
 

 

宇治市技能功労者表彰制度 

この制度は、永く同一の職業に従事し、優れた技能を磨いてこられた方の功労

をたたえることによって、技能水準の一層の向上を図るとともに、広く技能尊重

の気運を高めることを目的として、昭和 47 年に制定されました。毎年 11 月 23

日（勤労感謝の日）に、宇治市長による表彰を行っています。 

51 回目を迎える今年度は、8 職種 10 名の方々を宇治市技能功労者として表彰

いたしました。 

                                                              

令和４年度 受賞者の皆様 
 

柔 道 整 復 職  國本 清  様   大 工 職  平尾 滋夫 様 

調 理 職  潮見 洋  様     組 ひ も 工 職   梅原 初美 様 

大 工 職  久見 友尋 様    造 園 工 職  鎧塚 隆  様 

しょう油製造職   清水 義之 様   土木・舗装工事職  原田 一雄 様 

製 茶 工 職  池 泰彦 様   土木・舗装工事職  玉井 康義 様 

                              （年齢順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和 4 年 11 月 23 日 産業会館 多目的ホールにて 
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女性の活躍に関する「情報公表」が変更されました 

各区分の情報公表項目 

 

日本における男女間賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にありますが、他の先進国と比較すると依然

として大きい状況にあります。 

 こうした男女間賃金格差の現状を踏まえて、更なる縮小を図るため、女性活躍推進法に関する制度改正

がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」が追加されました。 

労働者が 301 人以上の事業主の皆さま 

以下のＡ～Ｃの 3 項目の情報を公表する必要があります。 

●女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

 Ａ：以下の 8 項目から 1 項目選択+Ｂ：⑨男女の賃金の差異(必須)  

●職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

Ｃ:以下の 7 項目から 1 項目選択 

女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 

以下の①から⑧の８項目から１項目選択 

＋ 

⑨の項目（必須）※新設 

職業生活と家庭性格との両立 

 

以下の７項目から１項目選択 

 

※従来どおり 

①採用した労働者に占める女性労働者

の割合 

②男女別の採用における競争倍率 

③労働者に占める女性労働者の割合 

④係長級に占める女性労働者の割合 

⑤管理職に占める女性労働者の割合 

⑥役員に占める女性の割合 

⑦男女別の職種または雇用形態の転換

実績 

⑧男女別の再雇用または中途採用の実績 

 

⑨男女の 

賃金の差異 

(必須) 

※新設 

①男女の平均勤続勤務年数の差異 

②１０事業年度前およびその前後

の事業年度の採用された労働者の

男女別の継続雇用割合 

③男女別の育児休業所得率 

④労働者の一月当たりの平均残業 

時間 

⑤雇用管理区分ごとの労働者の一

月あたりの平均残業時間 

⑥有給休暇所得率 

⑦雇用管理区分ごとの有給休暇 

取得率 

 
・「男女の賃金の差異」は男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の 

平均を割合（パーセント）で示します。 

・「全労働者」、「正規雇用労働者」、「非正規雇用労働者」の区分での公表が必要です。 

 

男女の賃金の差異が追加されます 

・常時雇用する労働者が１０１人以上３００人以下の事業主は、下記１６項目から任意の１項目以上の情報公表が必要です。 
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「男女の賃金の差異」の情報公表のイメージ 

区   分 男女の賃金の差異 
(男性の賃金に対する 

女性の賃金の割合) 

全労働者 ＸＸ．Ｘ％ 

正社員 ＹＹ．Ｙ％ 

パート・有期社員 ＺＺ．Ｚ％ 

 
～付記事項の例～ 

・対象期間  ●●事業年度 （●年●月●日～●年●月●日） 

・正社員   社外への出向者を除く。 

・パート ・有期社員：契約社員、アルバイト、パートが該当。 

・賃金  通勤手当等を除く。 

 

※小数点第 2 位を四捨五入し、小数点第 1 位まで表示。 

※計算の前提とした重要事項を付記（対象期間、対象労働者の範囲、「賃金」の範囲等） 

●情報公表の際は、厚生労働省運営の「女性の活躍推進企業データベース」を 

ご活用ください。 

ＵＲＬ：http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/ 

●「男女の賃金の格差」の情報公表に関する詳細を含め、女性活躍推進法の詳細は 

厚生労働省ウェブサイト（女性活躍推進法特集ページ）をご覧ください。 

ＵＲＬ：http：//www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html 

 

●一般事業主行動計画の策定等については 

☎０７５－２４１－３２１２ 京都労働局雇用環境・均等部（室）へお問い合わせください。 

(土・日・祝日・年末年始を除く) 

 

【問】宇治市男女共同参画課 

TEL：0774-39-9377 

http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/


 

 

これまでのコロナによる影響に加え、原油高や物価高騰により厳しい経営状

況が長引く市内小規模事業者等の売上回復・向上を支援するため、プレミアム付

きデジタルクーポン「宇治のお店おうえんクーポン」を販売します。プレミアム

率４０％のお得なクーポンです。スマートフォンをお持ちの方でしたら、どなた

でもご購入できますのでぜひご利用ください。 

 

【販売・利用期間】 ２０２２年１２月１日（木）～２０２３年２月２８日（火） 

                     ＊クーポン販売は売切次第終了 

【販  売  額】  １冊 5,000 円（使用額面 7,000 円）  

【購入可能冊数】  １人４冊まで（先着順） 

【購 入 方 法】  スマートフォンで LINE アプリからクーポン購入 

【取 扱 店 舗】 （５）～（７）ページの参加店舗一覧参照（11 月 18 日現在） 

【お問い合わせ】  宇治のお店おうえんクーポンコールセンター 

          ０７５－２１３－１３１７（平日 9：30～17：30） 

          ＊年末年始休業 12 月 29 日（木）～1 月 3 日（火） 

       詳細は宇治のお店おうえんクーポン公式ＬＩＮＥおよび市ホームページでご案内しています。 

こちらのＱＲコードからクーポンがご購入できます。 
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＜問＞ 宇治市産業振興課 電話 0774-39-9621 

１２月１日から 

宇治のお店おうえんクーポンを販売！！ 

▼登録方法・操作方法について、不明な点がある方は、 

産業会館１階に専用窓口を設置（平日 9：00～16：00）しますので、スマートフォンをお持

ちの上、お気軽にお越しください。 

（2022 年 12 月 1 日（木）～2023 年 1 月 31 日（火）または売り切れるまでの早い方） 

＊年末年始休業 12 月 29 日（木）～1 月 3 日（火） 
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ジャンル 店名 ジャンル 店名 ジャンル 店名

飲食店 餃子屋ミヤコパンダ 飲食店 ライブ居酒屋Waoya

飲食店 Cafe Sea a biento 飲食店 京momona 飲食店 料理旅館　鮎宗

飲食店 パンの喫茶2525 飲食店 京料理宇治川 飲食店 六条庵

飲食店 情熱らーめんまるちゅう 飲食店 京料理竹林本店 飲食店 和旬Kien

飲食料品 小泉米穀 飲食店 coconi 飲食店 和風ダイニング　ちょうじ

飲食料品 のせ園 飲食店 GOCHIO cafe 飲食店 和夢茶カフェ

メガネ等 ルネッタＭＥ 飲食店 薩摩焼肉　黒桜 飲食店 わらべ

雑貨店 Art Box 飲食店 茶房　櫟 飲食料品 明石屋

理美容 kafer HAIR 飲食店 四季の料理　うえ野 飲食料品 atelier rouge

リフォ ーム きぬ川畳店 飲食店 舌にお礼を言わせたい　乱 飲食料品 AMATISTA Coffee

その他 隠れ家サロンLindo 飲食店 しゅばく 飲食料品 ＡＭＥＲＩＣＡＮＡ

その他 こじま治療院 飲食店 旬菜魚庵　はせ川 飲食料品 泉園銘茶本舗

その他 整体治療院 和～のどか～ 飲食店 炭焼き肉と京の野菜Nico 飲食料品 一休堂・宇治日の出園

その他 高田自動車 飲食店 清庵 飲食料品 伊藤久右衛門　JR宇治駅前店・茶房

その他 のぞみ鍼灸整骨院 飲食店 辰巳屋 飲食料品 伊藤久右衛門　平等院店

その他 Habits Aroma 飲食店 地鶏屋　心 飲食料品 宇治川餅本店

その他 ひとひら整骨院 飲食店 ちゃーがんじゅーカフェ 飲食料品 宇治駿河屋

その他 フタミ自動車 飲食店 中華料理　賛否両論 飲食料品 宇治茶の旭園

その他 flowershop 花おり 飲食店 チョップチョップバインミー 飲食料品 御菓子司　ふくとく

その他 ヘルシースリムのぞみ 飲食店 つばめ屋 飲食料品 お茶のかんばやし　宇治橋通り本店

その他 ほぐし処ほっと 飲食店 とどう庵 飲食料品 お茶のかんばやし　平等院通り店

飲食店 TRE VERDI 飲食料品 大人はズルいと思いませんか？

飲食店 元祖スタミナラーメン 飲食店 ナガトヤ 飲食料品 京都宇治茶房　山本甚次郎

身の回り ひまわり名木店 飲食店 中村製麺 飲食料品 京都巽庵

リフォ ーム てくのハウスMAKINO 飲食店 中村藤吉本店　宇治本店 飲食料品 クゥネルノツヅキ

その他 おく整骨院 飲食店 中村藤吉本店　平等院店 飲食料品 京阪宇治駅前　駿河屋

飲食店 呑み処食べ処　なかよし 飲食料品 杉本米穀店

飲食店 赤門茶屋 飲食店 BAR Kaguya 飲食料品 総本家 大茶萬

飲食店 afuhi uji 飲食店 パティスリーYuji 飲食料品 高村三光園

飲食店 あぶらや 飲食店 はんなりかふぇ憩和井平等院店 飲食料品 通圓茶屋

飲食店 あめあがり 飲食店 ビアつかさ 飲食料品 手づくりパンの店ぶんぶん

飲食店 Antica Pizzeria LASINELLO 飲食店 ビストロ・オージュ 飲食料品 ナツカ

飲食店 ICHIGO 飲食店 びすとろＤ 飲食料品 能登椽　稲房安兼

飲食店 いろり紅家 飲食店 美味処　司 飲食料品 福寿園　宇治茶菓子工房

飲食店 ウエスタンバー蛍石 飲食店 平等院表参道 竹林 飲食料品 福寿園　宇治茶工房

飲食店 WOCCA ROCCA curry and...UJI 飲食店 Food Park 飲食料品 ホホエミカ

飲食店 宇治創　こころ 飲食店 福寿園　宇治茶工房　玉露亭 飲食料品 堀井七茗園

飲食店 宇治焼肉　BECO 飲食店 福寿園　宇治茶工房　福寿茶寮 飲食料品 松阪園茶舗

飲食店 お台所　roji 飲食店 福寿園　宇治茶亭 飲食料品 三星園上林三入本店

飲食店 季節料理と天ぷら　LOVA 飲食店 French Italian Restaurant すわん 飲食料品 山田園茶舗

飲食店 カフェ　イノウエ 飲食店 ますだ茶舗 おもちゃ キッズいわき・ぱふ

飲食店 cafe de 桜 飲食店 抹茶共和国 宇治本店 メガネ等 若山時計店

飲食店 観月 飲食店 麦わらぼうし 身の回り さんもと

飲食店 喫茶コンソラ 飲食店 焼きとりなかい 身の回り シューズショップヤスケ

飲食店 キムトン 飲食店 焼肉　韓亭 身の回り タイニースプラウト

飲食店 京うどん三よしや 飲食店 ゆめハウス 雑貨店 うじ・はんどめいどショップ

飲食店 京鴨kitchen 善 飲食店 ラーメン田中九商店 雑貨店 永楽屋細辻伊兵衛商店　宇治平等院店

伊勢田町

伊勢田町名木

宇治
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ジャンル 店名 ジャン ル 店名 ジャン ル 店名

飲食店 魚吉 その他 西陣書院小倉店

雑貨店 ギフトショップあおいそら 飲食店 お好み焼きどんぐり その他 パソコンの学校　かたつむり倶楽部

雑貨店 昇苑くみひも 飲食店 おばんざいバル　わっしょい その他 美道整体院縁

雑貨店 茶和花　京都宇治 飲食店 思い出バー　カセット その他 ひとひら整骨院小倉院

雑貨店 マロニエ 飲食店 菓子工房＆カフェKitchii その他 フラワーショップKAZ

雑貨店 和夢兎 飲食店 かつ扇 その他 ベルべ小倉　小倉中村電機

薬局 丸五薬品 飲食店 Café m-alie その他 ボニタス・マキ

理美容 Eclat 飲食店 喫茶みすたー その他 ミタムラ装飾

理美容 show ambiente 飲食店 kitchen Hiro その他 悠々たいむ

理美容 Pas a Pas 飲食店 このみ亭 その他 ワーゲンショップキタガワ

理美容 美容倶楽部ドレッズ 飲食店 魚とホルモン　七輪亭

理美容 ヘアークリニックサロン　ハッピー 飲食店 さくらんぼうの木 飲食料品 プティワゾー

宿泊施設 亀石楼 飲食店 zaccafe PAKU 理美容 hanna rhythm

宿泊施設 茶願寿邸 飲食店 3びきのこぶた リフォ ーム ハウスメンテナンス　BeautyStyle

宿泊施設 花やしき浮舟園 飲食店 繁の その他 ヨシイフォトスタジオ

その他 朝日焼shop＆gallery 飲食店 素人料理おばんざいままんち

その他 朝日焼作陶館 飲食店 鮮魚まつした食堂 飲食店 インド・ネパール料理パナス

その他 頭ほぐし・ソフト整体hanz 飲食店 但馬ラーメン春日森店 飲食店 おうばく

その他 井上一千堂 飲食店 ときたこ 飲食店 黄檗山　萬福寺（普茶料理、販売）

その他 宇治このは整体院 飲食店 時の宿　hiryu 飲食店 カレー設計事務所

その他 宇治書店 飲食店 呑んべぇ 飲食店 つくりて工房

その他 宇治新町給油所 飲食店 はばけん 飲食店 白雲庵

その他 太田電機 飲食店 濱屋 飲食店 ハンバーグシチューのお店一

その他 オーリー 飲食店 パンデュール 飲食店 La Cucina di I.K.U.

その他 木下生花店 飲食店 彦ずし 飲食店 和風屋えん

その他 京七宝ギャラリーNANASAI 飲食店 ヒサ 飲食料品 京のええもん

その他 京の花織りhanamasa 飲食店 美酒旬彩　ぐっさん。 飲食料品 玉田酒店

その他 小林土地家屋調査士事務所 飲食店 ビストロ ヴァンキャトル 飲食料品 玉田酒店　折坂店

その他 GOEN 飲食店 Bistro Dining Jam 飲食料品 真柴豆腐店

その他 斉藤写真館 飲食店 祭気分 飲食料品 ヨリトコ

その他 さそう接骨院 飲食店 mimaki バイ ク等 ＢＩＫＥ＆ＣＹＣＬＥツボタ

その他 シンコーでんき 飲食店 焼き鳥すーさん 理美容 シシムーアKAMI時代店

その他 杉田鍼灸整骨院 飲食店 焼肉海雲亭　小倉本店 理美容 ティカル

その他 なかざわ鍼灸整骨院 飲食店 焼肉モリタ屋 理美容 美肌新生

その他 花和商店 飲食店 レストラン平和 理美容 FRISETTE

その他 文具のキタムラ 飲食店 和食屋げん月 その他 エコライフフジワラ黄檗店

その他 堀田整骨院 飲食料品 宇治森半店 その他 京都新聞黄檗販売所

その他 矢野自動車工業 飲食料品 小倉　ふな栄 その他 Taka Photo Works

飲食料品 お肉のスーパーやまむらや宇治店 その他 藤次廊商店

飲食店 イバール 飲食料品 御菓子司　富士笠 その他 Facial La-Briller

飲食店 厨　風土 飲食料品 肉のびっくり市場タイガー その他 プロショップ近藤

飲食店 源氏の湯　紅家 飲食料品 肉のモリタ屋

飲食店 時代屋　大久保店 飲食料品 パンダ マルシェ 飲食店 宇治吉田運送　縁庵

飲食店 酒味旬菜　茂 飲食料品 ベーカリーチロル小倉店 飲食店 家庭ダイニング　うらら

飲食店 炭火やきとり重蔵 飲食料品 ホットスマミー 飲食店 カフェクラリネ

飲食店 炉端屋　饗　太助 飲食料品 マルキ精肉店 飲食店 京屋ホルモン

飲食店 和カフェ　あんあん 飲食料品 丸久小山園　本社工場直売店 飲食店 SirDuke

飲食料品 ぱんくらぶ 飲食料品 丸利吉田銘茶園 飲食店 大力餅食堂

飲食料品 末広堂 飲食料品 宗久 飲食店 パティスリープルスイーヴル

バイ ク等 原田サイクル おもちゃ ソフトハウスアルゴ小倉店 飲食店 ビストロバル　ホースシュー

薬局 アサクラ薬局 雑貨店 ギャラリーエンジェル 飲食店 まんしゅう宇治店

理美容 サロン・viage 理美容 インナーフィールド美容室 飲食店 よろずや三史

その他 キルトギャラリー瑞 理美容 cuthouseSOON 飲食料品 上羽かしわ店

その他 コスモネット大久保店 理美容 美容室パレ 飲食料品 中国料理　游鈴

その他 脳梗塞リハビリのぞみ・京都 理美容 pregohair 飲食料品 満月堂

その他 のぞみ整骨院 理美容 hair Tinyblue 飲食料品 山城農産

その他 はたなか 理美容 ヘアーメイク　インフィニティ スーパー フーズストアのむら

その他 ファニチャーエキサイト宇治店 理美容 ワミレスフェイシャルサロン エクセレントローズ メガネ等 メガネのオノ

その他 ヘルシースリムのぞみ大久保 リフォ ーム プラスワン 身の回り ブティック　コーズィ

その他 南接骨院 その他 うさぎ堂写真館 バイ ク等 ミソノ商会

その他 宇治パブリックモータース クリーニング 朝日屋クリーニング店

飲食店 家呑スタイルおうち その他 M＆S鍼灸整骨院 理美容 SALOON

飲食店 居酒屋　大将 その他 京人形　み彌け 理美容 サロンReve

飲食店 居酒屋DiningDICE その他 整体・リラクゼーションサロン やすらぎ 理美容 よもぎ蒸し・リンパマッサージ CHANTIK

飲食店 居酒屋　能登 その他 socio succulent 理美容 HAPPY-COCO

飲食店 異食家style　よっしゃん その他 トータルビューティーサロンANERA 理美容 HONEY BUNCH

飲食店 魚照 その他 ナースエステN 理美容 hair　Oasis　biotope

宇治

大久保町

小倉町

木幡

折居台

五ケ庄
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ジャンル 店名 ジャンル 店名 ジャンル 店名

その他 せせらぎ整体 その他 RakuRaku

理美容 POLA W-お菊はうす その他 花市場　京屋

理美容 まつ毛エクステサロンLuu その他 花十色 飲食料品 ツアクローネ

理美容 理容久瀬 その他 Pilates REIZ

リフォ ーム 京南 その他 藤田鈑金工業 飲食店 居酒屋丸萬

リフォ ーム スマイリングにし木幡店 飲食店 海雲亭槇島店

その他 宇治吉田運送 理美容 髪美人 飲食店 手作りカレーの店　朱（レッド）

その他 嶌石材 飲食店 brio factory ristorante

その他 つちだ整骨院 飲食店 笠取ファーム 飲食店 ボヌール

その他 ふたば楽器店 飲食店 くちーな・おるそ 飲食店 らんちょす。宇治本店

飲食店 和処うるる

飲食店 手作りケーキ工房sweetsうさぎ その他 HIROカイロプラクティック 飲食料品 キックス槙島店

飲食料品 TOMOパン 飲食料品 丸久小山園　槇島工場直売店

その他 竹中自動車 飲食店 CAFE＆DINING　UP 飲食料品 丸五醤油醸造

飲食店 弥須 飲食料品 ユーサイド

飲食店 カフェ＆レストラン　ウインベール スーパー スーパーラスカ 雑貨店 平山日用品店

スーパー スーパーいけもと 理美容 カット　イン　もとか 理美容 isle

バイ ク等 ハラダサイクル神明店 理美容 hair Cherie 理美容 SOEL BEAUTY SALON

理美容 腸活専門店 Aureau その他 井田書店 理美容 plume

その他 サユリ整骨院 リフォ ーム 矢野畳商店

その他 セブンフォーラム神明営業所 その他 整体　しげ その他 ガレージケイロウ

その他 バランス整体院 その他 カワナミプランテーション

その他 Harih 飲食店 鉄板焼き　おりーぶ その他 キョーシンオート

飲食店 ブーメラン その他 Ｋ－Ｓｍｉｌｅ

その他 加藤永峰 身の回り 寝具の沢清 その他 ナガタ電機バッテリー

その他 協同組合　炭山陶芸 バイ ク等 サイクルショップ栄光 その他 nail room m's

理美容 Babe hair make salon その他 NOSAKA AUTO

身の回り さらさや その他 小西商店 その他 ベリーファーム宇治

飲食店 いざかや明 飲食店 居酒屋KAO'S 理美容 ヘアーショップ　ムカイ

飲食店 イタリア料理　La Vita 飲食店 カトリのＫｉｔｃｈｅｎ その他 駕谷電工

飲食店 小川珈琲　宇治東店 飲食店 喫茶坊ちゃん

飲食店 お好み焼き　浮舟亭 飲食店 グルメリア但馬宇治店 飲食店 Arena

飲食店 御料理処 かわます 飲食店 JahpaL Live 飲食店 居酒屋おくだ

飲食店 cafe AINA 飲食店 スタミナハウス神戸屋 飲食店 喫茶　六地蔵

飲食店 すえひろ 飲食店 ダ・ヴィンチ 飲食店 さかなや

飲食店 つくし処　食う菜 飲食店 中国料理　徳涌 飲食店 しお冨

飲食店 トスカーナの食卓 飲食店 とんがり山のてっぺんDE！ 飲食店 旬彩　ダイニング　藤

飲食店 とにまる　茶づな本店 飲食店 ニューアンナプルナ 飲食店 相撲茶屋やぐら

飲食店 日本茶とジェラート かめうさぎ 飲食店 焼肉 京城苑 飲食店 TSUNAGU

飲食店 ビストロdeナカガワ 飲食店 レストラン太陽 飲食店 HAMBURGER DINER BLUE PLANET

飲食料品 伊藤久右衛門　宇治本店・茶房 飲食料品 北岡園本店 飲食店 平八鮓

飲食料品 岩井製菓 飲食料品 魚屋さん＠一心太助 飲食店 まこと

飲食料品 幸栄堂　三室戸店 飲食料品 清水屋酒店 飲食料品 京銘茶　茶游堂

飲食料品 精肉　教 飲食料品 Meat ＆ Fresh TAKAMI 飲食料品 薮内商店

飲食料品 玉田酒店　莵道店 身の回り and rapiss クリーニング タイムクリーニング

飲食料品 パティスリーベルジェ 身の回り シンキ100BAN店 理美容 HAIR　Salao

飲食料品 萬屋琳窕 身の回り シンキ本店 理美容 ヘアメイクティアラ

飲食料品 利招園茶舗 身の回り ねこのしっぽ 理美容 Renge ～Health＆Beauty～

身の回り カラーボックスYURIYA 身の回り 水野洋品店本店 その他 すまいる整骨院/鍼灸院

身の回り レディースショップ　ＲｕＲｕ バイ ク等 サイクルパーク　ナカタニ

身の回り mumu バイ ク等 モーターサイクルフクダ　福田自動車商会

雑貨店 大竹金物店 薬局 ゆう愛堂漢方薬局

バイ ク等 二輪館HARADA 理美容 artist salon SHOW

理美容 POLA W-ing 理美容 アンリササラ

理美容 理容KAZU 理美容 TIKAL　ATELIER＋

理美容 Ririhana 理美容 Rucca Hair design

リフォ ーム アイテム 理美容 le.ciel

その他 asu-best リフォ ーム ＭＩＯホームイノベーション

その他 ウオッチハウス・ココロ リフォ ーム 古川電器

その他 京都ニューヨーク英会話教室 その他 さちこ鍼灸院

その他 GRACEアルプラザ宇治東店 その他 スワ生花店

その他 コスモロマン　三室戸 その他 Hello,ABC！English School

その他 セグチ その他 富士書房　大久保店

開町

平尾台

羽拍子町

南陵町

西笠取

木幡

白川

神明

明星町

六地蔵

炭山

天神台

菟道 広野町

※１１月１８日までに登録された事業者の一覧です。

　今後の追加分は宇治のお店おうえんクーポン公式ＬＩＮＥおよび　宇治市ホームページに掲載します。

槙島町

羽戸山

琵琶台



京都最低賃金のお知らせ 

 

宇治労政ニュースのメール配信ご希望の方は、 

産業振興課までご連絡ください！！
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