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新型コロナ感染症協力金の申請をお忘れなく 
 

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、「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 5日から 4月 24日まで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。5月 14 日から申請受付が開始

され、6月 15 日(火)が申請期限となっていますので、ご注意ください。 
 

対象施設 令和 3年 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 4 月 24 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ていること。 

支 給 額 時短営業日数×4万円 ※定休日は対象外 

申請締切 ～６月１５日(火)まで 

 申請書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。申請書は、産業会

館 1階で配架しています。 

4月25日以降の協力金の申請

については、詳細が決まり次

第、宇治商工会議所の Web ペ

ージに掲載します。 

 

問合わせは、協力金コールセ

ンター(℡075-365-7780)ま

で。 

――― 川﨑 賢 

緊急事態宣言・まん延防止で売上減の事業者に「月次支援金」 
 

政府・支援金 
 

政府は、2021年 4 月以降に実施されている緊急事態措置や、まん延防止等

重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や、不要不急の外出自粛の影響によ

り、売上が 50％以上減少に見舞われた事業者に対し、｢月次支援金｣を給付さ

れます。「一時支援金｣を受給された方は、申請手順を簡略化できます。 
 

申請期間 4 月分/5月分：令和 3年６月中下旬～８月中下旬 

     6 月分：令和 3年７月１日(木)～８月３１日(火) 

給付上限額 法人：上限額 20 万円/月、個人事業主：上限額 10 万円/月 

給付金計算 (2019又は2020年の基準月の売上)－(2021年の対象月の売上) 
※店舗単位ではなく事業所単位での給付です。 

 ※新型コロナ感染症協力金を

受給している飲食店は、この

支援金は申請できません。 

 

詳細は、中挟みチラシをご覧

ください。 
 

問合わせは、相談窓口(TEL01

20-211-240)まで。 

新商品開発や新分野進出･設備投資を支援 
 

京都府・補助金 
 

京都府では、企業独自の魅力・強みを生かし、厳しい現状を打破する新規

事業展開や新分野進出などの取り組みにかかる経費の一部を助成する「京都

エコノミック・ガーデニング支援強化事業」の公募を開始されました。 

Ⅰ事業創生コース【補助金額 100 万円以内（補助率 1／2以内）】 

対 象 者 新規事業の見極め及びブラッシュアップのためのテストマーケティ

ング等、事業計画段階で必要となる取り組みを行う事業者 

Ⅱ事業化促進コース【補助金額 1,000万円以内（補助率 1／2以内）】 

対 象 者 試作品やサービス等の開発、テスト販売等による本格的な市場調

査・販路開拓等の取り組みを行う事業者 

Ⅲ本格的事業展開コース【補助金額 3,000 万円以内（補助率 1／2以内）】 

対 象 者 実用化に向けた応用研究・生産技術開発、量産設備投資およびそれ

らと連動した販路開拓等の取り組みを行う事業者 

対象経費 財産・備品購入費、外注・委託費、旅費、直接人件費等 

※Ⅱ･Ⅲコースの土地造成費、建物建設費、量産設備費は補助率15％以内 

申請締切 ７月３０日(金) 宇治商工会議所の窓口・郵送にて受付 

  

 

詳細は、京都産業 21 の Web

ページをご覧ください。 

 

経営支援員が申請サポートを

行なっています。申請を希望

される方は、お早めに宇治商

工会議所(TEL23-3101)までご

相談ください。 

 

――― 佐々木伸治 
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革新的な製品・サービス開発や生産性向上を支援 
 

政府・補助金 
 

通年で複数回公募される、ものづくり・ＩＴ導入補助金の申請スケジュー

ル・公募要領などが発表されました。 
 

■ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 

対 象 者 革新的な製品・サービス開発または生産プロセス・サービスの提供

方法の改善に必要な設備投資等を行う中小企業・小規模事業者 

補助金額  一般型：100 万～1,000 万円(補助率 2/3･中小企業 1/2) 

低感染リスク型ビジネス枠：100 万～1,000 万円(補助率 2/3) 

グローバル展開型： 1,000万～3,000万円(補助率2/3･中小企業1/2) 

対象経費 機械装置・システム構築費、技術導入費、クラウドサービス利用費、 

原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 など 

主な要件 「付加価値額、給与支給総額、事業場内最低賃金」が、制度の増加

要件を満たす 3～5年の事業計画として策定されること。 

単価 50 万円(税別)以上の設備投資を含む事業計画であること。 

申請締切 ８月１７日(火) 17：00 まで（※電子申請のみ） 

 

■ ＩＴ導入補助金 2021 

対 象 者 生産性向上を実現するため、業務の効率化や売上拡大に資するＩＴ 

     ツールの導入を行う中小企業、小規模事業者 

補助金額   A 類型（通常枠）：30 万～150 万円未満(補助率 1/2) 

B 類型（通常枠）：150 万～450 万円以下(補助率 1/2) 

C 類型（低感染リスク型ビジネス枠）：30 万～450 万円以下(補助率 2/3) 

D 類型（低感染リスク型ビジネス枠）：30 万～150 万円以下(補助率 2/3) 

対象経費 ソフトウェア費、導入関連費（C・D類型はハードウェアレンタル費含む） 

主な要件 「労働生産性」「給与支給総額・事業場内最低賃金(※一部類型は任意)」 

が制度の増加要件を満たす 3年の事業計画として策定されること。 

留意事項 申請経費は、予め同補助金事務局に登録された「IT 導入支援事業者 

が提供する IT ツールの導入費用」である必要があります。 

申請締切 ７月３０日(金) 17：00 まで（※電子申請のみ） 

両補助金の申請は「gBizID」

の取得が必要です。 

取得には 3週間以上のお時間

がかかりますので、お早めに

お手続きください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【ものづくり補助金公式 WEB】 

 

 

 

 

 

 

 

【IT 導入補助金公式 WEB】 
 

 

詳細は、各制度の公募要領等

をご覧のうえ、補助金事務局

および宇治商工会議所(TEL23

-3101)までご相談ください。 

 
 ――― 稲田将人 

宇治市内での創業をサポート！ 
 

宇治市創業支援補助金 
 

宇治市では、創業初期の経営安定化及び地域の活性化等を図るため、市内

で新規創業または第二創業を行う方を対象とした「宇治市創業支援補助金」

の申請受付を開始されました。 
 

 

対 象 者 令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日までの間に宇治市内で創業 

対象事業 または第二創業を行う方(個人事業主は市内に住所を有すること、

対象事業 法人は市内に登記が必要、その他要件が有り、その全てを満たす方） 

対象経費 店舗購入費(土地は除く)、店舗工事費、備品購入費、広報宣伝費等 

補助金額 最大 180万円＜基礎分 100万円(補助率 1/3)＋加算分 80 万円＞ 

申請締切 令和 3年１０月２９日(金)17：00 までに申請書類を窓口へ持参 

申請窓口 宇治市 産業地域振興部 産業振興課 成長支援係 

対象事業 宇治市宇治琵琶 45-13(宇治市産業会館 3階) 

補 助 率 TEL：0774-39-9621 FAX：0774-39-9622 

  

 

補助金の詳細は、宇治市のWe

bページをご覧ください。 

 

申請をお考えの方は、宇治商

工会議所(TEL23-3101)までご

相談ください。 

 

――― 佐々木伸治 
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宇治の将来像 具体的施策に大きな期待 
 

松村市長と正副会頭との懇談会 
 

 宇治商工会議所では、宇治市との連携強化を図るため「松村宇治市長と正

副会頭との懇談会」を 5月 10 日に開催。新たな産業立地や道路整備などのま

ちづくり、宇治茶の振興、産業戦略の推進などについて意見交換を行いまし

た。懇談会での主な質問と松村市長の回答要旨は以下のとおりです。 

■2023 年開通予定の新名神高速道路等について 

 新名神へのアクセス向上と市内道路の渋滞解消を同時に進めたい。開通を

見据えてまちづくりを進める近隣市町に遅れないよう、宇治市が進める産業

立地エリアへの企業誘致についても、スピード感を持って進めていきたい。 

■宇治茶の振興について 

 コロナ禍で手摘み人員の確保が難しいと聞く。茶園面積・茶葉需要の減少

などもあり、宇治茶振興につながる施策について京都府とも連携しながら推

進してまいりたい。 

■宇治市の収入増にもつながる産業戦略の推進について 

 市の税収面からも市内産業の育成と新たな企業誘致は重要。国や府の補助

金を取り込むなど、予算の組み方を工夫するとともに、市の事業をメディア

に取り上げてもらうなど効果的な産業振興施策の推進に努めてまいりたい。 

  

 

 

 

 

 

 
 懇談する松村市長と正副会頭 

 

 

本懇談会には、4 月 1 日より

副市長を拝命された川口龍雄

副市長にも同席いただきまし

た。 

――― 西本 浩 

絵本「おかねってなぁに？」を宇治市へ寄贈 
 

商工会議所青年部（ＹＥＧ） 
 

 宇治商工会議所青年部(会長：若林 哲)は、4 月 26 日に就学前後の子供た

ちへ向けた絵本「おかねってなぁに？」39 冊を宇治市に寄贈しました。 

 本事業は、東京商工会議所の初代会頭である渋沢栄一翁が、2024年に発行

される新 1 万円札の肖像に選ばれたことに因み、子供達にお金の大切さを学

んでもらおうと日本ＹＥＧが企画し、全国のＹＥＧメンバーから協賛金を募

り、1 万 6500 冊を制作しました。松村市長は、「キャッシュレスやオンライ

ン決済が進む中、お金というものに対して感覚が鈍くなっているかもしれな

い。この絵本を見てお金の大切さを楽しく学んでほしい」と述べられました。

絵本は市内の公立保育所・幼稚園、市立小学校、図書館に配布されています。 

  

 

 

 

 

 
 

松村市長へ絵本を手渡す若林会長 
 

 ――― 澤本匡人 

Google Workspace 割引販売のご案内 
 

会員サービス 
 

 宇治商工会議所では、Google 社のクラウド型グループウェア「Google 

Workspace」を、会員事業所に限り、初年利用料 10％割引の特別料金で提供

するプログラムを開始しました。Google Workspace はコロナ禍において利用

者が増えたテレビ会議システムやカレンダー・メール・文書・グラフ作成機

能等が、世界基準のセキュリティレベルで利用可能なクラウドサービスです。

テレワークや働き方改革に最適なツール活用をこの機会にご検討ください。 

  

詳細･申込みは、中挟みチラ

シをご覧ください。 

 

――― 中村真由美 

コロナ禍におけるＢＣＰ(事業継続計画)策定の注意点 
 

セミナー 
 

 地震や台風等の自然災害や、新型コロナ等の感染症拡大の影響を受けた時

に事業を早期復旧するためのＢＣＰ(事業継続計画)の構築が求められていま

す。本セミナーでは、特に新型コロナウイルス感染症に関する業種・職種に

合わせた対策やクラスターの事前回避法など事例を交え、解説いただきます。 

開催日時 ７月８日(木)14:00～16:00 

講 師 災害リスク評価研究所 代表 松島 康生 氏 

  

詳細･申込みは、中挟みチラ

シをご覧ください。 

 

――― 釜山昌之 
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☆ 危機を乗り越え再び確かな成長軌道へ…中小企業白書 

☆ 求職者支援制度……………宇治ハローワーク 

☆ 多様な働き方推進事業費補助金………京都府 

☆ 令和 3年度 ｢京の老舗｣ 表彰対象企業募集中 

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) 

源泉所得税の納付相談を実施します 
 

税 務 
 

 従業員の給与に係る源泉所得税は、事業主が徴収し、給与を支払った翌月

の 10 日までに税務署へ納付する必要があります。ただし従業員が常時 10 人

未満で「納期の特例」を受けている事業所は、半年ごとの納付が可能となり

ます。「納期の特例」による令和 3年 1月～6月分給与に係る源泉所得税の納

付期限は、７月１２日(月)です。宇治商工会議所では、源泉所得税の納付相

談を下記の日程で行いますので、電話で予約の上、ご来所ください。 
 

開催期間 ６月１１日(金)～７月９日(金) 10：00～17：00 ※土・日を除く 

開催場所 宇治商工会議所 

持 参 品 所得税源泉徴収簿・扶養控除等申告書・納付書・印鑑 

問合わせ 宇治商工会議所(TEL23-3101) 

  

 

新たに源泉所得税の納期特例

の申請を希望される方や、青

色申告の承認申請などをご希

望の方も、ご相談ください。 

 

 

商店街活動報告 
 

5 月開催 
 

大阪屋マーケット商店会総会(田辺泰裕会長、岡 崇嗣副会長 会員数 11 事業所) 

 5 月 6 日開催：昨年 11 月に商店会発足以降、イベント開催をきっかけにマ

ーケット全体の認知度が向上し、テナント同士の連帯感が築けたと報告。

今年度は、更なる認知度向上を目指します。6 月 5 日には、縣まつりに代

わる｢あなたまつり｣として、ヨーヨー釣りやくじびき、綿菓子、絵本読み

聞かせ等、子供たちが楽しめるイベントを開催予定。 
 

宇治通商店街振興組合総会(佐脇至会長、太田勝啓・中村太郎副会長 会員数 62 事業所) 

 書面決議にて実施。役員改選では、新たに中村太郎氏が副会長に就任され

たほか女性理事が 3名誕生。今年度は「人が連携を創り、連携が街を育み、

街が人を呼ぶ」を活動方針にプレミアム付商品券事業等に取り組まれます。 

  

宇治商工会議所で行う検定試験 
 

6・7 月受付 
 

カラーコーディネーター検定試験… 試験期間 ６月１７日(木)～７月９日(金) 

申込期間 ６月１日(火)～６月２５日(金) 

受 験 料 アドバンス 7,700 円、スタンダード 5,500 円 
 

ビジネス実務法務検定試験… 試験期間 ６月１７日(木)～７月９日(金) 

申込期間 ６月１日(火)～７月２日(金) 

受 験 料 1 級 12,100 円、2級 7,700 円、3級 5,500 円 
 

ビジネスマネジャー検定試験… 試験期間 ６月１７日(木)～７月９日(金) 

申込期間 ６月１日(火)～７月２日(金) 

受 験 料 7,700 円 
 

福祉住環境コーディネータ検定試験 … 試験期間 ７月１４日(水)～８月６日(金) 

申込期間 ６月２８日(月)～７月３０日(金) 

受 験 料 1 級 12,100 円、2級 7,700 円、3級 5,500 円 
 

ＢＡＴＩＣ(国際会計)検定試験… 試験期間 ７月１４日(水)～８月６日(金) 

申込期間 ６月２８日(月)～７月３０日(金) 

受 験 料 5,500 円 
 

環境社会(eco)検定試験… 試験期間 ７月１４日(水)～８月６日(金) 

申込期間 ６月２８日(月)～７月３０日(金) 

受 験 料 5,500 円 

  

 

試験は、受験者のパソコンで

受験いただく方式です。 

希望試験日の 7 日前までに東

京商工会議所Webページから、

お申込みください。 

 

詳細は、東京商工会議所検定

試験 Webページをご覧くださ

い。 

 


