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「宇治のお店おうえんクーポン」取扱店舗募集！ 
 

発行総額３億５千万円 
 

 宇治市と宇治商工会議所では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた

市内事業者の売上回復を支援するため、期間限定のプレミアム付デジタルク

ーポン「宇治のお店おうえんクーポン」を発行します。このデジタルクーポ

ンはスマホでＱＲコードを読み取り決済するシステムです。店舗側に特別な

機器が無くても簡単に利用ができ、設備導入の負担もありません。今回はプ

レミアム率 40％、発行総額 3億 5千万円と前回(30％、1億 3千万円)を大き

く上回る規模となっていますので、ぜひ取扱店舗にお申込みください。 
  

募集対象 次の①～③の要件を全て満たす事業者（小売店、飲食店、宿泊施設等） 

【換金手続 ①宇治市内で営業している店舗 

【換金手続 ②大企業(みなし大企業含む)、チェーン店、フランチャイズ店でないこと 

【換金手続 ③スーパー、コンビニエンスストアでないこと 

  (ただし単一店舗のみを経営する小規模スーパーのみ対象とします) 

発行総額 3 億 5 千万円(7,000 円×5万セット、プレミアム分 40％含む) 

利用期間 令和 4年１月５日(水)～令和 4年２月２８日(月) 

換金時期 月 2 回（15 日締め翌 5日、月末締め翌 20日入金）※換金手数料無料 

申込期間 令和 3年１２月１３日(月)～令和 4年１月３１日(月) 

【換金時期 ※令和 3年 12 月 22 日までに申込まれた事業所は、販売開始時の店

舗一覧チラシに掲載します。 

  

 

宇治のお店おうえんクーポン

取扱店舗募集の詳細・申込み

は、中挟みチラシをご覧くだ

さい。 

 

※前回開催（令和 2年 10 月～

令和 3 年 2月）の「宇治のお

店おうえんクーポン」取扱店

舗の方は、別途郵送いたしま

す『事業参加回答書』にて、

お申込みください。 

 

――― 佐々木伸治 

締め切り間近！申請はお早めに 
 宇治市中小企業 

経営チャレンジ支援補助金  

 ７月から募集をしております、「宇治市中小企業経営チャレンジ支援補助

金」ですが、締切が近づく現在、日々、多数の事業所からご申請をいただい

ております。申込受付期間は令和 4年 1 月 21日までとなりますが、予算に達

し次第早期に受付を終了することとなりますので、申請をご予定でまだお手

続きを頂いていない方はお早めに、相談・申請下さい。 

申込受付期間 令和 3年 7月 12 日(月)～令和 4年 1月 21 日(金) 
                   ※予算に達し次第早期終了 

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） 

補助対象事業例 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や売 

       上向上、販路拡大に向けた取り組み等 

 ※申請方法や、補助対象者、

補助対象事業の具体例等の詳

細は、募集要項を必ずご確認

の上、必要書類を添えてご申

請下さい。 
募集要項や申請様式は、宇治

商工会議所 Web ページ、また

は下記 QR コードから閲覧・ダ

ウンロードいただけます。 

 

感染症対策を徹底し、１月４日に開催 
 

新春年賀交歓会 
 

 年始恒例の新春年賀交歓会(宇治市共催)を、新型コロナウイルス感染症対

策を徹底して開催します。なお感染拡大防止策として、今回は事前申込制と

し１企業・１団体につき１名のみのご参加に限らせていただきます。 

日時場所 令和 4年１月４日(火)13：00～ 於：パルティール京都(25-7777) 

会 費 1,000 円（当日ご持参ください） 

事前申込 例年ご参加の事業所には今月中旬頃に案内文書をお送りします。 

事前申込 初めて参加される事業所は、宇治商工会議所までご連絡ください。 

  

今後の感染拡大状況により、

中止の場合もあります。中止

の場合、宇治商工会議所 Web

ページにてお知らせします。 
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議員変更のお知らせ 
 

人 事 
 

任天堂㈱宇治工場の人事異動により、工業部会 1

号議員の斎藤孝之 氏の後任議員に東 正勝 氏が就

任されました。 
東氏の経歴 

昭和60年 任天堂㈱入社 

平成27年 宇治工場 製造部資材管理グループ 

マネージャーに就任 

令和元年 宇治工場 製造部長に就任 

令和 3年 宇治工場 工場長に就任 
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「商工会議所発展のために

尽力させていただきます。ご

指導ご鞭撻のほど、よろしく

お願い致します。」 

この道一筋 受賞おめでとうございます 
 

宇治市技能功労者表彰 
 

 長年一つの職業に従事され、優れた技能を持って宇治市の文化・産業の発

展に尽くされている方の功労をたたえる「第 50 回宇治市技能功労者表彰式」

が 11 月 23 日に宇治市産業会館で行われました。宇治商工会議所の会員事業

所からは、次の方々が受賞されました。＜順不同＞ 

塔本畳店   塔本 清光 氏 （畳職） 
 

㈲辻和製作所 加藤 隆博 氏 （神仏具錺金具製作職） 
 

 竹中自動車  竹中 弘行 氏 （自動車整備職） 
  

 菊地左官店  菊地 勝彦 氏 （左官職）    

 

 
 

 

 

 

宇治商工会議所では、会員事

業所の方を宇治市技能功労

者に推薦しています。推薦要

件の詳細は、業務課(TEL23-3

101)まで、問合わせくださ

い。 

――― 中村真由美 

感染防止対策認証店に応援金！ 
 

申請受付中 
 

京都府では、感染拡大防止対策に取り組む「京都府新型コロナウイルス感

染防止対策認証制度」の認証を受けた飲食店等に対して応援金を支給されま

す。申請以前に実施している取り組みについては、対象外です。 

補助対象者 感染拡大防止対策を向上させる取り組みを行う認証店 
支 給 額 5 万円 

申請締切 ～令和 4年 1月 17日(月) 

 募集要項や申請様式は、京都

府のWebページをご覧くださ

い。宇治市産業会館1階でも

配架しています。問合わせ

は、応援金コールセンター

(TEL075-252-1331)まで。 

源泉所得税の納付相談 
 

税 務 
 

源泉所得税の年末調整および申告納付の時期になりました。宇治商工会議

所では、源泉所得税納付相談を行います。初めての方にもわかりやすくご説

明いたしますので、専従者を含め従業員を雇用されている事業所の方はご相

談下さい。納付期日直前の相談は混み合いますのでお早めにお越し下さい。 

開催日時 １２月１０日(金)～令和 4年１月１９日(水)10：00～16：00 

     (土・日・祝日および 12/28～1/4 は除く) 

持 参 品 年末調整関係書類、所得税源泉徴収簿、扶養控除等申告書、 

     保険料控除証明書、配偶者控除等申告書、源泉所得税納付書、 

     マイナンバー(個人番号) 

  

令和 3 年 4月 1 日より、税務

署長等に提出する源泉所得

税関係書類について、押印を

要しないこととされました。 

 

来所の際は感染防止対策への

ご協力をお願いします。 

 

「2022 年版 商工手帳」をご希望の会員様に進呈 
 

会員サービス 
 

 毎年ご好評の商工手帳 2022 年版を希望される会員事業所の皆様に進呈い

たします。数に限りがありますので、お早めにお越しください。 

配布場所 宇治商工会議所 2階事務所    配布冊数 1 事業所 1冊 

六曜(大安・友引など)入りで

大変便利な手帳となってい

ます。 
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ＪＲ宇治駅前の観光案内所がリニューアルオープン！ 
 

観光・交流拠点 
 

ＪＲ宇治駅前の観光案内所が11月19日にリニューアルオープンしました。

入口付近の空間が広く取られ、バリアフリーに対応、線路側の窓からはＪＲ

宇治駅のホームを見ることができます。ガイドブックや観光マップが置かれ

ているディスプレイ棚には、京都府内産の木材が使用され、木の温もりを感

じながら、ゆっくり観光情報に触れることが可能です。宇治の玄関口の 1つ

として、装いを一新した観光案内所にどうぞお立ち寄りください。 
 

営業時間 9：00～17：00(年末年始等休業あり) 

問合わせ 宇治市観光案内所(TEL0774-22-8783)  

  

 

 

 

 

 
ＪＲ宇治駅前観光案内所 

宇治商工会議所の部会・団体活動報告 
 

11 月開催 
 

建設部会正副部会長会議(南郷孝部会長、下岡智也・堀侑稔・中谷雅夫・髙木健次副部会長）  

 11 月 1 日開催：行政との懇談会や、建設部会主催セミナーなど令和 3年度 

の建設部会事業について協議。また、京阪宇治駅そばにオープンした「お

茶と宇治のまち歴史公園 茶づな｣を見学しました。7名参加。 

青年部 創立 40 周年記念事業「中宇治お買い物ラリー」抽選会(若林哲会長) 

 11 月 5 日開催：市内 5商店街と連携して実施した「中宇治お買い物ラリー」

の抽選会を開催。408 通の応募の中から、旅行券や宿泊券、宇治の名産品

など各賞の当選者 31名を決定しました。 

女性会セミナー(小永井宏子会長) 

 11 月 16 日開催：宇治抹茶料理｢辰巳屋｣で“食の意義探求セミナー～料理

人の思考回路～”と題したレクチャーを受講した後、素材を活かした前菜

やお造り、出汁のうま味が凝縮した昼会席を堪能しました。27名参加。 

青年部 松村宇治市長との懇談会(若林 哲会長) 

 11 月 17 日開催：松村淳子宇治市長をお迎えし、懇談会を開催。メンバー

からはコロナ禍の影響を受ける自社や業界の経営状況を報告したほか、ウ

ィズコロナを見据えた地域振興や、子育てに優しい街づくり、青年部の果

たすべき役割等について意見交換を行いました。10名参加。 

  

 

 

 

 
青年部 お買い物ラリー抽選会 

 

 

 

 

 
女性会 食の意義探求セミナー 

 

 

 

 
青年部 松村宇治市長との懇談会 

産業支援拠点「宇治 NEXT」の事業活動 
 

11 月開催 
 

産業交流拠点「うじらぼ」１周年記念イベント 

11 月 19 日開催: 宇治市産業会館 1 階「うじらぼ」では、開設 1 年を迎え

るにあたり、この施設を知っていただき、さらに事業者や起業家等の利用

者を増やすことを目的に、参加者が気軽に今後の行いたい事業を発表し意

見交換を図る記念イベントを開催。当日は、グループワークで取り組み内

容をブラッシュアップ。その後の交流タイムでは、打ち解けた参加者同士

が活発に情報交換をされ、交流の輪を広げておられました。17名参加。 

  

 

 

 

 

 
うじらぼ  1 周年記念イベント 

宇治商工会議所で行う検定試験 
 

１２、1 月受付 
 

珠算検定試験  

申込期間 １２月２０日(月)～１月１３日(木) 

試 験 日 ２月１３日(日) 

受 験 料 1 級 2,340 円、2 級 1,730 円、3級 1,530 円 

 申込みは、宇治商工会議所窓

口にて受付しています。 

 

――― 福冨頌子 
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☆ うじらぼ大学開校！・・・・・宇治ＮＥＸＴ 

☆ 多様な働き方推進事業費補助金(テレワークコース)募集受付中 

☆ 京の小売・サービスクーポン加盟店募集期間延長 

☆ 生産性向上に向けた現場改善セミナー…中小企業大学校関西校  

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) 

飴づくり体験の様子 

～社会人０年生の私たちが見つけた企業と地域の魅力～ 
｢一人ひとりの能力｣を組織の力として最大限に活用 

 京都文教大生による 

企業・団体紹介〔第 6 回〕  

現役の大学生として、大学の魅力を発信し、地域の課題解決活動にも取り

組む「学生広報チーム」が、宇治を拠点に和菓子事業を展開、情報発信にお

いても注目を集める株式会社岩井製菓を取材しました。 
 

 「宇治なんて」から「宇治だから」へ 
京阪宇治駅北側に本社を構える同社は、店先から甘い香りがただよってい

ます。昔ながらの地釜で少量ずつ時間をかけ直火で丹念に煮詰め、熟練した

技でひとつひとつ丁寧に京飴を手作りされています。現在は「宇治の飴屋」

であることをアピールポイントとして掲げていますが、岩井社長が事業に携

われた当初は、宇治なんて無名の地域と考え、京都の飴屋であることを旗印

に、北海道から沖縄まで日本全国幅広く営業に回られました。 

社長に転機があったのは、営業先のお客さんから「会社、宇治にあったん

だ！」という一言。これをきっかけに、宇治が持つ知名度とブランド力に気

づき、「宇治なんて」という考え方を改め、現

在は宇治ブランドを大切にし、宇治を前面に押

し出した“宇治茶飴”や“贅沢抹茶飴～碧の極

み～”を製造するに至りました。「宇治だから」

を強みと捉える岩井社長の瞳はらんらんと輝

いておられます。 
 

飴作りを軸とした人材育成 
同社で働く魅力は「様々なことができる」「様々な場所に行ける」ことで、

現場での製造や接客、各地百貨店での営業活動等、YouTube 等SNSでの広報・

情報発信と多岐に亘ります。若い世代に飴づくりの奥深さを知ってほしい、

飴づくりに興味を持ってほしいと想いを熱く語られ、実際に飴づくりの体験

もさせていただきました。岩井製菓の人材育成は、従業員全員が経営者視点

に立ち、柔軟に業務に取り組むよう日々指導されています。岩井社長ご自身

も「人が寝ている間に働いて、人の前に出る」との信念を、25年間貫いてお

られます。私たちの中で、寝る間を惜しんで何かに打ち込み努力している人

はどれくらいいるでしょうか。新しいことに挑戦 

せず、現状維持でいることはストレスフリーで穏 

やかに生活できますが、成長には繋がりません。 

私たちも、現状に満足することなく、常に新たな 

ステップへ踏み出す努力を惜しまない団体へと成 

長する必要があると強く感じました。 
  

「10 万人」を惹きつける広報展開 
同社のYouTubeチャンネル登録者数は、なんと10万人を突破しています。再

生回数500万回を越す動画もあり、飴産業のインフルエンサーとなっていま

す。YouTubeを始めたきっかけは、コロナによる売上減少への打開策を模索し

ている中、岩井社長の1番の理解者である奥様の一言でした。YouTubeを始め

たころは全く再生回数が上がりませんでしたが、試行錯誤しながら精力的に

動画をアップし続けた結果、サイダー飴の製造動画がヒットし、現在も好調

を維持されています。私たち学生広報チームも、今回学ばせていただいた常

に新しいことに挑戦し、トライアルアンドエラーを根気強く行いながら、自

分達のやり方を見出し、今後の情報発信に取り組みます。 

今回の取材先 
【株式会社 岩井製菓】 

先代が創業し今年で57年。伝

統的な手作業にこだわり、京

飴、千歳飴など製造。宇治を

拠点に、小売店のほか、飲食

店も運営されています。 

 
 

 

 

 

 
熱い思いを語られる岩井社長 

 

今回の取材担当 
【学生広報チーム】 

京都文教大学入試広報課直

属の学生団体。高校生などに

向けて京都文教大学の魅力

を発信。地域課題を解決する

活動にも、企業や行政と共

に、精力的に取り組む。総勢

38人で活動中。 

 
左から、岡原美夕さん（臨床心理

学科2回生）、岩井正和さん（社長）、

米川結子さん（臨床心理学科3回

生）、水野祐紀さん（臨床心理学

科3回生） 

 

《学生広報チームインスタグラム》

大学生の活躍や、大学の魅力

を発信しています。もしよろ

しければ、フォローをお願い

します。 

株式会社岩井製菓本社 


