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創立４０周年記念事業 中宇治お買い物ラリーで消費を喚起！ 
 

青年部 
 

 昭和 56 年 11 月創立の宇治商工会議所青年部(若林 哲会長)は、昨年度に創

立 40 周年の節目を迎えておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止

の観点から記念式典を中止し、記念の周遊イベントを延期してまいりました。 

 この度、市内高齢者のワクチン接種率が 5割を越えたことや 9月末での緊

急事態宣言解除が検討されていることから、コロナ禍の影響を大きく受けた

“宇治観光”に関わる事業者に再び活力が戻ることを願って、延期していま

した中宇治 5 商店街の周遊イベント「中宇治お買い物ラリー」を開催します。 
  

■■■■ 創立 40 周年記念事業中宇治お買い物ラリー ■■■■ 

 期間中、中宇治 4エリア 5商店街(①宇治橋通商店街・大阪屋マーケット商

店会、②平等院表参道商店会、③宇治源氏タウン銘店会、④宇治観光塔の島

会)の参加店舗(119 店舗)でお買い物をして、スタンプを 3 つ(各エリアで 1

つずつ）集めて応募いただくと、抽選で旅行券や宿泊券、宇治の名産品など

豪華景品をプレゼント。また、ラリー達成者先着 500 名には特製ノベルティ

(おうじちゃまぬいぐるみキーホルダー)をプレゼントします。 
  

開 催 期 間 令和 3年１０月１日(金)～１０月３１日(日) 

台紙配架場所 ＪＲ宇治駅前観光案内所、京阪宇治駅前観光案内所 

台紙配架場所 近鉄大久保駅観光案内所、宇治市観光センター、 

台紙配架場所 宇治商工会議所、各商店街参加店 

  

 

 

 

 

 

 

 
参加店はこのロゴが目印 

 

 

 
 

詳細は、ＱＲコードをご覧ください 
 

問合わせは、宇治商工会議所

商工課(TEL23-3101)まで。 

 

――― 澤本匡人 

安心・安全な京の飲食店応援クーポン販売 
 

加盟店募集 
 

 京都府では、安心・安全なコロナ対策に取り組む府内の飲食店を応援する

ため、｢安心・安全な京の飲食店応援クーポン｣を販売されます。 

 このクーポンは、1 万円分の食事券（テイクアウト・デリバリーのみ利用

可能）を 5千円で購入できるもので、｢京都府新型コロナウイルス感染防止対

策認証店｣のみが加盟店として登録できます。現在、応援クーポンの加盟店舗

を募集されていますので、詳細を確認いただき、ご登録ください。 

募 集 締 切 １０月１２日(火)17：00 まで (Web 申請または郵送申請) 

クーポン利用期間 １０月１２日(火)～令和 4年１月１６日(日) 

クーポン券販売 ホームページより申込・抽選 

クーポン販売額 1 冊 5,000 円 ※1人 1 冊のみ購入可能 

 ※今後府内の緊急事態措置の

解除などの状況を踏まえて、

加盟登録店内でのランチ(1

1：00～15：00)も利用できる

予定です。 

 

 

 
詳細は、ＱＲコードをご覧ください 

新入会員の承認や補正予算 ４議案を可決 
 

第２回 常議員会 
 

 宇治商工会議所では、新型コロナウイルス感染症の影響で、京都府に発令

中の緊急事態宣言が 9月末まで延長されたことに伴い、9月 15 日に開催予定

であった「令和 3 年度 第 2回常議員会」を書面審議に変更いたしました。 

 今回、6 月開催の第 1 回常議員会以降の新入会員の承認および、一般会計

ほか 2 つの特別会計の補正予算 計 4議案を書面審議いただき、返送された書

面表決書にて、いずれの議案につきましても、過半数の承認が得られました

ので、第 2回常議員会に諮りました議案は、すべて可決いたしました。 

 宇治商工会議所では、今後も京都府、宇治市をはじめ、関係諸団体と十分

に連携し、市内経済の回復に向けた取り組みを推進してまいります。 

  

宇治商工会議所が行う各種事

業や、補助金・助成金等の情

報は、宇治商工会議所 Web ペ

ージをご確認ください。 

 

――― 西本 浩 
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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 
 

                          (敬称略・五十音順) 

事業所名 住 所 事業内容 

･㈱ainnie 折居台 1 丁目 工業製品等卸売 

･あめあがり 宇治妙楽 喫茶 

･居酒屋いじっぱり 大久保町井ノ尻 飲食業 

･手もみうどん うえだ 宇治蛇塚 飲食業 

･小倉陶房 炭山久田 陶磁器製造 

･焼肉 韓亭  宇治半白 飲食業 

･KeY 五ケ庄西川原 古物商 

･島津デンキ工事 伏見区石田桜木 外食産業厨房の電機工事 

･W-お菊はうす 木幡檜尾 美容サロン 

･田村建装 伊勢田町遊田 建築塗装 

･とんがり山のてっぺんDE! 広野町尖山 カフェ 

･マジ大道芸人 HAMAR 広野町桐生谷 大道芸人 

･濱田工務店 槇島町石橋 建築大工 

･hanna rhythm 折居台 2 丁目 リラクゼーションサロン 

･POLA W-ing 菟道門前 エステサロン 

･みうら電器 大久保町上ノ山 家電小売・修理 

･麦わらぼうし 宇治戸ノ内 パン小売 

･RISE 菟道薮里 ピラティス・整体 

･RELIFE SPACE 菟道車田 美容室 

･Lumpi A 伊勢田町砂田 キッチンカー 

  
 

令和 3年 7月から 9月までに

ご入会いただいた事業所の

皆様です。 

 

 

 

 

会員の皆様の取引先やご近

所で未加入の事業所がおら

れましたらぜひご紹介くだ

さい。 

 

 ――― 中村真由美 

京都府の最低賃金を９３７円に引き上げ 
 

労 務 
 

 最低賃金は、最低賃金法に基づき賃金の最低限度を定めたもので、事業主

は最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。京都府では、10月 1 日か

ら府内事業所で働く臨時、パート・アルバイト等全ての労働者の最低賃金を

909 円から「９３７円」に改正されます。 

 また、京都府の産業別最低賃金は、現在、電気機械器具製造業・輸送用機

械器具製造業・各種商品小売業・自動車(新車)小売業の 4 業種について、改

正の申し出がなされ審議中です。電気機械器具製造業・各種商品小売業・自

動車(新車)小売業については、京都府最低賃金を下回る状況になるため、令

和 3年 10 月 1 日から改正までの間、時間額 937 円が適用されます。 

 最低賃金の対象は、毎月支払われる基本的な賃金で、皆勤・通勤・家族手

当、時間外・休日・深夜手当、賞与等は除外します。 

 

 
 

 

 

 

最低賃金の詳細は、京都労働

局の Webページか下記のＱＲ

コードをご覧ください。 

 

 

 

 

 

――― 澤本匡人 

「働く」と「宇治市」について楽しみながら学ぶ 
 宇治ＮＥＸＴ 

｢未来キャンパス事業｣  

 宇治ＮＥＸＴ(宇治市・宇治商工会議所)では、高校生・大学生を対象とし

た起業・体験スクール｢宇治市未来キャンパス事業(全 8回)｣を 10 月 16 日か

ら産業交流拠点｢うじらぼ｣にて、開催します。 

 現在、参加者を募集していますので、是非お知り合いにご紹介ください。 

 

 

 

 

詳細は、中挟みチラシをご覧

ください。 
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経営者のための退職金制度 税法上のメリットも！ 
 

小規模企業共済 
 

 小規模企業共済制度は、事業を廃止されたときや会社役員を退職した後の

生活資金などを積み立てておく共済制度で、小規模企業共済法に基づいて、

国が全額出資している(独)中小企業基盤整備機構が運営しています。 

 積み立てる掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として課税対象所得か

ら控除できる等、税法上のメリットもあり、全国で 153 万人が加入されてい

ます。「共同経営者」の方も加入できますので、ぜひ加入をご検討ください。 

掛金月額上限 1,000 円～70,000 円の範囲内（500円単位で設定） 

掛金月額上限 ①加入後も増額・減額することができます 

掛金月額上限 ②払込方法も月払い･半年払い･年払いから選択いただけます 

共済金の受取 一時払い・分割払い・又は一時払いと分割払いの併用を選択 

共済金の受取 （税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金に 

ついては公的年金等の雑所得として取り扱われます。） 

共同経営者…下記①～③の

加入要件全てを満たす方。 

①従事する事業の事業主が

小規模事業者であること 

②事業の重要な業務執行の

決定に関与していること 

③共同経営者として業務執

行に対する報酬を受けて

いること 
 

問合わせは、宇治商工会議所

業務課(℡23-3101)まで。 

知って、使って商工会議所 
 

活用促進 PR 
 

ザ・ビジネスモール 

 ザ･ビジネスモールは、日本全国約 500の商工会議所・商工会が共同で運営

する「会員限定」の商取引支援サイトです。自社をＰＲしたい、自社の技術・

強みを知ってもらいたい、ビジネスパートナーを探したい、仕入れ先を見つ

けたい、複数の企業から見積りを貰いたい、販路を拡大したい等の課題解決

に役立てるためのツールとして、現在全国で 26 万社以上の商工会議所・商工

会の会員企業に活用されています。ユーザー登録すれば、自社の商品・サー

ビス情報、PR を自由に登録・発信することができますので、ご活用ください。 

電子証明書 

 電子証明書は、「インターネット上の身分証明書」に当たるもので、書面取

引における印鑑証明書に代わるものといえます。ネット上の「なりすまし」

「改ざん」「事後否認」「盗聴」等を防止できるため、「公共発注機関等への入

札・調達手続き」「行政機関への各種届出手続き」「ＢtoＢ電子商取引」等で

幅広く活用されています。 

 商工会議所は、㈱帝国データバンク(ＴＤＢ）とセコムトラストシステムズ

㈱(セコム)と提携しており、両社の電子証明書を商工会議所会員料金(割引価

格)で購入できます。本制度を利用することで、ＴＤＢは通常料金から 2,200

円、セコムは 2,200円(2 年版）、3,300 円(3 年版)が割引されます。 

  

 

詳細は、ザ・ビジネスモール

の Webページをご覧ください。
 

 

 

 

 

電子証明書の詳細は、日本商

工会議所 Webページをご覧く

ださい。 
 

※宇治商工会議所で「会員確

認用クーポン券」の発行を受

けたうえで、ＴＤＢまたはセ

コムに電子証明書の取得手

続きをする必要があります。 

宇治商工会議所で行う検定試験  
10、11 月受付 

 

簿記検定試験… 試 験 日１１月２１日(日) 

申込期間 １０月５日(火)～１０月２５日(月) 

 受 験 料 1 級 7,850 円、2級 4,720 円、3 級 2,850 円 
 

ビジネス実務法務検定試験… 試 験 日１２月５日(日) 

申込期間 １０月１２日(火)～１１月５日(金) 

受 験 料 1 級 12,100 円 
 

福祉住環境コーディネーター検定試験… 試 験 日１２月５日(日) 

申込期間 １０月１２日(火)～１１月５日(金) 

受 験 料 1 級 12,100 円 

 [検定試験の申込み] 

簿記検定試験･･･ 

宇治商工会議所窓口か Web

ページ(定員を設けていま

す。定員に達し次第、申込

みを締め切ります。) 
 

ビジネス実務法務・福祉住環境コー 

ディネーター検定試験･･･ 

東京商工会議所 Webページ 
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☆ 高年齢者雇用推進セミナー…(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構  

☆ 中信ビジネスフェア 2021…京都パルスプラザ  

☆ はじめての Google 広告セミナー…京都府よろず支援拠点  

☆ 第24回 関西ものづくりワールド…インテックス大阪 

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) 

オンライン取材 工場説明を受ける学生 

～社会人０年生の私たちが見つけた企業と地域の魅力～ 
ものづくり技術と職場環境が可能にする「絶対品質」 

 京都文教大生による   

企業・団体紹介〔第 4 回〕  

京都文教大学の総合社会学部の学生 3 名と、大学コンソーシアム京都 の

インターン生として同学での実習に参加している 2名が、日産車体京都工場

跡地の京都フェニックスパークに本社(久御山町)を構え、精密機械部品の製

造加工を行う株式会社ユー・エム・アイを取材しました。 
 

縁の下の力持ち 
同社は、私たちが普段使っているあらゆる分野の製品の生産を支える精密

機械の部品を製造されています。本社工場のほかにも、鹿児島に西日本支社・

九州工場、山梨県に東日本支社、愛媛県に松山営業所を構え、約 190 名の従

業員を有され、本社と九州工場で同品質の部品製造を行える体制を整えてお

られます。 

経営方針は、「顧客満足思想の徹底を図り、真のプロへの挑戦」で、顧客か

らの依頼に応える努力を怠らず、そのために必要な技術習得や、設備の積極

的な導入など、ものづくり企業として、顧客から求められる品質レベルの向

上に妥協せず挑戦されています。また、工場では、製造設備が周囲の機械か

らの振動の影響を受けないように、設備の床を 7ｍ掘り下げ、振動を吸収す

る構造となっています。他にも、取引先である食品会社の精密機器の部品を

多く製造しているため、万 

が一、研磨剤が残留した場 

合を想定し、コーンやくる 

み等の食品を研磨材として、 

使用されています。 
 

社内の取り組み 
製造現場や事務所にて作業の効率化を図っており、その取り組みを推進す

るため、提案委員会を設置されています。そこでは、社員からアイディアが

日々寄せられ、優秀な提案はすぐに採用し、報奨制度も制定されています。

この制度は年々定着し、今では年間 400 件近い意見や要望が出されると伺い

ました。その結果、これまで 8時間かかっていた作業が 1 時間に短縮された

事例もあるそうです。こういった意見の出やすい環境を整えるため、コロナ

禍以前は、全国の従業員が年 2回京都で一堂に会し、支社や部署の枠を超え

て親睦を深める機会が設けられていました。取材の際にも、私たちからの質

問や疑問にも、熱心に耳を傾けられ、お答えいただく姿勢や、「従業員や外

注・仕入先は家族」という創業当初からの経営理念からも、職場環境の良さ

が表れていると感じました。 
 

学生を受け入れる理由は？そのメリットは？  

 「会社見学を通して、社会人とは何かを感じてもらいたい」という思いか

ら、以前よりインターンシップを受け入れておられ、「学生の選択肢の幅が広

がれば」と今回の取材にも応じていただきました。同社では、理系の方だけ

ではなく文系の方も多く活躍されています。「出身学部ではなく、仕事に意

欲的に取り組めるかどうかが重要。就労環境の良い職場で、価値の創造を行

い、それが企業発展や、ゆくゆく社会貢献にも繋がるという自己実現を体感

してほしい」と話されました。これまで見たことのない職場や職種の方々に

触れ、私たちの視野を広げる貴重な体験となりました。 

 今回の取材担当 
大学コンソーシアム京都 

は、大学間インターンシップ

や産学連携事業を行う京都

市周辺に所在する大学連携

組織で、今回、京都文教大学

での実習に参加している2名

も取材に同行しました。 

 

 

 
 

 

 
 

甲斐文月さん(左：立命館大学 文

学部３年次)、大本義己さん(右：大

谷大学 文学部３年次) 
 

京都文教大学総合社会学部 2

年次 3 名がオンライン取材。 

 
左から奥田麻菜美さん、山中怜奈

さん、福島秀晃さん 
 
 

今回の取材先 

【株式会社ユー･エム･アイ】 

1971年8月に創立され、2021

年8月で創立50周年を迎えま

した。機械部品に関して幅広

く製造･開発を行っていま

す。経営理念にある〈お客さ

まは誰か？〉〈品質は会社の

命〉とする品質方針に基づ

き、業界をリードする品質と

技術力を誇ります。 

 

 

 

 

 
 

株式会社ユー･エム・アイ 

※ 

※ 


