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販路開拓･感染拡大防止対策等を支援 
 

小規模事業者持続化補助金 
 

“小規模事業者持続化補助金”の公募が始まりました。本年度は、販路開

拓等を支援する「一般型」に加え、新たに感染拡大防止と事業継続を両立さ

せる対人接触機会減少の取り組みを支援する「低感染リスク型ビジネス枠」

も公募されます。 
 

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 

対象経費 機械装置購入費、広告宣伝費等 

     ※低感染リスク型ビジネス枠のみ、感染防止対策費も対象 
 

【一般型】 ６月４日(金)申請締切  

対象事業 経営の持続化を図るための販路開拓の取り組みや、販路開拓とあわ 

せて行う業務効率化、生産性向上に資する事業 

補助金額 上限 50 万円(補助率 2/3) 

申請方法 郵送または補助金申請システム「Jグランツ」による電子申請 
 

【低感染リスク型ビジネス枠】 ５月１２日(水)申請締切 

対象事業 感染拡大防止と事業継続を両立させる対人接触機会減少に資する、 

新たなビジネスやサービス、生産プロセス導入等の取り組み 

補助金額 上限 100万円(補助率 3/4) 

申請方法 補助金申請システム「Jグランツ」による電子申請のみ 

  

 

補助金の詳細は、小規模事業

者持続化補助金のWebページ

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

めに当商工会議所商工課(TEL

23-3101)までご相談くださ

い。 

 

※いずれも年度内に、複数回

公募されます。 

 

――― 佐々木伸治 

新分野展開、事業･業種･業態転換などを支援 
 

事業再構築補助金 
 

経済産業省では、ポストコロナ･ウィズコロナ時代の社会変化へ対応する思

い切った事業再構築への取り組みを支援する補助金を公募されています。 

この補助金は、新分野展開、業態・事業・業種転換等の取り組みを通じて

規模拡大を図るために必要な設備投資に活用できる補助金です。 

今回の補助金では、認定経営革新等支援機関とともに策定し、補助事業終

了後 3 年～5年で付加価値額の年率平均 3.0％以上増加、又は従業員一人あた

りの付加価値額の年率平均 3.0％以上の増加達成を見込む計画が対象となり

ます（付加価値額：営業利益、人件費、減価償却費を合計したもの）。 
【中小企業通常枠】 

対 象 者 申請前直近 6ヶ月間の任意の 3ヶ月の合計売上高が、2019 年又は 

2020 年 1 月～3月の同 3ヶ月の合計売上高と比較して 10％以上減 

少している中小企業等 

対象経費 設備費、建物の建設費、建物改修費、システム購入費等 

補助金額 100 万円～6,000 万円・補助率 2/3 
 

【緊急事態宣言特別枠】 

対 象 者 上記の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出・ 

移動自粛の影響により、令和 3年 1月～3月のいずれかの月の売上

が前年または前々年の同月比で 30%以上減少している中小企業等 

補助金額 100 万円～1,500 万円（従業員規模による上限あり）・補助率 3/4 

公 募 5 月以降、今年度中に 3回、緊急事態宣言特別枠は 1回を予定 

 ※同補助金には、その他に中

小企業「卒業枠」、中堅企業「通

常枠」・「グローバル V 字回復

枠」があります。 

 

事業再構築指針や申請の詳細

は、事業再構築補助金の Web

ページをご覧ください。 
 

問合わせは、同補助金事務局

コールセンター(TEL0570-012

-088/03-4216-4080)まで。 
 

申請はオンライン申請となり

GビズIDプライムアカウント

が必要となります。ID 取得に

時間がかかるため、締切間近

の場合は、暫定プライムアカ

ウントをご活用ください。 

――― 西江将就 
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生産性向上や経営基盤強化等を支援 
 

京都府経営基盤強化支援補助金 
 

京都府・京都産業 21 では、人手不足に起因する生産上の課題を自動化設備

の導入により解決する取り組みや対面による商談機会の減少に起因する販路

開拓の課題を商品・サービスのデジタル化により解決する取り組みを支援す

る｢小規模企業等経営基盤強化支援事業補助金｣の申請受付を開始されていま

す。申請をお考えの方は、お早めにご相談ください。 
 

対 象 者 京都府内に拠点を有する中小企業者又は小規模企業 

対象経費 機械装置及び設備・備品の購入費、補助事業遂行に必要な土地・建

物の賃借料、外注・委託費、大学等研究機関との受託研究費、専門

家への旅費・謝金、講習会の受講料等 

補助金額 上限 500 万円(補助率 1/2) 

補助上限額 ※ただし土地造成費、建物建設費(付帯工事含む）、量産段階で調達 

し量産が主用途の設備は経費の 15％以内 

事業実施期間 補助金交付決定日から令和 3年 12月 31 日(金) 

     ※ただし事前着手届を提出すると令和3年4月1日以降に限り事業 

実施対象期間となります。 

申請締切 令和 3年 5月 31日(月)午後 5 時必着 

提 出 先 宇治商工会議所(TEL23-3101) 

  

 

 

 

詳細は、小規模企業等経営基

盤強化支援事業補助金の Web

ページをご覧ください。 

 

――― 澤本匡人 

｢一時支援金｣申請会場 産業振興センターに開設 
 

政府支援金 
 

 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急

の外出・移動の自粛により、1 月から 3 月の期間において、売上が 50％以上

減少した中小法人・個人事業者に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援

金」が支給されます。申請は、「一時支援金」の Web サイトから行いますが、

Web 申請が困難な方に対して、申請サポート会場が宇治市産業振興センター2

Ｆ(大久保町西ノ端 1-25)と京都タワーホテル 8Ｆに開設されています。申請

サポート会場では、申請の入力や証拠書類のスキャン等のサポートが行われ

ますが、利用するには「事前予約」が必要となります。 
 

申請締切 ５月３１日(月) 

給 付 額 法人：上限 60 万円、個人事業主：上限 30 万円 

         ※2019年または 2020年の 1月～3月の合計売上－2021年の対象月

(50％以上減少）の売上×3 ヶ月 

サポート会場設置期間 ５月３１日(月)まで 

事前予約 ①Web 予約：https://ichijishienkin.go.jp/support/index.html 

     ②電話予約：TEL0120-211-240（8:30～19：00） 

問合わせ 相談窓口 TEL0120-211-240 

  

詳細は、一時支援金の Web ペ

ージをご覧ください。 

 

 

宇治商工会議所では、申請の

際に必要な事業実態の事前確

認について会員事業所を対象

に受付しています。｢申請アカ

ウント｣登録の後、宇治商工会

議所業務課(TEL23-3101)まで

お問合わせください。 

 

――― 福冨頌子 

夏季の軽装(クールビズ)を実施します 
 

お知らせ 
 

 宇治商工会議所では、節電・省エネの観点から、夏季の軽装(クールビズ)

を実施します。今回の取り組みに伴って、皆さまと対応いたします際の役職

員の服装は軽装（ノーネクタイ、ノージャケット）となりますが、ご理解く

ださいますようお願いいたします。 

 

実施期間 ５月６日(木)～ 

 

宇治商工会議所へ来所の際は 

◆マスクの着用 

◆手指消毒 

◆検温 

  にご協力お願いします。 
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新型コロナ感染症拡大防止協力金の申請準備をお早めに 
 

京都府協力金 
 

 京都府では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、4月 12 日か

ら「まん延防止等重点措置」が適用され、宇治市を含む山城・乙訓地域の飲

食店等において、4月 21 日(水)となっていた営業時間短縮要請期間について

も 5月 5 日(水)まで延長されました。時短要請に協力した事業所には「新型

コロナウイルス感染症拡大防止協力金」が支給されます。時短要請期間終了

後から申請受付が開始予定ですので、お早めにご準備ください。 

対象施設 4 月 2 日以前に午後 9時から午前 5時まで営業している飲食店や 

遊興施設等(飲食店営業許可・喫茶店営業許可施設） 

要請内容 午前 5時から午後 9時までの間の営業 

     (酒類の提供は午前 11 時から午後 8時 30分まで) 

支給要件 4 月 5 日から 5月 5日のうち、時短営業の協力開始日から定休日等

の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること。準備の

都合等、特別な事情があり 4月 5日から時短要請に応じることが困

難な場合であっても、可能な限り早い日から時短要請に応じていた

だくことが必要。 

支 給 額 時短営業日数×4万円 ※定休日は対象外 

申請期間 要請期間終了後から開始される予定 

問合わせ 協力金コールセンター(TEL075-365-7780 月～土 9：30～17：30) 

 緊急事態宣言が発令された後

の対応については、宇治商工

会議所の Web ページに掲載し

ます。 

 

申請書ダウンロードや提出物

など詳細は、京都府の Web ペ

ージをご確認ください。 

 
※緊急事態宣言発令等の状況

で、申請受付の開始日が変更

になることもあります。 

 

――― 川﨑 賢 

コロナ補償追加「業務災害補償プラン」で企業防衛を！ 
 

加入者募集中 
 

 商工会議所の「業務災害補償プラン」は、従業員の業務上および通勤途中

のけがを補償する“傷害補償”と、労働災害事故により企業責任と判断され

た法律上の損害賠償を補償する“賠償責任補償”の 2 つの補償をそなえた保

険制度です。 

 昨今、過労災害やハラスメントなどのメンタルヘルスに起因する事故が民

事訴訟に及ぶ事例が続出し、発生する高額な賠償責任に対して事前に備える

必要が迫られています。 

また、補償対象者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、業務中・

業務外に関わらず、入通院費用や、発症者が業務を行っていた事業場の消毒

費用に対しての補償が追加されました。 

 この「業務災害補償プラン」は、全国各地の商工会議所が取り扱うスケー

ルメリットを活かし、割安な保険料で加入することができますので、企業防

衛のために加入をご検討ください。なお、補償の内容は引受保険会社によっ

て異なります。 

 詳細は、日本商工会議所の W

eb ページをご覧いただくか、

宇治商工会議所業務課(TEL0

774-23-3101)または引受損

害保険会社にお問合わせく

ださい。 

 

「引受損害保険会社」 

あいおいニッセイ同和損害保険㈱、 

損害保険ジャパン㈱、 

東京海上日動火災保険㈱、 

三井住友海上火災保険㈱ 

 

――― 湯浅公恵 

第 63 回ゴルフコンペ 5月 26 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 63 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、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２６日(水) 

開催場所 宇治カントリークラブ（五ヶ庄広岡谷 4） 

参 加 費 3,000 円 

プレー費 9,300 円（セルフ･昼食付）※個人的支出は各自別途精算 

  

申込締切 ５月１７日(月) 

 

問合わせは、宇治商工会議所 

業務課(℡23-3101)まで。 
 

 ――― 中村真由美 



宇治商工会議所 NEWS                   令和 3 年 5 月 1 日発行(毎月 1 日)発行(定価 1 部 200 円) 4 

 

☆ 令和 3年度  宇治商工会議所で行う検定試験 

☆ 経済センサス活動調査2021にご協力を…総務省 

☆ FOOD STYLE Kansai2021…インテックス大阪 

☆ 京都・観光文化検定試験……京都商工会議所 

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 2,200 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) 

松村 宇治市長が記念講演会で熱い思いを語る 
 

宇治商工会議所女性会総会 
 

 宇治商工会議所女性会は、4 月 21 日に参加者 29 名で通常総会を開催しま

した。役員改選では、小永井宏子会長(㈱京南)、北村賀津子副会長(㈲キタム

ラ)、辻川ヒデ子副会長(辻川工芸)、保田美幸副会長((医)保田歯科医院)をは

じめ、役員全員が再選されました。就任のあいさつで、小永井会長は、「昨年

度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、様々な事業が中止になり、

非常に残念な思いでした。今年度は、コロナ禍に負けない組織一丸となった

活動の展開をしていきたい」と新たな決意を述べられました。 

総会終了後は、松村淳子宇治市長をお招きし、記念講演会を開催。京都府

健康福祉部長として手腕を振るった経験を踏まえ、「安心・躍動・再スタート」

という 3 つのキーワードで宇治のまちづくりへの思いを丁寧に、分かりやす

くご講演いただきました。講演の中で、新型コロナウイルス感染症の現状に

ついて、｢ワクチンは、希望数量の半分くらいしか届いていない。感染予防に

はマスクをすることが一番重要で、そうした情報はその都度強力に発信して

いく｣とお話いただきました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇治市のまちづくりへの思いを語る

松村宇治市長 
 

 ――― 福冨頌子 

宇治商工会議所の委員会・団体・商店街活動 
 

4 月開催 
 

宇治商工会議所青年部通常総会(若林 哲会長、会員数 48 名) 

 4 月 15 日開催：本年度は、感染防止対策としてオンラインでの通常総会を

開催。役員改選で再選された若林哲会長を筆頭に、昨年コロナ禍で延期し

た 40 周年事業で地域を盛り上げます。また「Power of Next Generation

～新たな創造で次代を切り開け～」をスローガンに、若いメンバーが積極

的に参加できる事業を行っていきます。 
 

宇治川改修対策特別委員会(金丸公一委員長、松井常和副委員長) 

 4 月 15 日開催：府立宇治公園橘島最下流部の復旧工事は、出水期明けの 10

月 15 日以降に施工されます。また、7月頃から試験的に行われる中の島を

繋ぐ橋付近での流速抑制対策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 16 日開催:役員改選では、池本会長をはじめ通円副会長、松林副会長

などが再任され、新たに関智和氏が幹事に就任。今年度は周辺寺社仏閣と

の連携強化を図り、SNS を活用した商店会の魅力発信に取り組まれます。 

  

 

 

 

 

 
 
 

青年部 オンライン通常総会 

 
 

 

 

 

 
宇治川改修対策特別委員会 

宇治商工会議所で行う検定試験 
 

5 月受付 
 

簿記検定試験 

申込期間 ～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 
 

珠算検定試験 

申込期間 ５月１０日(月)～５月２７日(木) 

試 験 日 ６月２７日(日) 

受 験 料 1 級 2,340 円、2級 1,730 円、3 級 1,530 円 
 

※定員に達した場合は、受付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

口にて受付しています。 

簿記検定は、当商工会議所の

Web ページからもお申込みい

ただけます。 


