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中小企業経営改善緊急支援事業補助金 
 

11 月 1 日受付開始 
 

 京都府と宇治商工会議所では、コロナ禍の影響が長期化する中、最低賃金

引き上げが重なり経営環境に厳しさを増す企業の、業務改善・売上向上を図

る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す。 
  

申込受付期間 令和 3年 11 月 1 日(月)～令和 3年 11月 30 日(火)  

補助対象期間 令和 3年    8 月 1 日(日)～令和 4年 1 月 31 日(月) 

補助額・補助率 小規模企業：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 

申 請 条 件 ①日本国内の事業場で所属する労働者が 100人以下であること。
       ②令和 3 年 10 月 1 日の京都府最低賃金の改定に伴い、事業場

内最低賃金を937円～967円の間に引上げ実施済であること。 

補助対象事業例 チラシや HP 作成による宣伝、省エネ化設備への入替など。 

 対象の業種・経費等の詳細は

「募集要項」を必ずご覧くださ

い。 

予算を超える申請の場合、採

択とならない場合がありま

す。 

 
募集要項や申請様式は宇治商

工会議所窓口にて配架の他、

Web ページ(ujicci.or.jp)か

らもダウンロードできます。 

  
    ――― 坊 美知 

「京の小売・ サービスクーポン」加盟店募集中！ 
 

京都府クーポン券事業 
 

京都府では、地域の消費喚起を図るため、中小企業が経営する京都府内の

小売・サービス店舗でご利用いただける商品券「京の小売・サービスクーポ

ン」の加盟店舗を募集中です。 
 

加盟店募集期間 令和 3年 10 月 22日(金)～（Web 申請又は紙の申請書を提出） 

販売･発行額 6 千円分の商品券を 1冊 5千円で販売（総額 42 億円） 

利用期間(予定) 令和 3年 12 月１日（水）～令和 4年１月 31日（月） 

募集対象店舗 中小企業者が運営する京都府内の小売・サービス店舗 

※飲食店(仕出し、弁当専門店等は利用可能）、宿泊施設は対象外。 

 加盟店は、業種別ガイドライ

ンに基づく感染防止対策を講

じている店舗に限ります。 

1 店舗で複数の業種を営む方

など申請対象や方法の詳細

は、京の小売・サービスクー

ポン事務局(075-353-6894)、W

eb(kyoto-premium.jp)まで。 

お茶と宇治のまち歴史公園「茶づな」がオープン 
 

交流・観光拠点 
 

緊急事態宣言のため休館していた、お茶と宇治のまちの歴史公園内の交流

館「茶づな」が 10月 1 日にオープンしました。 

茶づなの 1 階にはミュージアム(有料)のほか、体験室、レストラン、ショ

ップが、2階には展望テラス(無料)や貸会議室が入っています。 

ミュージアムは「宇治茶の間」と「歴史の間」に分かれており、宇治茶の

間では宇治茶の歴史や製法が映像やジオラマで紹介、歴史の間では豊臣秀吉

ゆかりの「太閤堤」を含めた地元の史跡が映像やパネルで展示されています。

体験室では“玉露の淹れ方”や“抹茶づくり”“京焼手びねり”といった宇治

や宇治茶にまつわる体験プログラム(有料)が開講されます。 

宇治と宇治茶を楽しく学べる「茶づな」にお越しください。 

営業時間 午前 9時～午後 5時(入場は 4時 30分まで) 

利 用 料 大人 600円、子供(高校生以下)300円 

     ※小学生未満と 70歳以上の高齢者は無料。 

問合わせ お茶と宇治のまち歴史公園(TEL24-2700) 

※詳細は、茶づなの Web ページか右記のＱＲコードをご覧ください。 

  

 

 

 

 

 
ミュージアム内 

 

 

 

 

 

 

 
復元された宇治川太閤堤 
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門真市の製造業との商談会開催中 
 

宇治 NEXT 
 

 宇治 NEXT(宇治市産業振興課・宇治商工会議所)では、金属やプラスチック

加工、金型製作、表面処理などの製造業が対象となる「宇治市×門真市もの

づくり Web マッチング商談会」を開催しています。同商談会は、発注または

受注エントリーシートをご提出いただき、マッチングが成立後、随時 Web で

の商談会が行なわれます。この機会に是非ご参加ください。 

対象企業 宇治市内に事業所がある製造業 

締  切 11 月 30日(火)までにお申込ください。 

応募方法 宇治 NEXT の Web ページよりエントリーシートをダウンロードし、

下記の宇治市産業振興課のメールアドレスに送付ください。 

提 出 先 sangyoushinkouka@city.uji.kyoto.jp 

問合わせ 宇治市産業振興課(TEL39-9621) 

 詳細は、宇治 NEXTの Web ペー

ジまたは、下記ＱＲコードを

ご覧ください。 

 

 

 

 

協賛:近畿経済産業局、門真市 

後援:京都信用金庫、大阪府 

 

――― 西江将就 

WITH コロナ・POST コロナの販路開拓を支援 
 

にっぽんｅ物産市事業 
 

 コロナ禍に伴う売上や商談機会の減少により、新規取引先開拓の需要が高

まる中、宇治商工会議所では、大規模展示会への出展や個別商談マッチング、

EC サイトの運営を通じて地域産品の販路開拓支援に取り組んでいます。 

10 月には東京開催の食品展示会出展、米国でのフェアを実施しました。 
 

【食品展示会 「外食ビジネスウィーク 食の逸品ＥＸＰＯ2021」出展】 

 10 月 7・8日に東京ビッグサイトで開催の展示会にブースを設け、こだわ

りの食品を扱う 13 メーカーの出展を支援。緊急事態宣言が解除となったこと

もあり、会場には百貨店・スーパー・商社・料飲店など様々な業態のバイヤ

ー24,250 名が来場され、感染拡大防止対策に努めながら自社製品を熱心に提

案・商談されるなど充実した展示会となりました。 
 

【海外フェア 「米国・日系スーパー ＭＡＲＵＫＡＩ “Taste of Kyoto2021”」開催】 

 10 月 6 日～12 日の期間、米国・ハワイ州の「マルカイホールセールマート」

にて京都フェアを WITH コロナの環境下に対応したセルフ販売形式にて開催。 

同フェアにはバイヤーの目にかなった 20 メーカー115 品（取引額 約 340 万

円）が採用され、好評を博した商品は今後の定番化や、需要の高まるシーズ

ンに合わせた追加オーダーが見込まれ、引き続きの商談を継続していきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

東京ビッグサイト「食の逸品 EXPO」 
 

 

 

 

 

 

 
 

米国・MARUKAI「Taste of Kyoto」 
 

――― 稲田将人 

団体活動報告 
 

10 月開催 
 

女性会 正副会長会議(小永井宏子会長、北村賀津子・辻川ヒデ子・保田美幸副会長) 

10 月 7 日開催：11 月 16 日に開催する、料理人ならではの食育の話や日本

料理の根本である出汁のとり方を学ぶ｢食の意義探求セミナー｣について協

議。また、宇治に新しくオープンした｢茶づな｣の見学を行いました。 

青年部 臨時総会(若林 哲会長) 

10 月 14 日開催：令和 4 年度の役員改選を開催。会長には、森山玄慈氏（森

山工務店)、監査には、北川正人氏(ワーゲンショップキタガワ)、三井田大輔氏(Ａ

ｑｕａ)が満場一致で承認されました。令和 4年 4月 1日から新体制が発足

します。 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

青年部オンライン臨時総会 

検定試験のお知らせ 
 

11、12 月受付 
 

福祉住環境コーディネーター 2、3 級検定試験 

試 験 日 １１月１５日(月)～１２月１３日(月) 

申込期間 １１月１日(月)～１２月６日(月) 

 受 験 料 2 級 7,700 円、3級 5,500 円 

ＢＡＴＩＣ(国際会計)検定試験 

試 験 日 １１月１５日(月)～１２月１３日(月) 

申込期間 １１月１日(月)～１２月６日(月)  受 験 料 5,500 円 

福祉住環境コーディネーター検定試験 

試 験 日 １１月１５日(月)～１２月１３日(月) 

申込期間 １１月１日(月)～１２月６日(月)  受 験 料 5,500 円 

 受験者のパソコンで受験いた

だく方式です。 

希望受験日から 7日前までに

東京商工会議所の 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

試験の Webページをご覧くだ

さい。 

――― 福冨頌子 
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宇治商工会議所パソコン教室 おすすめ講座のご案内 
 

お知らせ 
 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の講座】 

●ワード ●エクセル ●パワーポイント ●アクセス ●CAD 入門 

●日商ビジネス英語検定対策 ●リテールマーケティング（販売士）検定対策   

●エクセル関数&テクニック ●はじめてのプログラミング 

●はじめてのパソコン入門講座 ●iPhone&iPad ●はがき作成 ●デジカメ入門 

●SNS よくばり（ズーム・ブログ・インスタグラム・フェイスブック） 

●ホームページ作成 ●やさしい株入門 ●Google 活用 ●オンラインサービス 

●パソコントラブル対応講座 ●インターネットトラブル対応講座 ～など 

 

 
【問合わせ】 

宇治商工会議所パソコン教室 

T E L：0774-66-1353 

住所：宇治市宇治琵琶 45-13 宇治商工会議所 2階 

受付：月・木・土 9:00～18:00 火・水・金 9：00～20：00 定休日：日・祝 

H P：https://www.pcci-school.com/ 

  

【教室の特徴】 
①安心の月謝制 

②受講日程は忙しいあなたに

合わせて選択 

③質問はその場で解決 

④自分のペースで学習できる 

⑤受講回数は予定に合わせて

選択 

⑥年齢制限なし 

 

仕事でスキルアップしたい方

も初心者の方も大歓迎です！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

【無料説明会開催】 

宇治商工会議所パソコン教室

では、無料説明会を随時開催

しております。 

お電話、または HP の予約フォ

ームよりお申込みください。 

 

日程：随時開催中 

時間：①10：00～ 

   ②13：00～ 

③16：00～ 

④18：30～ 

※④は火・水・金のみ 
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 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 

 

☆ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金  

☆ 日商簿記検定3級試験対策講座…城南地域職業訓練センター 

☆ 京都観光おもてなし人材育成セミナー…(公社)京都府観光連盟 

☆ 11月 下請取引適正化推進月間…公正取引委員会 

利用料金 B5、A4 サイズ…33,000 円(税込) 

     B4、A3 サイズ…55,000 円(税込) 

～社会人０年生の私たちが見つけた企業と地域の魅力～ 
地域をネットワークで繋ぎ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 5 回〕  

京都文教大学の学生団体「商店街活性化隊しあわせ工房 CanVas」が、小倉

地域を中心に活動する「宇治・小倉商店ネットワーク」を取材しました。 
 

 名前に込められた強い思い 
和食屋げん月の西山さんが会長を務める「宇治・小倉商店ネットワーク」

は、近鉄小倉駅周辺に点在する様々な商店を取りまとめた団体で、商店街振

興と地域振興に取り組まれています。 

西山会長が幼かった 1970 年代の小倉は、地蔵盆や町内会イベントが今よ

り盛んでした。そうした思い出を持つ会長ら同世代の商店主の間で「今の子

どもたちにも同じような楽しい思い出を作ってあげたい」との気運が高ま

り、2015年に前身となる「宇治小倉篤志の会」が立ち上がりました。さらに

「地域全体が笑顔になる為には、小倉の商店同士がネットワークを強化し、

地域を活性化させて“笑顔の輪”を繋げなければいけない」という思いから、

2018 年に改組し「宇治・小倉商店ネットワーク」を発足されました。 
 

地域の方とのネットワーク 
  商店会が主催する代表的なイベントには 

“オグザニア”と“オグマニア”があります。 

オグザニアは、大工の棟梁や災害派遣医療 

チームなどの職業体験ができる｢職｣と地域 

の飲食店が出店する「食」をテーマに親子 

で楽しめる地域振興イベントです。 

オグマニアは、「住民に小倉を知っても

らう」「小倉マニアになってもらう」を目的に、スタンプラリー形式で商店

を巡りながら、まちの魅力を発見してもらうイベントで、2018 年から 3回開

催されました。当初は飲食店が中心でしたが、飲食以外の商店も参加できる

ように、内容の見直しやオリジナルスタンプの作成など工夫されています。 

小倉は何をするにも便利なまちと語る西山会長ですが、若者の減少に危機

感を感じておられます。課題解決に向けて、「ただイベントを行うのではな

く、地域活動を担ってきた年配者世代、その活動を見聞きしてきた自分と同

世代、自分たちの子どもたちの 3世代が笑顔になれる機会が必要。小倉の良

さ、魅力を知ってもらうきっかけを提供し、地域の発展に繋げたい」と話さ

れています。また、それぞれの立場や考えが異なることを十分理解したうえ

で、押し付けにならないよう、みんなが納得した活動を行うことが、会の運

営には大切とも考えておられます。 
  

小倉のネットワークを肌で感じてみて 
初めて小倉を訪れた私たちは、取材後、昭和の雰囲気が残る肉屋さんで買

ったコロッケを手に小倉のまちを散策しました。商店が立ち並ぶ商店街では

なく、広範囲に魅力的なお店が点在しており、イベント開催を通して商店主

の結束も強まり、商店会名の「ネットワーク」という言葉どおり、お店同士

がつながっているんだと感じました。 

西山会長から私たちは「学生時代はしがらみのない視点から、ものごとを

考えられるとても貴重時期なので、色々なことを自由に考えてください」と

いう言葉をいただきました。学生の視点からどれだけ多くの考え、挑戦して

いけるか、ここで学んだことを今後の活動に生かしていこうと思いました。 

今回の取材先 
【宇治･小倉商店ネットワーク】 

小倉で暮らしたことがある

人、育った人を会員とする商

店組織で、現在 25 事業所が在

籍する。 

 

 

 

 

 

 

 
宇治･小倉商店ネットワーク会長

西山政利さん(和食屋げん月代表) 
 

 

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

街の活性化に取り組む学生団

体。商店街と協力した事業や、

店舗の魅力を発信する情報紙

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左から

奥田麻菜美さん（総合社会学部 2

年次）、三品日向さん（総合社会学

部 3年次）、西山政利さん（宇治･

小倉商店ネットワーク会長）、奥野

有利さん（総合社会学部 2年次） 

2017 年 第 2 回オグザニアの様子 


