宇治市産業戦略の進捗状況について（令和元年４月～１１月）
（１）事業のしやすい環境づくり
①市内産業の経営支援
区分
事業内容
（仮）宇治市中小企業サポートセンターの開設
市と商工会議所が協働して行う市内産業の支援拠点を新た
に設置、スタッフが市内企業や商店街へ出向き、課題やニー
ズの聞き取りを実施、経営上の課題や工業用地の移転・拡張
に関する相談窓口を設置し、庁内関係課との調整、情報の提
新 供や発信、補助金等の各種制度による支援、企業間連携や異
規 業種交流の場づくり等、国や京都府の関係機関、産業支援機
関、金融機関、大学・研究機関等と連携することにより、幅
広い支援を実施
各種制度の周知
市内企業向けに市や商工会議所等の各種制度を周知するた
めのパンフレットを作成し、企業訪問等に活用
拡 商店街等の消費拡大に向けた取組
商店街等が実施するキャッシュレス化等に向けた取組への
充 支援
企業立地助成金の活用支援
市内で工場の新設や規模の拡張をする企業を支援するため、
条例に基づき市の助成金を交付
各種公的助成金、補助金の申請支援
工場の新設や設備投資に対する国や京都府、市の補助金、税
の減免等に関する情報提供や申請の支援
専門機関と連携した支援
継 専門機関と連携し、市内企業を対象とした様々なテーマでの
続 セミナーや講習会を開催し、また、技術相談や経営相談、販
路開拓や産学連携等について、企業訪問・支援を実施
商店街等への補助
商店街等が実施するイベントや商店街施設（防犯カメラ等）
の設置、情報発信事業に対し補助金を交付
農家メルマガの配信
登録した農業者等に対して、販路拡大や高付加価値化等に関
する情報の提供

【資○】は巻末の参考資料の番号です。

実施時期
進捗状況
成果や課題等
R1 R2 R3 ・産業支援拠点「宇治ＮＥＸＴ」を宇治市産業会館内に開設（6 月） ・現在は企業訪問により、支援制度を紹介す
【資 1】
ることや事業者のニーズを聞き取りするこ
・市産業振興課、宇治商工会議所、市委託の専門機関による企業訪問
とが中心となっており、今後は具体的な支
を実施（4～10 月：95 件）
援（補助金申請やマッチング等）に結びつ
・京都府よろず支援拠点のコーディネーターによる経営相談会を実
けることが課題
施（10 月～毎月開催）【資 2】
・宇治ＮＥＸＴの職員勉強会を開催（講師：市内金融機関、10 月）

R1 R2 R3 ・「宇治市産業支援ガイドブック」を作成（6 月）
（企業訪問時に配布する他、市施設や金融機関等において配布中）
R1 R2 R3 ・価格戦略セミナー（7 月）【資 3】

R1 R2 R3 ・市内での工場立地を予定している企業と助成金による支援に向け
て調整中（市内での拡張予定の企業：3 社）
R1 R2 R3 ・専門機関へ委託、コーディネーターが週 4 日駐在し、主に製造業
に対して国や府の補助金申請やマッチング等の支援を実施

◆産業支援拠点「宇治ＮＥＸＴ」オープニン
グセレモニー（6 月 3 日）

R1 R2 R3

R1 R2 R3 ・補助件数 4～10 月：5 件交付決定
（商店街等の集客イベント、陶磁器まつりなど）【資 4,5】
R1 R2 R3 ・配信数 4～10 月：9 件

②新たな工業用地の確保
区分
事業内容
実施時期
進捗状況
成果や課題等
工業用地の確保に向けた調査・検討
R1 R2 R3 ・新たな工業用地の確保に向けて、企業訪問を通じて工業用地のニー ・市内企業の具体的な用地ニーズのヒアリン
ズを調査中（希望面積、場所、時期等）
グは進んでおり、用地確保に向けた具体的
新設、移転とも市内に新たな事業用地が少ないことから発生
新 している、市内企業の市外への転出等に対応するため、市内
な手続きを進めていくことが課題
規 企業の市内での移転・拡張や、市外企業の受入に対応できる
新たな工業専用用地の確保に向けた、企業ニーズ等の調査や
関係機関との調整、具体的な手法や候補地についての検討
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（２）市内産業の成長支援
①販路拡大の支援
区分
事業内容
展示会への合同出展
ベンチャー企業をはじめ小規模の製造業が自社の製品や技
術等を広くＰＲし、販路拡大につなげるため、首都圏や海外
で開催される展示商談会への合同出展を実施
新 先進的事業に取り組むモデル営農への支援
経営計画への支援と、市内産農産物の付加価値向上・販路拡
規 大に資する新技術導入や公的認証取得等の研修等経費を助
成
市内産農産物の流通促進や商談会の実施
小規模商談会の開催とともに、生産者や商品の種類・特長等
を示したシートを作成し、イベントや商談会時に活用
商工会議所と連携した販路拡大の促進
商工会議所が実施する事業者の国内外への販路開拓支援や
商店街等の賑わいを創出する事業等に対し補助金を交付

継
続

追
加

実施時期
進捗状況
R1 R2 R3 ・首都圏開催の展示会を中心に合同出展先について検討中

調査

実施

R1 R2 R3 ・3 件相談中

R1 R2 R3 ・開催を検討中

R1 R2 R3 ・商工会議所による各事業を実施中
全国食の逸品ＥＸＰＯ（8 月東京）
京都府物産展 in 台湾（2 月台湾）
宇治茶漬けスタンプラリー（10～12 月）【資 6】
チャレンジショップ（6 回開催）
ゆるキャラを活用したＰＲ（10 月ご当地キャラ博 in 彦根）等
展示会への出展補助
R1 R2 R3 ・4～10 月：11 件交付決定、1 件相談中
（例）機械要素技術展（大阪）、ギフトショー（東京）等
市内中小企業が自社の製品等を展示会等に出展する場合の
経費の一部を補助
海外輸出の支援（追加事業）
R1 R2 R3 ・umamill（ウマミル）株式会社と輸出事業の支援に関する協定を
締結（→10 月に食品輸出セミナーを開催）
市内事業者の海外輸出を支援

②生産性の向上や付加価値の増加に対する支援
区分
事業内容
先端技術導入に対する支援
ＩｏＴやＡＩ等の先端技術の導入に向け、専門相談員による
相談窓口を設置
新 各種セミナー、研究会の開催
販路拡大や付加価値の増加、新分野への進出や人材不足への
規 対応に関するセミナー、新技術等に関する研究会の開催
営農研修への支援
生産者の経営計画に基づく商品力・生産技術向上のための研
修を支援
設備投資への支援
拡 生産性や生産効率の向上等、現場改善や経営力向上のための
充 設備投資に対する低利融資の拡充

成果や課題等
・展示会への出展補助金は、例年に比べて
申請件数が増加。（H29 年度：4 件、H30 年
度：5 件、R1 年度：11 件（4～10 月））

実施時期
進捗状況
R1 R2 R3 ・製造業向けの IoT セミナー（11 月～）【資 7】

R1 R2 R3 ・食品輸出セミナー（10 月）【資 8】
・基礎から学ぶ IoT 体験セミナー（11 月）【資 9】
R1 R2 R3 ・1 件相談中

R1 R2 R3 ・制度見直しの可能性について検討中
（設備投資の場合の上限額アップなど）
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◆umamill 株式会社との輸出事業連携に関す
る協定締結式（9 月 12 日）

成果や課題等
・「先端技術導入に対する支援」では、現時
点では具体的な相談がない

継
続

低利融資制度の実施
市内企業の経営の安定を図るため、事業資金として低利・無
担保での融資を実施、あわせて保証料や利子の一部を補給
先端設備導入に係る償却資産税の減免
先端設備等導入計画を策定する企業に対して、導入予定の設
備にかかる固定資産税を最大３年間免除
資格取得に対する補助
従業員のスキルアップ（資格・免許等の取得や研修会等の受
講）に要する経費等の一部を補助
委託研究等に対する補助
産業財産権の取得や技術革新のために大学等に研究委託等
を実施する場合の経費の一部を補助

R1 R2 R3 ・宇治市中小企業低利融資制度（マル宇）を実施中（信用保証料と
利子の一部への補助も実施）
R1 R2 R3 ・4～10 月：先端設備導入計画の申請数 24 件

R1 R2 R3 ・4～10 月：2 件交付決定

R1 R2 R3 ・4～10 月：2 件交付決定、1 件相談中

③円滑な事業承継の支援
区分
事業内容
実施時期
進捗状況
成果や課題等
R1 R2 R3 ・事業承継セミナー＆個別相談会（12 月予定）【資 10】
・事業承継に関心を持ってもらうこと
新 市内事業者を対象としたセミナーの開催 R
・京都府事業引継ぎ支援センターと連携したコーディネーターによ
市内中小企業者の大きな課題となっている事業承継をテー
規 マとしたセミナーの開催
る個別相談

（３）人材不足への対応
①雇用の確保
区分
事業内容
実施時期
進捗状況
ＷＥＢを活用した雇用・就労支援
R1 R2 R3 ・ＷＥＢを活用した求人セミナー（11 月）【資 11】
・ＷＥＢに宇治市の求人サイトを開設（12 月予定）
市内中小企業の大きな課題となっている雇用確保に向け、イ
（求人セミナーは 2 月にも開催予定）
ンターネットを活用した人材募集サイトと連携したマッチ
ングを実施
各種セミナー、研究会の開催【再掲】
R1 R2 R3 （２）②に掲載
新 販路拡大や付加価値の増加、新分野への進出や人材不足への
規 対応に関するセミナー、新技術等に関する研究会の開催
市内企業や市内産品の情報発信
R1 R2 R3 ・市内工場見学ツアーを実施（9 月、府連携）
・Design Week Kyoto（オープンファクトリーイベント）と連携して
市内製造業や伝統産業をＰＲするためのオープンファクト
市内工場や工房の見学ツアー等に向けて準備中（2 月予定）
リー（工場や工房見学）の開催や、市内企業や市内産品等を パンフ
WEB
・『宇治市政だより』2 月 1 日号にて市内製造業の特集を予定
情報発信するためのパンフレットやウェブサイトの作成
・市ホームページの全面改定に合わせて企業情報の発信を予定
会社説明会の開催
R1 R2 R3 ・4～10 月：３回開催（①高齢者向け（63 人）、②テーマなし（17 人）
③製造業（18 人））【資 12～14】
市内企業の人材確保等を目的に、ハローワーク、宇治商工会
（12 月は「事務職」の求人をテーマに開催予定）
継 議所、京都ジョブパークと連携した会社説明会を開催
合同企業説明会の開催
R1 R2 R3 ・製造業の合同企業説明会に向けて準備中（3 月、メルパルク京都に
続 市内製造業の人材確保を支援するため、京都ジョブパークと
て予定）
の共催による合同企業説明会や企業見学バスツアー等を開
催
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成果や課題等
・「会社説明会」は対象者や業種などテーマ
を決めて開催するなど工夫してきている
が、参加者及び参加企業とも減少傾向にあ
るためさらなる工夫が必要
・
「合同企業説明会」は人材確保が急務な中、
減少傾向にある参加者数の確保が課題
（H28：76 人（採用 0 人）、H29：45 人（採用
4 人）、H30：37 人（採用 2 人））

◆市内工場見学ツアー（9 月 3 日）

②人材不足を補う取組への支援
区分
事業内容
実施時期
R1 R2 R3 （２）②に掲載
新 先端技術導入に対する支援【再掲】
ＩｏＴやＡＩ等の先端技術の導入に向け、専門相談員による
規 相談窓口を設置

進捗状況

成果や課題等

（４）企業間や産学交流の推進
①異業種交流等の促進
区分
事業内容
実施時期
進捗状況
異業種交流会の開催
R1 R2 R3 ・地域クラウド交流会（４回開催）の参加者を対象に交流会を開催
（10 月）【資 15】
市内の企業や事業者のマッチング、先進的な取組を実施して
・府のクラフトソン事業への協力として、市内伝統工芸と全国のク
いる市内の企業や事業者の知識や情報の共有を図ること等
リエイターとの新商品開発イベントを開催（7 月～）【資 16】
を目的として、企業や事業者を対象とした交流会を実施

新
規

産学交流の推進
R1 R2 R3 ・産学連携セミナーを京都大学、関係機関、金融機関との連携によ
り開催（8 月）【資 17】
包括連携協定を締結している金融機関や民間企業との連携
・京都大学宇治キャンパス産学交流会の市内企業への案内（6 月、9
により、大学等との産学連携を促進するための事例紹介や技
月、11 月）【資 18】
術シーズ等の勉強会等を実施、京都大学宇治キャンパス産学
交流会（年４回）への市内の企業や事業者の参加促進
農商工が連携した商品開発や新ビジネスの支援
R1 R2 R3 ・令和 2 年度から実施予定
生産者と加工・販売業者等の連携による市内産農産物の新た
な商品や販売ツール開発等にかかる経費を助成
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成果や課題等
・地域クラウド交流会への参加により新規顧
客の開拓につながる事例も生まれつつあ
り、継続して交流の機会をつくっていくこ
とが課題
◆産学連携セミナーin 宇治（8 月 27 日）

（５）市内産業の情報発信
①魅力的な市内企業情報の発信
区分
事業内容
実施時期
進捗状況
市内企業や市内産品の情報発信【再掲】
R1 R2 R3 （３）①に掲載
新 市内製造業や伝統産業をＰＲするためのオープンファクト
規 リー（工場や工房見学）の開催や、市内企業や市内産品等を パンフ
WEB
情報発信するためのパンフレットやウェブサイトの作成
R1 R2 R3 ・表彰式の実施と技能披露（11 月 23 日）
継 技能功労者の表彰
技能水準の一層の向上と技能尊重の気運を高めることを目
続 的に、永く同一の職業に従事し、優れた技能を持つ人を表彰
②宇治ブランドの向上
区分
事業内容
拡 奨励作物の販路拡大支援
これまでも地域が力を入れてきた奨励作物の広報ツールの
充 作成や商談会出展等への支援
観光施策の実施
宇治市観光振興計画に基づき、
「観光都市・宇治のブランド力
を高める」施策を実施
継 魅力発信事業の実施
市民、事業者，関係団体と協働し、宇治市の様々な魅力を発
続 信する意見交換会やイベントを開催
市内産宇治茶ブランドの向上に向けた施策の実施
宇治碾茶を始めとする市内産茶葉の高品質保持への支援や
イベント出展等での普及宣伝

実施時期
R1 R2 R3 ・1 件相談中

進捗状況

R1 R2 R3 ・「京都・花灯路」連携周遊事業（3 月）など、宇治市観光振興計画
に基づく各取組を実施

成果や課題等
・市内外とも市内企業の認知度が低いため、
様々な機会を通じて情報発信をしていく必
要がある

成果や課題等
・地域ブランド調査 2019（株式会社ブラン
ド総合研究所）によると、宇治市の魅力度
は全国 35 位と上位に位置しており、その
ブランド力をどのように人材確保や定住促
進に結び付けていくのかが課題

R1 R2 R3 ・高校生版魅力発信プラットフォーム「めっ茶好きやねん！～宇治
に届け～」において通年で意見交換やイベントへのブース出展な
どを通じた魅力発信の取組を実施
R1 R2 R3 ・生産振興･品質向上を図る市内生産者団体等への補助：84 件予定
・市内イベントでの市内産宇治茶ＰＲ：5 件

③商店街の活性化支援
区分
事業内容
実施時期
商店街等の消費拡大に向けた取組【再掲】
R1 R2 R3 （１）①に掲載
拡
商店街等が実施するキャッシュレス化等に向けた取組への
充
支援
R1 R2 R3 （１）①に掲載
継 商店街等への補助【再掲】
商店街等が実施するイベントや商店街施設（防犯カメラ等）
続 の設置、情報発信事業に対し補助金を交付
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進捗状況

成果や課題等

（６）事業の担い手の確保
①起業支援
区分
事業内容
実施時期
進捗状況
成果や課題等
起業ニーズの掘り起し
R1 R2 R3 ・関西女性起業家応援セミナー（10 月、関西大学梅田キャンパス他 ・「新たな起業拠点の整備」については、ど
との共催）【資 19】
のような場所をつくるのか、どのように運
市内における起業家の掘り起しを目的とした、起業を選択し
・うじらぼ～人×人の研究所（創業や異業種交流を目的としたイベ
営していくのか決めていく必要がある
てもらうための創業塾の開催や、起業家に情報交換の場や、
新 起業家同士の出会いの場を提供するための交流会を開催
ント）（11 月）【資 20】

規

継
続

新たな起業拠点の整備
産業振興センターや産業会館等を活用した、市内における起
業やオープンイノベーションの拠点整備
起業家をＨＵＢとした異業種交流会の開催
包括連携協定を締結している金融機関と連携した、起業家を
応援するための交流会を開催
新規起業家への開業資金の補助
起業初期の経営安定化を目的に、新たに起業する人や第二創
業を行う人に対して、その経費の一部を補助
専門機関による市内企業の相談支援の実施
インキュベーションマネージャーを配置し、宇治ベンチャー
企業育成工場の入居企業等の経営支援を実施
ベンチャー企業育成工場の運営
市内におけるベンチャー企業育成を目的とした、宇治ベンチ
ャー企業育成工場を運営
京都府融資制度を活用した起業への支援
創業支援の一環として、京都府制度である「開業・経営承継
支援資金」への保証料補給（一部）を実施

R1 R2 R3 ・先進事例の調査を実施（都内、京都府内等）
・産業会館１階を活用した起業拠点の整備に向けて検討中
検討

整備

R1 R2 R3 ・第 4 回地域クラウド交流会を金融機関等との連携により開催（7
月）【資 21】
（産業会館１階）

R1 R2 R3 ・創業補助金の申請受付済み（8 件）
（今後審査を経て、1 月に交付決定予定）
R1 R2 R3 ・ベンチャー育成工場の入居者を対象に、毎月１回の定例支援を実
施中
R1 R2 R3 ・現在８社入居中（4 月、10 月に新規入居あり）
4 月：メトロウェザー(株)（大気計測装置等）
10 月：3rd Cars(株)（自動車及び関連技術）
R1 R2 R3 ・保証料への補助を実施中

・「新規起業家への開業資金の補助」につい
ては、過去３年間の補助対象企業へのフォ
ローが必要
・「ベンチャー企業育成工場」については、
市内定着の方法（卒業企業 12 社のうち市
内定着 1 社）や市内定着以外の市にとって
のメリットを考えることが必要

②新たな担い手の確保
区分
事業内容
実施時期
進捗状況
成果や課題等
企業誘致の検討及び誘致活動
R1 R2 R3 ・企業向けの「京都府企業誘致説明会」
（大阪市）に参加し、宇治市 ・現時点では具体的に紹介できる工業用地
の立地をＰＲ（8 月）
がないこと
新 宇治市の特徴や経済構造の変化、企業側のニーズ等を踏まえ
・企業訪問等を通じた立地のＰＲ等（随時実施）
た上で、研究開発型の企業や大学発のベンチャー企業等、誘
規 致対象を検討するとともに、市外からの誘致に向けた情報発
信や企業訪問を実施
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＜３年間の取組目標と進捗状況＞

◇R1（令和元年）実績は 4～11 月の実績

（１）事業のしやすい環境づくり
取組の指標
企業支援数（訪問による支援数）
市補助金による支援件数※
農家メルマガの配信数
新たな工業用地の確保に向けた調査・検討

目 標
150 社／年
25 件／年
12 回／年
候補地の絞り込み

（５）市内情報の発信
取組の指標
製造業の情報発信数
商店街等が実施するイベント等への補助
商店街等が実施するキャッシュレス等への取組支
援
奨励作物の販促イベントの実施回数

Ｒ１実績
95 社
14 件
9件
検討中

※企業立地、展示会出展、資格取得、産業財産取得・委託研究の各補助金の計（R1 実績は 11 月までの交付決定数）

（２）市内産業の成長支援
取組の指標
展示会への合同出展数
各種セミナー、研究会の開催
先端設備導入計画の認定数
事業承継セミナーの開催
モデル営農への支援件数
営農研修の開催数
（３）人材不足への対応
取組の指標
会社説明会の来場者数
合同企業説明会（製造業）の来場者数
WEB を活用した雇用・就労支援（アクセス数）
市内中学校向けの企業紹介パンフレット配布数
（４）企業間や産学交流の推進
取組の指標
異業種交流会の開催
京都大学宇治キャンパス産学交流会へ参加する市
内の企業・事業者数
農商工連携による新商品開発等への支援件数

目 標
計2回
6 回／年
20 件／年
2 回／年
2 回／年
2 回／年

Ｒ１実績
R2 以降予定
4回
14 件（新規分）
1 回（予定）
1 回（予定）
1 回（予定）

目 標
100 人／年
50 人
3,000 件
計 2,000 部

Ｒ１実績
98 人／3 回
実施予定
実施予定
R2～作成予定

目 標
2 回／年
延べ 20 社／年

Ｒ１実績
1回
延べ 3 社／2 回

2 件／年

R2～実施予定

（６）事業の担い手の確保
取組の指標
起業ニーズ掘り起しための創業塾等の開催数
新たな起業拠点の整備
起業家をＨＵＢとした異業種交流会の開催
創業支援補助金の件数
企業誘致活動（立地ニーズ調査のフォロー）
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目 標
30 社／年
12 件／年
計5件

Ｒ１実績
実施予定
5件
1件

5 回／年

3回

目 標
4 回／年
１か所以上
2 回／年
15 件／3 年

Ｒ１実績
2回
検討中
1回
8 件受付済
実施中

市外企業への訪問

＜参考資料＞ 各事業のリーフレット等

【1】宇治市政だより（6 月 1 日号）

【3】価格戦略セミナー

【2】京都府よろず支援拠点による経営相談会

【4】わんさかフェスタ

【5】炭山窯元まつり
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【6】宇治茶漬けスタンプラリー

【7】製造業向け IoT セミナー

【8】食品輸出セミナー

【9】基礎から学ぶ IoT 体験セミナー

【10】事業承継セミナー＆個別相談会

【11】WEB を活用した求人セミナー

【12】会社説明会①高齢者向け

【13】会社説明会②テーマなし

【14】会社説明会③製造業
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【15】地域クラウド交流会参加者の交流会

【19】関西女性起業家セミナー

【16】クラフトソン中間発表会

【20】うじらぼ～人×人の研究所

【17】産学連携セミナーin 宇治

【21】第４回宇治地域クラウド交流会
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【18】京都大学宇治キャンパス産学交流会

