せください。 

 

――― 中村真由美 
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☆ 2021 年度東京商工会議所検定ＩＢＴ受検案内 

☆ 令和 3 年度 京都中小企業技術大賞募集中 

☆ 小規模事業者持続化補助金(一般型)募集中 

☆ 経営課題にあわせたＩＴ導入検討セミナー  

宇治商工会議所 NEWS チラシ同封サービス 
 

(当商工会議所報と一緒に会員事業所他約 2,000 件へ送付) 
 
 

    

 

 
 

詳細は、宇治商工会議所まで問合わせください。 

TEL : 0774-23-3101 

 

利用料金 B5.A4 サイズ…33,000 円(税込) 

     B4.A3 サイズ…55,000 円(税込) 

退職・新入職員をご紹介します 
 

事務局人事 
 

このたび 3月末日をもって、宇治商工会議所を 

退職いたします。 

入所以来 6年間、勤めることができましたのは 

役員議員はじめ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 須田知美 

 

 

このたび、宇治商工会議所に入所することにな

りました。 

日々誠実に業務に取り組んでいきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

           商工課主事補 遠藤 創 

 

 
一期一会の心を大切に、一日でもはやく皆様の

お役に立てるよう力を尽くします。よろしくお願

いいたします。 

 

           商工課主事補 山本瑞季 

 

  

H27 年 3 月に入所 

在職中は、交通部会や槇島地

区委員会を担当したほか、労

務関係・補助金業務に従事し

ました。 

 

 

 

 

税務・記帳相談事業や販路拡

大支援事業などを担当しま

す。 

 

 

 

 

労務関係相談事業やＳＮＳ等

を活用した情報発信事業など

を担当します。 

 

 

会員の皆様、どうぞよろしく 

お願いします。 

宇治商工会議所の委員会・団体活動 
 

3 月開催 
 

小規模企業振興委員会(太田勝啓委員長、松井常和・吉村安広副委員長) 
3 月 19 日開催：宇治市から田村産業戦略参事と堀江産業振興課長を講師に

招いて、令和 3年度の宇治市産業振興課が主管する「予算(案)および計画

事業(案)の概要」と「新たな産業立地検討エリア」について詳しくご説明

いただいきました。 
 

京都府商工会議所女性会連合会全体事業(小永井宏子会長、辻川ヒデ子・保田美幸副会長) 

3 月 24 日開催：平安神宮にて、京都府内女性会会員 85 人が参加し、新型

コロナウイルス感染症の終息を祈願して特別参拝を行いました。また、宮

司を務める本多和夫氏より、「平安神宮のご創建と生き物」をテーマに、

ご講演いただいた後、普段は入れない尚美館(貴賓館)を見学しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
女性会コロナ終息 特別参拝 

宇治商工会議所で行う検定試験  
4・5 月受付分 

 

簿記検定試験 

申込期間 ４月２６日(月)～５月１７日(月) 

試 験 日 ６月１３日(日) 

受 験 料 1 級 7,850 円、2級 4,720 円、3 級 2,850 円 
※定員に達した場合は、申込みを締め切らせていただきます。お早めにお申込みください。 

 申込みは、宇治商工会議所窓

口と Web ページ（http://www.

ujicci.or.jp/license/）にて

受付しています。 


