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新年のごあいさつ 
 

年頭所感 
 

 新年あけましておめでとうございます。 
 2022 年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。 
 さて、2020 年から猛威を振るっていた新型コロナウイルス感染症
もワクチン接種効果と国民の感染予防努力により、感染拡大がよう
やく落ち着きを見せてきたものの、ここにきてオミクロン株の影響
が懸念されるところであります。 

昨年 11 月に発足した第二次岸田内閣では、中小企業経営や地域
経済の立て直し、将来の持続的な成長を目指した「コロナ克服・新
時代開拓のための経済対策」を発表されました。事業者支援として
事業復活支援金などの資金繰り支援や Go To トラベル再開などの需
要喚起も含まれており、これを着実に実行し“感染対策”と“経済
再生”の二刀流の政権運営に全力を挙げて頂くことを期待します。 

昨年 12 月公表の日銀短観によると、大企業・製造業では、原材
料価格の高騰によるコスト増や半導体の供給不足による自動車の
減産などが影響し、業況悪化が予想されています。一方、非製造業
については、感染状況の好転により活動制限が緩和されたことなど
を受けて、全体の景況感は改善する見込みで、緊急事態宣言の解除
による人流の回復で消費活動に持ち直しの動きがみられることか
ら、宿泊・飲食などの個人向けサービス業などで業況は上昇に転じ
るほか、堅調なソフトウェア投資に支えられ、情報サービス業も底
堅く推移する見通しとありました。 

引き続き１人ひとりが感染防止の意識をより強く持ちつつ国内
経済活動の再開が進み、長引くコロナ禍による厳しい状況を打破し
明るい希望を抱けるような 1年になることを切望し、新しい時代を
皆様と切り拓いていけるよう努力して参りたいと思います。 
 宇治商工会議所でも、宇治市との共催で、小売店・飲食店・宿泊
施設など市内小規模事業者の売上回復を支援する販売促進キャン
ペーンとして、3億 5000 万円規模のデジタルクーポン発行事業「宇
治のお店 おうえんクーポン」を１月 5 日から販売し、消費者の需
要喚起を図ってまいります。 

また、京都府や宇治市はもとより関係諸機関とも緊密な連携を図
り、市内経済を回復するための新たな取り組みを強力に実施して地
域経済の発展に尽してまいりたいと存じます。 
 最後に、今年の干支「壬寅(みずのえとら)」には、冬が厳しいほ
ど春の芽吹きは生命力に溢れ、華々しく生まれる年になるという言
い伝えがあるそうです。 

宇治商工会議所といたしましても、2 年も続いた新型コロナウイ
ルス感染症による厳しい経済状態から脱却し、地域経済がいち早く
回復するための後押しを皆さまに寄り添って尽力・邁進してまいり
ますので皆様のご理解、ご支援をお願い申し上げまして年頭のご挨
拶といたします。 
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新年を迎えて 寅年さん集合！ 
 

年 男・年 女 
 

太田電機㈱ 太田勝啓氏… 還暦を迎える実感は正直ありませんが、これか

らも初心を忘れず頑張ってまいります。 

 

㈲はせ川 長谷川勝己氏… 還暦を迎え、健康で無事に来られたこと家族や

友人に感謝したいと思います。コロナ禍の影響で大変な時期ですが頑張っ

ていきたいです。 

 

藪内商店 薮内均氏… 6 回目の年男。大変な年もありましたが、無事現存ま

で迎えさせていただきました。今年こそ、コロナが収まり平穏な日々が来

るように。 

 

㈱洛南エンジニアリング 堀侑稔氏… 7 回目の年男です。健康に恵まれゴルフ

はレギュラーティ。車もバリバリで往復 700 キロを日帰りドライブ！！ 

 

㈱宇治吉田運送 吉田實子氏… 五黄の寅年、運の強さのお陰で良いご縁を

頂き、今年も益々パワーアップして、皆様に元気をお届けします。 

 

ワーゲンショップキタガワ 北川正人氏… コロナの悪い気運にトラわれず、

様々なことにトライしていきタイガー！ 

 

二十一世紀産業㈱ 佐野洋一氏… 段々と時間の経過が早く感じるようにな

ってきましたが、その分時間を無駄にせず、｢限りなき前進｣を続けて参り

ます。 

 

結婚サロン hana 京都宇治 斉藤洋子氏… 幸せな人生に必要な物は｢愛するこ

と｣と｢働くこと｣だと言います。2022年、引き続き頑張ります！ 

 

  

 

 

 

 

 

 

寅年生まれの役員議員、青年

部の皆さんに新年にかける抱

負をお伺いしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

金子恵美さんを招いて会員大会開催 
 

参加者募集中 
 

 宇治商工会議所では、商工会議所活動をより理解していただくため「第 27

期宇治商工会議所会員大会」を開催します。当日は、元衆議院議員の金子恵

美さんによる講演会のほか、抽選会なども行い、会員の皆様に楽しんでいた

だける内容となっています。皆さまのご参加をお待ちしています。 
 

開催日時 令和４年２月９日(水)14:00～16:30(受付 13:30～) 

開催場所 パルティール京都（宇治市宇治樋ノ尻 88 TEL 25-7777） 

講 演 ｢優秀なリーダーの共通点｣ 金子恵美氏(元衆議院議員･ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ) 

対 象 宇治商工会議所会員の皆様（1事業所につき 1名） 

参 加 費 １,０００円 

定 員 ２００名 

  

 

 

 

詳細・申込みは、中挟みチラ

シをご覧ください。 

 

――― 中村真由美 
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｢宇治のお店おうえんクーポン｣1月 5日販売･利用開始! 
 

プレミアム 40％ 
 

宇治商工会議所が、宇治市と共催で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発行する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」の販売と利用が 1 月 5 日からスター

トします。40％のプレミアムにより 1 セット 5,000 円で 7,000 円分のクーポ

ンを 5 万セット(3.5億円)発行、お一人様最大 4セットまで購入できます。 
  

利 用 ・販 売 令和 4年１月５日(水)～２月２８日(月)※販売は売切れ次第終了 

販 売 価 格 1 セット 7,000 円(500 円券×14 枚綴り)分を 5,000 円 

発 行 総 額 3 億 5 千万円(7,000 円×5万セット) 

取 扱 店 舗 433 店舗(12 月 22日現在）  

購 入 方 法 スマートフォンで LINE アプリから購入 

問 合 わ せ 宇治のお店おうえんクーポンコールセンター(TEL075-213-1317) 
  
 

取扱店舗随時募集 

スマートフォンでＱＲコードを読み取り決済するこのクーポンは、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。

取扱店舗を1月31日まで募集していますので、お早めにお申込みください。 

  

 

本クーポン購入・利用方法の

詳細は、宇治市 Web ページを

ご覧ください。 

 

前回、来店客にその場でクー

ポン購入を促し、売上を伸ば

した店舗も多くありました。

取扱店舗募集詳細は、宇治商

工会議所 Web ページをご覧く

ださい。 

――― 佐々木伸治 

新名神から宇治へのアクセス道路整備を要望 
 

西脇京都府知事との懇談会 
 

京都府商工会議所連合会(会長：塚本京都商工会議所会頭)では、11 月 29

日に西脇隆俊京都府知事との懇談会を京都市内にて開催し、宇治商工会議所

からは、山仲修矢会頭が出席しました。 

京都府内 8商工会議所から、地域の課題やコロナ禍における中小企業者支

援などの要望事項が発言され、西脇知事と地域・産業振興策などについて意

見交換を行いました。当所からは以下の 3項目について要望しました。 
  

①宇治木津線（国道 24 号城陽井手木津川バイパス）北伸整備 

 〇2023 年度中に開通が予定されている新名神高速道路城陽スマート ICか

ら宇治市内へのアクセス道路の整備 

②宇治市産業戦略への支援 

 〇新たな工業用地の確保に向けた支援 

 〇宇治市産業戦略推進に向けた人的・財政的支援 

③新型コロナウイルス感染症に対する中小事業者支援 

 〇金融支援策   〇需要喚起策 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
西脇知事へ要望を行なう山仲会頭 

 

――― 長谷川理生也 

コロナ禍における中小企業支援を議論 
 

山城広域振興局長との意見交換会 
 

宇治・城陽・久御山の商工会議所・商工会、京都信用保証協会山城支所と

京都府山城広域振興局(局長：稲垣勝彦氏)との意見交換会が 12 月 21 日に開

催され、当商工会議所からは、山仲会頭と長谷川専務理事が出席しました。 

山仲会頭からは、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳し

い経営環境にあり業績回復の遅れが目立つ宇治市内の観光業・茶業・飲食業

などの窮状を報告するとともに強力な支援を要請されました。 

この他にも京都府の中小企業者向け助成金・補助金制度や需要喚起策など

について活発な意見交換が行われました。 

 この意見交換会は、同振興局

管内の事業者ニーズの把握

と京都府の中小企業者支援

策について情報提供及び意

思疎通を図るために年 2回程

度開催されています。 

 

――― 長谷川理生也 
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ご冥福をお祈り申し上げます 
 

訃 報 
 

宇治商工会議所常議員の村田貞美氏(村田寝具㈱代表取締役会長)が 11 月

29 日にご逝去されました。 

故人は、平成 4年 8月に商工会議所議員、平成 19 年 11 月に常議員に就任。

また、商業部会副部会長を歴任、ゴルフ同好会｢楽らく会｣の副会長としても

活躍されるなど、長年にわたり当商工会議所運営や地域の振興発展にご尽力

されました。ここに慎んでご冥福をお祈り申し上げます。 

 

新入会員の承認や規則改正など 5議案を審議 
 

第 3 回常議員会 
 

 宇治商工会議所では、令和 3年度第 3回常議員会を 12 月 15 日に開催しま

した。議案審議では、10 月から 12 月までの期間にご入会いただいた会員事

業所の承認や、職員給与規則の一部改正、一般会計ほか 2 つの特別会計の補

正予算など 5 議案を可決しました。 

 

 

報告事項では、｢令和 4 年宇

治市行政施策要望｣のほか、

第 4四半期に行う事業等につ

いて説明を行いました。 

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 

･株式会社折居 京都市伏見区深草瓦町 舗装工事 

･駕谷電工 明星町 3 丁目 電気工事業 

･京都 七 菟道西中 建築業 

･グラースネイル 木幡赤塚 ネイルサロン 

･計測･制御コーディネータ岡本 広野町寺山 計測制御装置設計支援 

･Collectible Spirits 槇島町本屋敷 酒販・IT 製造請負 

･株式会社坂本塗装工業 久御山町野村村東 建築塗装 

･chere AMIE 伊勢田町井尻 美容業 

･俊英塾 木幡陣ノ内 学習塾 

･株式会社 SHINJO 木幡平尾 土木工事 

･辻屋 槇島町本屋敷 ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ商品製造販売 

･土家工業 五ヶ庄大林 土木建築工事 

･ニッポンクリック 大久保町平盛 医薬・化粧品輸出販売 

･ひまわり株式会社 神明宮東 輸入・輸出業務 

･株式会社ファイン 大久保町旦椋 建築内装仕上工事 

･PHAM AT JAPAN 小倉町南浦 IT 教育・通訳 

･ふくしま治療院 広野町桐生谷 あんま・マッサージ 

･ふじみ 小倉町南浦 婦人服販売 

･槇島木材株式会社 槇島町二十四 建築資材小売業 

･まさ 伊勢田町中ノ田 飲食業 

･松本社会保険労務士事務所 木幡平尾 社会保険労務士 

･ONE DREAM TNT 城陽市平川広田 通訳・翻訳 

･ワンワン株式会社 小倉町南浦 外国人雇用支援 

  

 

 

 

令和 3年 10月から 12 月まで

に、ご入会いただいた 23 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 
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学生目線の求人セミナー 
 

受講者募集中 
 

コロナ禍における大学生の就活事情や、避けて通れないオンライン活用術、

学生に響く企業の魅力発信について、グループワークも交えたセミナーを開

催します。学生の求人をお考え方はこの機会にご受講ください。 
  

開催日時 令和 4年１月１４日(金) 10:00～12:00 

開催場所 宇治市産業会館 1階うじらぼ 

テ ー マ 学生目線の求人セミナー ｢オンラインを活用した求人術｣ 

受 講 料 無 料 

主 催 宇治ＮＥＸＴ(宇治商工会議所・宇治市)      協 力 京都府 

  

詳細は、中挾みチラシをご覧

ください。 

問合わせは、宇治商工会議所

商工課(TEL23-3101)まで 

 

――― 釜山昌之 

 

オンライン営業・商談 成果につながる進め方 
 

受講者募集中 
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、営業スタイルが従来の訪問

営業から非対面の Zoom やメール等を活かした「オンライン化」にシフトして

います。今回のセミナーでは建設業をはじめ多くの事例を取り上げ、オンラ

イン営業・商談の基本から、活用ポイントについて解説いただきます。 
 

開催日時 令和 4年２月１７日(木)14:00～16:00 

開催場所 宇治商工会議所 

講 師 株式会社営業ハック 代表取締役 笹田裕嗣 氏 

  

詳細は、中挾みチラシをご覧

ください。 

問合わせは、宇治商工会議所

商工課(TEL23-3101)まで。 

 

――― 遠藤 創 

産業支援拠点「宇治 NEXT」の事業活動 
 

12 月開催 
 

第 1 回うじらぼ大学(参加者 20 名) 

12 月 21 日開催：産業支援拠点「宇治 NEXT」では、多様な方が集って仕事・

ビジネスに繋がるノウハウを教え合ったり学び合ったりする交流型セミナ

ー「うじらぼ大学」を開校。本事業は、全 4 回のプログラムで参加者がグ

ループワークを通じ意見を出し合い、企画のネタ探しからブラッシュアッ

プ、プレゼンテーションまでの「企画作り」を学びます。次回、1月 18 日。 

  

 

 

 

 

 

宇治商工会議所の委員会・団体活動報告 
 

12 月開催 
 

青年部 オンライン交流会(若林哲会長・若林和志委員長) 

11 月 24 日開催：絆づくり委員会では、プロ・サポートコーチ代表の山岡

泰史氏を講師にお招きし、「コーチング流！コミュニケーション ワンラン

ク上の交流会」をオンラインで開催。レクチャーを受けた後、グループワ

ークも交え、コーチングを体験しながら交流を図りました。 

槇島地区委員会 健康診断 

12 月 7 日・8 日開催：槇島地区企業街づくり協議会と共催で、京都工場保

健会の協力のもと、槇島コミセンにおいて健康診断を実施しました。槇島

地区の会員事業所が対象で、24 事業所 146 名の方が受診されました。 

女性会正副会長会議(小永井宏子会長) 

 12 月 16 日開催：女性会主催経営セミナー｢面白いほど話が弾む会話術｣(1

月 18 日開催)、大阪方面への日帰り研修(2月 17 日開催)、京都府商工会議

所女性会連合会全体事業(3 月 15 日開催)について協議しました。 

小規模企業振興委員会(太田勝啓委員長) 

 12 月 20 日開催：宇治市から田村産業戦略参事、松田産業戦略推進専門官、

堀江産業振興課長を招いて、策定から 3年が経過し、現在改定作業を進め

ておられる「宇治市産業戦略」の改定初案について、新たな課題や今後の

方向性、具体的な取り組みなどを詳しくご説明いただいきました。 

  

 

 

 

 
 

青年部 オンライン交流会 

 

 

 

 

 
槇島地区委員会 健康診断 

 
 

 

 

 
小規模企業振興委員会 

宇治商工会議所で行う検定試験 
 

 1 月受付 
 

珠算検定試験・・・・ 試 験 日 ２月１３日(日) 

申込期間 ～１月１３日(木) 

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

簿記検定試験・・・・ 試 験 日 ２月２７日(日) 

申込期間 １月１１日(火)～１月３１日(月) 

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

 ※定員に達し次第、申込みを

締め切ります。申し込みは、

宇治商工会議所窓口にて受

付しています。簿記検定試験

は、Web ページからも申込み

いただけます。 
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☆ 目指せ！『起業家』創業塾…宇城久広域連携事業 

☆ 京都の企業が生き抜くためにＢＣＰ策定支援セミナー 

☆ パテントセミナー2021……日本弁理士会関西 

☆ はばたく商店街 30選に『宇治橋通商店街』が受賞 

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) 

～社会人０年生の私たちが見つけた企業と地域の魅力～ 
オンリーワンを生み出す、クリエイティブな組織力 

 京都文教大生による 

企業・団体紹介〔第 7 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、日産車体京都工場跡地の京都フェニックスパー

クに本社を構える “遊ぶ鉄工所”ことHILLTOP株式会社を取材しました。 
 

脱下請！HILLTOPがかけた思い 
自動車部品の量産を行う鉄工所として創業、60年という歴史の中で試行錯

誤の末、他に類を見ない「多品種単品のアルミ加工メーカー」として変革を

遂げられました。工場の業務は人が機械に付きっきりになるものですが、同

社の工場は昼間でも無人になることがほとんどで、単純作業は機械が行い、

人はクリエイティブな仕事をすべきと「HILLTOP System」を構築。今では

ものづくり企業とは思えないほどパソコン作業がメインの仕事で、平均年齢

34歳という若者が集まる会社となりました。 

「仕事は断らず、損して得取れ」の精神が技術の底上げとなったとのこと

ですが、今日に至るまでは、3年間無給・無休で働く苦節の日々が続いたこと

もあると笑顔で話される山本専務。「苦労だろうが何だろうがとにかく楽し

む」「会社や社員を軽んじる関係先には、理解と寛容を以て人を育てるという

経営理念をしっかり伝える」と話され、こうした企業理念や強い信念が同社

を生みだした原動力である感じ、社名HILLTOPは、自分たちにしか登れない「小

高い丘の上」を目指して挑戦し続けます。 
 

「無人化」の推進と、「社員数」の拡大 
「無人化」を推進しているのに、なぜ「社員数」を 

拡大できたのか。経験や勘など簡単に言語化できない 

職人技を形式的に変換し、標準化したデータをソフト 

ウェアに蓄積。データをもとにコンピュータ制御で加 

工機を動かすことで、人をルーティンワークから知的 

労働にシフトさせ、職人技を機械に継承しました。機械操作を誰でもできる

状況と、社員が新しいアイディアを考える時間を作り、チャレンジできる「社

員数」を増やされた結果、14 年前は 36 人程度だった社員数は 100 人を超え

ています。さらに脱ルーティンワークの人材育成モデルを用いて、社員の早

期能力向上も図られています。 

創造的で知的労働を重要視される同社のオフィスは色鮮やかで開放感にあ

ふれ、社員の方々も生き生きと仕事をされているのが印象的です。製造サー

ビス業をうたい、多品種のものづくりを進める同社は米国シリコンバレーに

も拠点を置き、世界的に有名な大手企業からの受注にも応じています。 
 

  

「あきらめず挑戦する」会社の姿勢が、社員の成長に 
取材の冒頭、チャーミングな笑顔がプリントされたマスクを着用され、緊

張気味の私たちを和ませる山本専務。「悩んで悩んで悩んだ末に成功がある」

「決してあきらめない姿勢が大切」「みんなが一丸となって課題に挑戦する

ことが成長の糧となる」とお教えいただきました。社内を見学中に社員の方

と顔を合わせるたび、家族のように楽しく会話をされる山本専務の姿を拝見

していると、組織の風通しの良さや一体感を強く感じました。 

「学生のうちに何を努力すれば良いかを考え、自身に足りない点を見つけて

欲しい」という有難いお言葉を胸に、学業や広報チームの活動において、挑

戦する気持ちを忘れず、一つ一つの機会を大切にしようと思いました。 

今回の取材先 

【HILLTOP 株式会社】 
加工技術ノウハウのデータ

ベース化を武器に、多品種･

単品・24 時間無人加工による

短納期高品質を実現する

「HILLTOP System」の構築、

社員の創造性を引出す人材

育成にも傾注し、国内外で成

長し続けるモノづくり企業。 

 

 

 

 

 

 
コーポレートカラーのピンク色が

目を引くHILLTOP株式会社本社 
 

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。企業や行政と共に、

地域課題を解決する活動に

総勢38名で精力的に取り組

んでいます。 

 

 

 

 

 

 
左から、水野祐紀さん（臨床心理

学科3回生）・山本昌治さん（専務

取締役）・加藤彩水さん（企画開

発推進部）・峠元一真さん（総合

社会学科4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。 

是非ご覧ください。 


