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新型コロナ禍での経営課題等について意見交換 
 

市長との懇談会 
 

 宇治商工会議所では、今後の宇治市政に産業界の声を反映していただくこ

とを目的に「松村宇治市長と正副部会長との懇談会」を開催しました。 

 今回の懇談会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、業種

毎の 8 部会を 2 グループに分け 7月 12日・20日にそれぞれ開催、宇治商工

会議所役員及び正副部会長 延 25 名が参加し、コロナ禍における自社の経営

課題や業界の状況などについて松村宇治市長と意見交換を図りました。 

 7 月 12 日の懇談会では、参加者から｢小規模店舗にはコロナ関連商品が入

荷されない｣｢コロナ禍で外食・旅行などの外出がなくなった影響で売上減｣

(商業)、｢観光客の減少や茶会の中止もある中で茶農家を支えるプレッシャー

がある｣(茶業)、｢アフターコロナの個人客増、団体客減の傾向に対応する受

入体制が重要｣(観光)、｢コロナ禍で違う業界の大手が受注するケースが増加｣

(文化)などの経営課題が挙がりました。 

 7 月 20 日の懇談会では、｢受注先が在宅勤務でライン稼働率が下がり、部

品納入が減少｣(工業)、｢ウッドショックで木材調達が厳しい｣(建設)、｢外出

減の影響で事故も少ないのか鈑金需要が減少｣(交通)、｢建設業が厳しく融資

先の 3 割を占める｣(金融)などの経営課題が挙がり、両日とも松村市長はそれ

ぞれの部会からの意見に感想を交えながら熱心に耳を傾けておられました。 

  

 

 

 
 

◆7/12：山仲会頭･小山副会

頭、商業･茶業･観光･文化部会

の正副部会長 計 12名参加 

  
 

 

 
 

◆7/20：中川･西村副会頭、金

融･工業･建設･交通部会の正

副部会長 計 13 名参加 

――― 西本 浩 

飲食店向け 新たな｢感染防止対策認証制度｣がスタート 
 

新型コロナ対策 
 

京都府では、飲食店における感染防止対策をさらに進めるため、京都府が

定めた基準に基づく感染防止対策が実施されている飲食店を認証する「京都

府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度」を開始されました。 
  

対象店舗 京都府内の飲食店(宅配、テイクアウト、フードコートは除く) 

認証基準 業種別ガイドラインや国が示す基準案等を踏まえ作成した 38項目 

主な項目 アクリル板の設置、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用、換 

気の徹底、大声での会話の自粛、咳エチケット徹底の注意喚起等 

申請期限 ～８月３１日(火)まで (9月 1 日以降も実施される予定です) 

 詳細・申請は、京都府の Web

ページをご覧ください。申請

資料等は山城広域振興局で配

布されています。 

問合わせは、京都府新型コロ

ナウイルス感染防止対策認証

制度事務局(TEL075-284-0182

日祝除く 9:30～17:30)まで。 

宇治市中小企業経営チャレンジ支援補助金 
 

申請受付中 
 

 宇治商工会議所では、コロナ禍に伴う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する同補助金の申請受付

を開始しました。ご申請をお考えの方はお早めにご相談ください。 
  

申込受付期間 ～令和 4年１月２１日(金) ※予算に達した場合は受付を早期終了 

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 申請時の必要書類を宇治商工会議所へ持参または郵送で提出 

補助対象事業例 ホームページ・チラシ作成による宣伝、省エネ化設備への入替、 

       感染防止にかかる換気設備の導入など。 ※詳細は募集要項を参照 

 募集要項や申請様式は、宇治

商工会議所 Web ページからダ

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。 

 
ご申請の際には、補助対象と

なる取組内容や経費の詳細等

について、「募集要項」「よく

ある質問」をご確認ください。 

 

     ――― 稲田将人 



                              宇治商工会議所 NEWS                                             ２ 

  

議員変更のお知らせ 
 

人 事 
 

 金融部会 1 号議員・㈱京都銀行宇治支店の人事

異動により、服部広志 氏の後任に小林幸大 氏が

就任されました。 

  

小林氏の経歴 

平成 23 年 生駒支店長に就任 

平成 26 年 尼崎支店長に就任 

平成 30 年 大阪営業部営業第一部長に就任 

令和  3 年 宇治支店長に就任 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林 幸
ゆ き

大
ひろ

 氏 

 

｢今回の宇治商工会議所議員

就任、光栄であると共に大変

身の引き締る思いです。微力

ではございますが、精一杯が

んばりたいと存じますので皆

様のご指導ご鞭撻の程、何卒

よろしくお願い致します。｣ 

議員変更のお知らせ 
 

人 事 
 

 工業部会１号議員・日本ジフィー食品㈱宇治工

場の人事異動により、石川吾郎 氏の後任に 野尻

正輝 氏が就任されました。 

  

野尻氏の経歴 

平成 29 年 水戸工場長に就任 

令和  2年 執行役員 製造本部長に就任 

令和 3年 取締役 製造本部長に就任 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

野尻 正輝
ま さ て る

 氏 

 

｢今回の宇治商工会議所議員

就任にあたり、光栄であると

共に身の引き締まる思いで

す。微力ながら精一杯努めて

まいりますので皆様方のご指

導ご鞭撻を賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。｣ 

創業塾や経営経済動向調査などに広域で取り組む 
 

宇城久広域連携協議会 
 

 宇城久区域商工会議所・商工会広域連携協議会(宇治商工会議所・城陽商

工会議所・久御山町商工会)では、7月 2日に令和 3年度通常総会を開催。令

和 2年度 事業報告・収支決算及び、令和 3年度 事業計画・収支予算につい

て原案通り承認され、本年度も創業塾や経営経済動向調査等の事業に広域連

携で取り組みます。また今回は役員改選期にあたっており、当商工会議所の

山仲修矢会頭が、令和 3年度からの 3年間、協議会会長に就任されます。 

 総会終了後、山城広域振興局 稲垣勝彦局長を招いて懇談会を実施。コロ

ナ禍での自社の状況や業界の動向等について、意見交換を行いました。 

  
 

 

 

 
  

懇談会で発言する山仲会頭 
  

     ――― 西本 浩 

YouTube「宇治飯 うまいもんチャンネル」開設！ 
 

動画配信 
 

 宇治商工会議所では、コロナ禍で外食需要が見込めない中、市内飲食店の

応援と地域の活性化を図るため、「宇治飯 うまいもんチャンネル」を開設し

ました。これは、店主イチ押しのメニューを調理から完成まで動画で撮影し、

YouTube で発信する取り組みです。撮影・動画制作は無料で行いますので、

飲食店の方はぜひＰＲにご活用ください。 

■撮影概要 

対象店舗 宇治市内で営業している飲食店 

募集期限 令和 4年１月３１日(月) ※申込多数の場合、予告なく募集を締め切る場合があります。 

撮影内容 1 店舗(1事業所)1メニュー。厨房等での調理の様子および商品 
撮影時間 2 時間程度 ※準備・片付け等含む 

配  信 月 10 店舗程度／1店舗 3～5分程度 

  

 

 

【撮影申込みはこちら】 
 

 

 

 

【動画視聴はこちら】 

 

――― 澤本匡人 
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企業価値を高める「SDGs 経営への取り組み方」 
 

経営セミナー（期間限定配信） 
 

「SDGs 経営」とは、国連で定めた、世界で抱える 17 の課題を解決して、持

続的に利益を確保する新しい経営スタイルです。世界的にもこの考えは浸透

しており、「企業価値が向上し、地域から支持され、収益向上が期待できる

取り組み」として注目されています。本セミナーでは『SDGs の概要』はもち

ろん、『業績の向上につなげている具体的な事例』、『導入のポイント』を分

かりやすくお伝えします。ぜひご視聴ください。 
  

配信期間 ～令和 3年９月１５日(水) まで無料配信中 

受講方法 チラシの QRコード 又は 宇治商工会議所 Web サイト よりご視聴可 

講  師 岡本 洋平 氏（SME ビジネスコンサルティング(同) 代表社員） 

 詳細は、中挟み紙面をご覧下さ

い。 

本講座は YouTube の限定公開

型での無料動画配信ですので

期間中、お好きな時間帯にご

視聴可能です。 

問合わせは、宇治商工会議所

商工課(℡23-3101)まで。 
 

――― 稲田将人 

宇治商工会議所の団体・商店街活動 
 

7 月開催 
 

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) 

 7 月 11 日開催：宇治市中小企業経営チャレンジ支援補助金を活用して、音

楽 DJ イベント｢ROOTS GROOVE｣を開催。当日はレコードや古着などの販売

も行われ、地元出身の DJ が会場を大いに盛り上げ、集まった多くのお客

さんが、熱い一日を楽しまれていました。 
  

青年部 交流事業(若林哲会長、若林和志委員長、会員数 49 名) 

 7 月 14 日開催：絆づくり委員会では、辰巳屋にて｢ＹＥＧセミナー｣を参加

者 28 名で開催。入会歴の浅いメンバー向けに、動画やクイズ形式で宇治

ＹＥＧの組織や活動内容を中心に説明を行い、ＹＥＧ活動について理解を

深めるとともに、メンバー間の交流を図る取り組みとなりました。 
  

女性会 老人ホーム慰問(小永井宏子会長、会員数 77名) 

 7 月 26 日開催：社会奉仕委員会(辻川ヒデ子委員長)が中心となり、土用の

丑にちなみ、うなぎ 90 匹分の蒲焼きを菟道明星園と白川明星園の 2 施設

へ持参する恒例の慰問を実施しました。女性会役員から｢うなぎを食べて

元気に夏を乗り切ってください。｣と入居者に声を掛けられました。 

  

 

 

 

 

 
青年部 交流事業 

 

 

 

 

 

 

 
女性会 老人ホーム慰問 

リテールマーケティング ネット試験の受験申込開始 
 

検 定 
 

 リテールマーケティング(販売士)検定試験について、新型コロナウイルス

感染症拡大の収束が見通せない状況下においても、皆様に受験機会を提供す

る為、随時受験が可能なネット方式による試験を 7月 28 日より開始します。 
  

試験会場 各地商工会議所が認定した「テストセンター」で施行します。 

全国 150 ヵ所から選択でき、京都のテストセンターは以下の 3 ヶ

所です。(自宅での受験は不可) 

・京都駅前(京都市下京区油小路通塩小路下る南不動堂町 3大道ビル 6階) 

・四条烏丸(京都市下京区手洗水町 670 京都フクトクビル 3階) 

・TAC 京都校(京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町 159-1 四条烏丸センタービル 3Ｆ) 

受 験 料 1 級:7,850 円、2級:5,770 円、3級:4,200 円 

  

※別途、事務手数料として受

験者 1 名あたり 550 円がかか

ります。 

 

詳細・申込みは、日本商工会

議所の検定ページをご覧くだ

さい。 

――― 福冨頌子 

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８月１２日(木)～１５日(日)は、休

業させていただきます。 

 ※８月１６日(月)より通常通

り業務を開始いたします。 



宇治商工会議所 NEWS                   令和 3 年 8 月 1 日発行(毎月 1 日)発行(定価 1 部 200 円) 4 

 

☆ 京都知恵産業フェア 2022～Kyoto Style～出展者募集中 

☆ 京の飲食安全対策向上事業 申請期間等の再延長 

☆ 京都府酒類販売事業者支援金・・・・京都府 

☆ 雇用調整助成金の特例措置延長・・厚生労働省 

～社会人０年生の私たちが見つけた企業と地域の魅力～ 
「つくる」は一人ひとりに向き合うことから始まっている 

 京都文教大生による   

企業・団体紹介〔第２回〕  

対話や交流を通して、マイノリティに対する理解を深める取組を行う学生

団体「REACH」が、義肢や義足の製作を行う「楠岡義肢製作所 株式会社」を

取材しました。 

 世界に一つのモノづくり 
 

楠岡義肢製作所では、「一人ひとりに合ったモノ 

づくり」が行われています。活動量や怪我の状態、 

手足の長さや体の大きさは人によって異なります。ユーザー様一人ひとりが

快適に利用できるよう、様々な症状に適した素材 

を選び、その組み合わせにも工夫を凝らしていま 

す。また、体に負担がかからないように細かく採 

寸し、少しでも希望に添う様に調整を行っていま 

す。例えば、コルセットでは、骨組みの組み方や通気性の考慮といった工夫

により、体への負担を軽減させています。また、背面は骨組みを入れ、前面

は柔らかい素材にしたコルセットもあります。製品チェックでは、従業員が

ユーザー様の体型を再現し、実際に着用することで、着け心地を確認されて

いました。細かな調整を行うことで、たった一つのユーザー様に合ったもの

が出来上がるのだと感じました。 
 

距離を縮めるオープンな環境づくり 
楠岡義肢製作所の特徴の一つとして、ユーザー 

様が来られるギャラリースペースと工房がつな

がっておりユーザー様から作業場の様子を見る

ことが出来ます。これは「ユーザー様にとって義

肢や補装具は自身の体の一部として生活を共に

するものであるため、製作過程や様子が見えたほ

うが安心していただける」という考えによる工夫 

でした。店内は木材を基調としたあたたかな雰囲気があり、また、出入り口

がガラス張りで、外を行き交う子どもたちの姿も見られ、馴染みやすいつく

りになっています。ユーザー様の安心や信頼の構築、地域との距離を縮める

ためのオープンな環境づくりがなされていました。 
 

心に寄り添い、支える関係づくり 
インタビューを通して楠岡義肢製作所の一番の魅力は、技術を提供するだ

けでなく、ユーザー様の心に寄り添って前向きな一歩を支えている所だと思

いました。 

ユーザー様の中には義肢に抵抗を示す方もいますが、自分達の存在を受け

入れてもらうために、ユーザー様に寄り添い信頼を築きます。また、医療ス

タッフとして医療機関に赴き、実際に調整作業を見てもらいながらユーザー

様と会話し仲良くなるというお話を聴きました。そのような親しみやすさや

温かさがユーザー様の支えになり、前向きな一歩を支えているのだと感じま

した。 

「人との関わりを大切にする」という点は、私たち REACH にも通ずる所が

あります。取材を通して、一人ひとりの声を聴いて現状を知り、それを地域

に発信することができれば、共生社会の実現に一歩近づくのではと感じまし

た。 

 今回の取材先 
【楠岡義肢製作所 株式会社】 

1975年京都府宇治市木幡で先

代の誠治氏が創業し、2010年

に法人化。現在はスタッフ13

名。義肢装具や靴のインソー

ル、コルセットなど、身体に

悩みのあるユーザー様の目線

に立ってひとつひとつ丁寧に

作りあげる。 

 

 

 

 

 

 

 
 

楠岡義肢製作所 株式会社 

代表取締役の楠岡誠広さん 
 

 

 

今回の取材担当 
【地域連携学生プロジェクト

REACH】 

2019 年設立。薬物依存や知的

障がいなど、地域にいる多様

な人々との対話や交流を通し

て、お互いを理解し、偏見の

ない「共生社会」の在り方を

考える学生団体。 

 

 

 

 

 

 

 
 

取材、記事作成を担当した左から

濵口幸太郎さん、白井優花さん、

細川真里華さん、松本桃佳さん、

岡本侑実さん（共に臨床心理学部2

年次） 

 


