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宇治市中小企業経営チャレンジ支援補助金 
 

7 月 12 日申請受付開始 
 

 宇治市と宇治商工会議所では、長引く新型コロナウイルス感染症の影響に

より、厳しい経営環境にある小規模事業者や中小企業等が実施する感染防止

対策強化や、業務改善・売上向上を図る新たな工夫を凝らした取り組みを支

援します。申請をお考えの方は、ぜひご相談下さい。 
  

申込受付期間 令和 3年７月１２日(月)～令和 4年１月２１日(金) 

補助対象期間 令和 3年４月  １日(木)～令和 4年２月１５日(火) 

補助額・補助率 小規模企業・団体：上限 20 万円（補助率 2/3） 

      中小企業    ：上限 30 万円（補助率 1/2） 

補 助 対 象 者 宇治市内に主たる事業所等を有する小規模企業者、中小企業等 

（※一部非対象業種有り、詳細は募集要項参照） 

申 請 方 法 募集要項を確認いただき、交付申請書及び必要書類を宇治商工 

会議所「窓口」へ持参、または「郵送」で提出。 

補助対象事業の一例（詳しくは募集要項を確認下さい） 

  ＊新型コロナウイルス感染防止対策強化にかかる取り組み 

   ・テレワークや WEB 会議の実施にかかるソフトウェア等の導入経費 

   ・感染防止対策の為の換気設備等の導入や、換気に伴う環境の整備、

キャッシュレス決済の導入等、感染リスク低減にかかる経費 

  ＊売上向上や販路開拓に向けた取り組みにかかる経費 

   ・ホームページ作成等の広告宣伝、販路開拓に伴う業務用冷凍設備等 

   ・売上向上を図るための新たな工夫を凝らしたチラシ作成やポスティ

ング外注費、店舗改装費用等 

  ＊業務改善や固定経費削減につながる省エネ機器等の導入経費 
   ・製造工場の省エネ化を図る、業務用エアコンの入替導入等 

  

募集要項や申請書類は、宇治

商工会議所 Web ページや、下

記 QR コードから閲覧・ダウン

ロードいただけます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
また、宇治市産業会館 1階で

も配架しています。 

 

取組内容や補助対象経費など

のお問合わせは、「募集要項」

「よくある質問」をご確認いた

だいた上で、メールでの相談

（hojo2@ujicci.or.jp）もご活

用ください。 

 

     ――― 坊 美知 

『宇治市事業者緊急支援金』の申請が開始 
 

8月31日締切 
 

 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、「宇

治市事業者緊急支援金」の申請受付を 6月 28日(月)から開始されました。 

8 月 31 日(火)が申請締切となりますので、対象の事業者は、お早めに申請く

ださい。 
  

支 給 額 10 万円（一律） 

対 象 者 ①2021 年 3 月 31日以前から事業収入を得ている 

     ②2021 年 6 月 10 日現在、事業者等の所在地が宇治市内にある法人

や、宇治市に住民登録がある個人事業者 

     ③2021年の1月から7月までの任意の月の売上が、2020年又は2019 

年の同じ月と比べて 15％以上減少している事業者等 

     ④京都府協力金の対象となっていない事業者 

(京都府協力金の申請や受給の有無に関わりません） 

申請締切 令和 3年８月３１日(火) ※当日消印有効 

申請方法 郵送、または宇治市産業会館 1階の専用ボックスに投函 

問合わせ 宇治市産業振興課(TEL39-9621) 平日 9：00～17：00 

  

 
申請方法や必要書類など詳細

は、宇治 NEXT の Webページを

ご覧ください。 

 

募集要項は、宇治市産業会館

1階でも配架しています。 

 

――― 釜山昌之 
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令和 2年度 事業報告・収支決算を承認 
 

令和3年度 第1回通常議員総会 
 

 宇治商工会議所は、6月 23 日に令和 3年度第 1回通常議員総会を開催、令

和 2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。 
  

新型コロナウイルス感染症で影響を受けた市内事業所を支援 

 昨年 1 年間、新型コロナウイルス感染症の影響で業績が落ち込む市内事業

所を支援するため、国・府・市の新型コロナウイルス対策補助金などを活用

して支援を行ってきました。商工会議所を通じて申請・斡旋を行った助成金・

補助金・融資の件数は 1,796 件、支援額は 12 億 5,000 万円に達し、小規模・

中小企業者の感染症拡大予防対策や販促活動など、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推進しました。 

 また 10 月には、売上減少に苦しむ市内事業者を支援するため、プレミアム

30％分を付加しデジタル対応した「宇治のお店おうえんクーポン」を 2万セ

ット 1 億 3,000 万円分発行、飲食・小売店など 433店舗が参加して宇治市内

の消費喚起に努めたほか、GoTo トラベルキャンペーンの「地域おうえんクー

ポン」参加店舗説明会も開催、飲食店や土産物店の販売機会創出にも努めま

した。 
  

産業交流拠点「うじらぼ」を開設 

 宇治市と連携実施の「宇治ＮＥＸＴ」では、11 月 19 日に宇治市産業会館 1

階に産業交流拠点「うじらぼ」を開設。コワーキング・イベント・情報発信

の 3つのスペースを設け、様々な人の交流を促し、新たなアイデア・事業・

商品・働き方等の新しい価値を生み出す空間としての活用を期待しており、3

月末現在で 229 名が利用登録されています。昨年は、女性起業家やコミュニ

ケーション力向上、ＳＮＳ活用など交流を図るセミナーも開催されました。 
 
 

◇   ◆   ◇   ◆   ◇   ◆   ◇ 
 

新型コロナウイルス感染症の影響で、地域経済活動の回復が長引く中にあ

って、宇治商工会議所では、引き続き国・府・市の補助金メニューやマル経

融資制度等を活用して、会員事業者の感染症拡大予防や販促活動など、事業

再出発に向けた伴走型支援を積極的に行ってまいります。 

 今後も行政や関係機関との連携を緊密にし、ウィズコロナ・アフターコロ

ナを意識して事業を展開していくとともに、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についても強力に実施してまいります。 
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令和 2 年度事業報告の詳細は

宇治商工会議所 Webページ(h

ttps://www.ujicci.or.jp/07

annai/keikaku-houkoku.htm)

をご覧ください。 

 

緊急事態宣言・まん延防止で売上減少の事業者に「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％以上の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８月１５日(日) 

     6 月分：令和 3年７月１日(木)～８月３１日(火) 

     7 月分：令和 3年８月１日(日)～９月３０日(木) 

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。 
 

詳細や申請方法は、月次支援

金の Web ページをご覧くださ

い。 
 

問合わせは、相談窓口まで。 

(TEL0120-211-240) 
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商工会議所功労者や功労事業所を表彰 
 

6 月 23 日開催 
 

 令和 3 年度第 1 回常議員会において承認され、永年にわたり商工会議所運

営に貢献いただいた役員・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方 3 名      

 下岡智也氏、信貴豊長氏、橋内勇生氏 
  

功労事業所 会員として 25 年以上在籍する事業所 16 事業所 

 ㈱サンフーズジャパン、エビス精肉店、北川工業、イシクラ設備工業、 

 ㈱フジヤマ技研、古川行政書士事務所、エフエム宇治放送㈱、オザワ工業、 

 エスワイズ住宅販売㈱、㈱アークヘイワ、㈱ハタナカ、サードフロア、 

 藤井裕司、吉岡鶏園、Three Star、三井住友海上火災保険㈱南京都支社 
 

  

会員企業の従業員で永年勤務

し、成績優秀な従業員、2事業

所 56 名も表彰されました。 

・ユニチカ㈱宇治事業所 

  20 年以上 18 名 

  30 年以上 33 名 

  40 年以上 04 名 

・㈱上條精機 

  20 年以上 01 名  

ご入会ありがとうございます 
 

新入会員のご紹介 
 

 令和 3 年 4 月から 6月までにご入会いただい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 

・アクアマリン 大久保町旦椋 美容業 

・アトリエ ルージュ 宇治里尻 チョコレート・焼菓子ネット販売 

・㈱アパライフクリエイト 広野町大開 不動産賃貸 

・㈲安部製作所 槇島町目川 金属部品製造業 

・アンビシャス 開町 婦人服卸・小売 

・泉袋物 神明宮北 袋物加工・製造 

・伊藤直子一級建築士事務所 伊勢田町北山 建築設計 

・INCENSE KITCHEN 宇治山本 抹茶入りお香製造販売 

・㈲魚秀 伊勢田町新中ノ荒 鮮魚小売 

・うさ組 神明宮東 デザイン業 

・㈱EIGHT コーポレーション 宇治弐番 不動産売買 

・エスパッション 宇治下居 イベント装飾業 

・えるも 広野町西裏 飲食業 

・大西電気設備管理事務所 寺山台 3丁目 電気設備保安管理 

・大家漆工 伏見区桃山南大島町 仏具漆塗り 

・おぐらそば 小倉町神楽田 飲食業 

・㈱OTOWA 五ヶ庄雲雀島 自動車修理・販売 

・理容 KAZU 菟道車田 理容業 

・Kana-Kan㈱ 広野町桐生谷 貨物運送業 

・㈲カピタル 折居台 3丁目 販促品企画販売 

・㈱関西ポリマー研究所 槇島町十八 接着剤製造 

・京のええもん 五ヶ庄西浦 京鴨等食品卸 

・國本商店 大久保町南ノ口 呉服卸 

・倉橋工業 広野町新成田 板金業 

・KENTA SHOJI 伏見区桃山最上町 ボイストレーニング等 

・工房モリシゲ 南陵町 1丁目 繊維卸売業 

・甲雄産業 明星町 1丁目 建設業 

・サエキクリーンサービス 槇島町吹前 廃食油回収業 

・サコモトクリーンサービス 宇治矢落 廃油回収業 

・㈱サンモード 広野町中島 ウェディングドレス販売 

・ジェイファニチャー㈲ 槇島町目川 日用品雑貨製造･輸入 

・須谷 和子 宇治琵琶 通訳・翻訳 

  

 
 裏面に続く 
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事業所名 所在地 事業内容 

・前装華流 菟道田中 きもの塾 

・㈱Socius 槇島町外 旅館 

・髙田自動車 伊勢田町中山 自動車販売・買取 

・谷口工業 宇治弐番 建設業 

・㈲チャンプ西日本 宇治野神 空手 DVD 通信販売 

・中国料理 徳涌 広野町東裏 飲食業 

・トライ行政書士事務所 菟道森本 行政書士 

・TRINITY 大久保町井ノ尻 エステサロン 

・豚骨野郎六地蔵店 六地蔵奈良町 飲食業 

・永谷運送 広野町小根尾 清掃業 

・㈱NAMURA 五ヶ庄寺界道 柔道教室 

・㈱日本ティピカル 茨木市沢良宜西 業務用エアコン入替え 

・NAIL ENVY 広野町新成田 ネイルサロン 

・PSD Pro 五ヶ庄折坂 音響オペレーター 

・BLS 伊勢田町中山 貿易、EC 販売 

・ヒールホーム 五ヶ庄大林 宅地建物取引業 

・㈲ビックバン 槇島町目川 金属加工 

・美道整体院 縁 小倉町西浦 整体 

・平山家具製作所 槇島町十八 家具製造・販売 

・ファリーナキッチン 小倉町堀池 料理教室 

・深尾電工 開町 電気工事 

・房安商店 五ヶ庄福角 露店 

・㈱プラッツ 槇島町大幡 広告デザイン 

・古都真由美事務所 小倉町蓮池 フリーライター 

・LOUNGE Bar BRAVE 小倉町西浦 飲食業 

・ヘアーサロン ムライ 小倉町西浦 理容業 

・ベステンス 伊勢田町砂田 ネット販売 

・ほおづえ 宇治蓮華 飲食業 

・マインクラフト南店 広野町尖山 表彰記念品販売 

・マツオタクシー 小倉町南堀池 個人タクシー 

・松阪翠松堂 宇治妙楽 茶小売 

・松永造建 伊勢田町砂田 外構工事・造園工事 

・美栗屋 菟道出口 栗屋 

・水上工業 宇治田原町郷之口 外構工事 

・峰松 小倉町中畑 葬祭営業 

・メナードフェイシャルサロン宇治小倉 小倉町西浦 エステサロン 

・メンバーズルーム洋 羽拍子町 飲食業 

・㈱山下建設 白川水落山 建設業 

・山下工務店 広野町一里山 建築業 

・LIKEMAD CLEAN 広野町小根尾 ハウスクリーニング 

・ラッセル英会話 小倉町神楽田 英会話教室 

・Liv-creer 五ヶ庄広岡谷 建設業 

・料理ハウス 宇治半白 料理教室 

・Loel eyedesign 小倉町西浦 まつ毛エクステンション施術 

・ローズ 小倉町西浦 衣料販売 

(計 77 事業所) 
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議員変更のお知らせ 
 

人 事 
 

建設部会１号議員・奥田建設工業㈱の人事異

動により、奥田清司 氏の後任に西本知弘 氏が

就任されました。 

 
西本氏の経歴 

平成 23 年 奥田建設工業㈱ 入社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西本 知弘 氏 

 

｢この度、皆様とご一緒に1号

議員として活動させていただ

くことになりました。大変な

世の中ですが、何かひとつで

もお役に立てればと思ってお

りますのでどうぞ宜しくお願

い致します。｣ 

新観光スポット「任天堂資料館」に期待ふくらむ 
 

２０２３年度完成予定 
 

任天堂株式会社が、小倉町にある宇治小倉工場の用地に「任天堂資料館（仮

称）」を開設することを発表しました。宇治小倉工場は、1969 年に「宇治工

場」として建設され、その後、現在の宇治工場(槇島町)の建設と増改築に伴

い、1988 年に「宇治小倉工場」へ改称されました。主にトランプ・花札の製

造や、サービスセンターとしてゲーム機の修理業務を行っていましたが、2011

年 6 月にそれらの業務を宇治工場に移管したため、用地(約 10,430 ㎡）及び

建屋(延べ約 5,890 ㎡)の活用を模索していたところ、近鉄小倉駅周辺の活性

化を図る宇治市からの意向を受け、資料館施設へのリノベーションが決定し

ました。同社では、以前よりものづくりに対する考えを広く理解してもらう

ために資料館の設置が検討されていましたが、今回が初めて手掛ける常設の

資料館となり、これまでに発売してきたゲーム機などの展示と体験ができる

観光施設として 2023年度の完成を予定しています。当所の山仲会頭は「宇治

市でも近鉄小倉駅周辺地区のまちづくり構想について検討を重ねており、こ

の資料館が新たな観光スポットとして周辺地域の賑わい創出につながること

を期待しています。」と資料館の集客効果に大いに期待を寄せています。 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

「任天堂資料館（仮称）」 

完成イメージ図 

 

――― 佐々木伸治 

宇治商工会議所の委員会・商店街・団体活動 
 

5 月・6 月開催 
 

産業地域常任委員会(髙木健次委員長、佐脇 至・臼井龍介副委員長) 
 5 月 31 日開催：第 27 期の正副委員長を選出。宇治市産業地域振興部の松

田専門官、田村参事、堀江課長を講師に招き、新型コロナウイルス対策の

取組みのほか「宇治市産業戦略」の重点施策の 1つである産業立地におい

て、現在進捗している市内 3ヶ所の検討エリアについて説明いただいた。 

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

 6 月 5 日開催：コロナ禍で宇治市最大の集客イベント“縣祭り”が中止と

なる中、「地域の子供達を楽しませたい」と“あなたまつり”を実施。マ

ーケット内ではヨーヨー釣りや綿菓子、くじ引きの他、フラダンスなども

行われ、子供から大人まで多くの人がお祭りの雰囲気を楽しまれました。 

青年部 講演会(髙木真吾委員長、参加者 30名（うち Web 参加者 7名）) 

 6 月 21 日開催：研修委員会では、「コロナ禍に負けない経営戦略 ～自社

の強みを磨き上げよう～」をテーマとしたセミナーを開催。㈱市原会計エ

スエムエスの市原鉄平氏・中石好紀氏を講師にお招きし、SWOT 分析の手法

や事例紹介が行われた後、実際に参加メンバーが自社について SWOT 分析

を行なうなど、経営を見つめ直す良い機会となりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
青年部 講演会 



宇治商工会議所 NEWS                   令和 3 年 7 月 1 日発行(毎月 1 日)発行(定価 1 部 200 円) 6 

 

☆ 7/8 申請締切 京都府緊急事態措置協力金(4/25～5/31 分) 

☆ 女性企業家賞受賞者が語る起業ストーリー…日本政策金融公庫 

☆ 第 8回「震災対策技術展大阪」来場申請受付中 

☆ 令和 3年度永年勤続障害者表彰(個人)の推薦受付中  

～社会人０年生の私たちが見つけた企業と地域の魅力～ 

地域とつながりたい想いから生まれた商店会 

 京都文教大生による   

企業・団体紹介〔第１回〕  

 宇治橋通り商店街で活動を行う商店街活性化隊しあわせ工房 CanVas が、

木幡に生まれた新しい商店会「こはタウン」を取材しました！ 

 はじめの一歩 

 写真スタジオ「スタジオジャパンフォト」では商 

店会設立の数年前から、年に 3回チャリティーイベ 

ントを開催されていました。当初は、店単独の企画 

でしたが、その動きは周辺店舗に派生し、西さんら 

店主さんたちも賛同。周辺店舗を回るスタンプラリ 

ーの開催に至りました。そのときの参加店舗が第一期のメンバーとなり、「木

幡を盛り上げたい」「地域の人や店主さんと繋がりたい」という想いから仲

間の輪が広がり、2018 年 6 月に「こはタウン」が設立されました。 

こはタウンと地域のつながり 
こはタウンで開催されたイベントは、様々ありますが、今回は「HAPPY 

HALLOWEEN in こはタウン」について詳しく伺いました。このイベント

は今まで 2 度開催され、「小さなお子さんや高齢者のいる家庭は、なかなか

遠出できない、暮らしている地域でも楽しめるイベントはできないか」「今

の子どもたちにも地域での思い出を作ってほしい」という想いから、ターゲ

ットを子どもたちに絞って開催されました。仮装してきてくれた子どもが、

参加店舗で合言葉の「トリック オア コハータ」を唱えるとお菓子がもらえ 

たり、午後 3時に、ちはや姫を招き、参加者全員が集合しての記念撮影会を 

行うなど、多くの仕掛けをする

ことで子どもたちの心を掴み、

特別感と一体感が生まれる楽

しいイベントだと思いました。 

 
 

こはタウンの「強み」がつくる温かい街 
こはタウンの強みは、多業種の会員で構成されているところです。また、

福祉関係の事業所などの会員が多いところも特徴です。それを活かし、認知

症についての勉強会や人生観を話し合う講座など、暮らしや生活に関する地

域住民に寄り添ったイベントを実施できることが本当の強みだと感じまし

た。そしてその強みが、会員同士、地域住民同士のつながりを強くし、地域

の人たちが、顔を合わせれば認識しあえる、そんな温かく暮らしやすいまち

をつくっています。会長の西さんは、「コロナ禍でも前向きに活動し、木幡

に賑わいをつくることを目標に、これからも地域の方と一緒に頑張っていき

たい。」と語られました。 

今回訪問させていただいた「こはタウン」と私たち CanVas は、法被をユ

ニフォームとしている、子どもを対象にしたイベントを開催しているという

共通点があり、お互いの強みを活かした交流ができればと考えています。 
・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・- 

宇治商工会議所では、学生の地元定着や人材育成、地域活性化を目的とし

て、2019 年 3 月に京都文教大学並びに京都文教短期大学と包括連携協定を締

結しました。コラボ企画として、令和 3年度は、文教大学生による企業や商

店街を 9 回にわたり取材･紹介する記事を掲載します。 

 

今回の取材先【こはタウン】 

京阪木幡駅周辺の

商店や施設による

商店会。「賑わい

のある街づくり、

みんなが笑顔にな 

れる心豊かな地域、未来へと

持続可能な社会」の実現に寄

与することを目指し設立。現

在約25の店舗や施設が会員と

して加盟。 

 

 

 

 

 

 

 
 

会長の西さん（西デンキ木幡店：右）

と副会長の香月さん（満月堂：左） 

 

今回の取材担当 
【地域連携学生プロジェクト

商店街活性化隊しあわせ工房

CanVas】 

2014 年設立。宇治橋通商店街

振興組合の公認を受け、商店

街の活性化に取組む学生団

体。宇治橋通りの魅力を発信

する事業の実施、情報紙の発

行などを行う。現在、学部や

学年を超えた 40 名で活動中。 

 

 

 

 

 

 
取材、記事作成を担当した三品日向

さん（総合社会学部 3 年次：左）と奥

野有利さん（総合社会学部 2 年次：

右） 


