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協働・共感で響きあう
まちづくりをLEADする

Kyotango City Society of Commerce & Industry

京丹後市商工会
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京丹後市商工会 〒627-0012 京都府京丹後市峰山町杉谷836‑1
●TEL.0772-62-0342 ●FAX.0772-62-3553 ●URL：http://kyotango.kyoto-fsci.or.jp

i ya

●網野支所/TEL.72-1863 ●大宮支所/TEL.68-0038 ●丹後支所/TEL.75-2222 ●久美浜支所/TEL.82-0155 ●弥栄支所/TEL.65-3137（火・金のみ）

第 回

丹後の旨いもん、
企業・団体による、
様々なアトラクションや販売・企画が目白押しの2日間！

京丹後商工祭
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26日

京丹後市

■会場

26● 27●
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26日土

〇シンポジウム【26日(土)13：30〜15：00】

・基調講演／
テーマ：京丹後市の近未来技術イノベーション集積拠
点化を目指して
・パネルディスカッション／
テーマ：京丹後市における近未来技術活用の可能性

10：00〜16：00

〇展示・体験ブース・デモンストレーション
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京都府内

木津川市商工会

IN

27日日

整理券販売時間 12:30〜13:00

お車でお越しの際は、丹後王国「食のみやこ」
メインゲートの駐車場、
もしくは
臨時駐車場の弥栄小学校
（２６日）
・島津小学校
（２７日）
の駐車場をご利用く
ださい。臨時駐車場からはシャトルバス
（３０分間隔）
を運行します。

部会コーナー

◎機械金属業部会［間人広場］27日㊐のみ
・冷凍カニの切断（調理）機の実演と蒸し焼きガニのふるまい
◎女性部［芝生広場］26日㊏のみ
・特製さざえめし販売・焼きそば販売・きぬの果販売
◎青年部［芝生広場］26日㊏・27日㊐
・射的＆千本つり
◎工業部会［間人広場］26日㊏・27日㊐
・市内酒造場等の主要銘柄をふるまい
・無料 作って楽しむ！段ボールアート体験教室 27日㊐

京都府では、消費税率の引上げに伴い、売上等の減少又は原材料
費等の高騰により業況が悪化している中小企業者等の経営の継
続・再生・安定を支援することを目的として、令和元年10月１日
から「消費税率引上げ対応資金」融資制度を開始しました。

①令和元年10月から令和２年３月までの間で、申請日（令和２年１月１日以降）から直
近３ヶ月間の売上高（建設業にあっては完成工事高）が前年同期の売上高に比して
10％以上減少している
②令和元年10月から令和２年３月までの間で、申請日（令和２年１月１日以降）から直
近３ヶ月間の原材料費等が前年同期の原材料費等に比して10％以上高騰しており、
かつ、経営状況が悪化している

資 金 使 途
融資限度額
融 資 期 間
融 資 利 率

運転資金
有担保 2億円、無担保 8,000万円
10年以内 原則として元金均等月賦返済、必要に応じて2年以内の据置可
年1.2％（固定金利）

担保・保証人

原則法人代表者（組合の場合は代表理事）以外の連帯保証人は不要。必要に応じ担保を
要する。
有担保 年0.35％〜1.70％、無担保 年0.45％〜1.70％

実 施 期 間

◎建設業部会［芝生広場］26日㊏・27日㊐
・無料 工作力がアップする！
親子木工教室 両日各50セット限り
◎織物業部会［間人広場］26日㊏・27日㊐
・お茶席 ・染色体験
◎サービス業部会［間人広場］27日㊐のみ
・無料 シカ肉の「しぐれ丼」ふるまい
◎観光業部会［芝生広場］27日㊐のみ
・松茸めし販売（カニ汁付き）

主催：京丹後市商工会
後援：京丹後市／京都府丹後広域振興局／京都府織物・機械金属振興センター／（公財）京都産業２１北部支援センター
海の京都ＤＭＯ京丹後地域本部（京丹後市観光公社）／３丹後機械工業協同組合／丹後織物工業組合
協賛：丹後王国「食のみやこ」 ◉お問い合わせ先：京丹後市商工会／☎62-0342

京都府内に営業所又は事務所があり、原則府内で１年以上継続して同一事業を営む中小
企業者で、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者、組合

保 証 料 率

27日日

交流物産展

U N CH A

・試食数：数量に限りがありますので、早めにお越しください。
商業部会
・試食料金：お１人様1回１００円（お１人様１回限り・２店舗分の試食）

融 資 対 象

【26日(土)・27日(日)10：00〜16：00】
〈展示〉
・イワタニゲートウェイの展示
・マルチコプター、ヤマハ産業用無人ヘリ・大型飛機・物
流ドローンの展示
・スマート農業・獣害対策機器及び健康福祉機器システ
ムの展示
〈体験ブース〉
VR
・親子ドローン操縦体験会
・エンボットの子供向けプログラミング体験
・ＶＲ体験コーナー
〈デモンストレーション〉
・ドローンによる空撮
・赤外線カメラ搭載ドローンによる山岳救助デモンスト
レーション
・レーザードローンによる三次元測量
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スイーツフェスティバル 10：00〜16：00

経営あんしん資金
消費税率引き上げ対応資金

丹後王国「食のみやこ」王国シアター

18

各店の一押し商品の試食ができます。
また、販売ブースの出店もあります。

のご案内

商工 祭
と
共同開
催

26日 ・27日

京丹後市弥栄町鳥取１２３

★雨天時はステージ講演を中止する場合があります。 ★警報発令時は中止します。

（ケーキがなくなり次第終了）

駐車場

10：00〜
16：00

ム
丹後王国「食のみやこ」 近未来技術シンポジウ

場
所 情報交流センター内コミュニティホール
試食時間 午前の部 10:30〜12:30 整理券販売時間 10:00〜10:30
午後の部 13:00〜15:00

日

回

27日

●10：00…騎士竜戦隊
日
リュウソウジャー（第１部）
●11：00…JOY DANCE FACTORY
●11：30…ピーナッツによるブース紹介
●12：00…ＴＨＥ ＵＳＯ８００
●13：00…ＵＮＣＨＡＩＮ
●14：00…騎士竜戦隊リュウソウジャー（第２部）
●15：00…大ビンゴ大会
●16：00…第１１回京丹後商工祭 終了

10/

市内全域の産業振興を図るため、商工業者の交流と販路
拡大及び自社製品等のPRを支援する場として開催します。
多数のご来場をお待ちしています。

［両日］

第

●10：00…大宮中学校ブラスバンド部
●10：30…夢よさこい開会(挨拶)
土
●10：35…ちりめん丹後夢美人
●10：43…ブルーエンジェルス リトルシスターズ
ブルーエンジェルス
●11：00…第１１回京丹後商工祭 開会式
●11：30…地元よさこい 7グループ
久美の浜福祉会かがやきの杜(11:45頃)
丹後小町踊り子隊（12：00頃）
着物ショー（12：15頃）
ゲスト よさこい連「わ」（12：48頃）
ちりめん小唄踊り保存会（13：22頃）
華夢幻ダンスファンタジー（13：32頃）
ゲスト 創作太鼓「煌」（13：39頃）
ゆうかりよさこいキッズ（14：15頃）
●14：25…ゲスト よさこい連「わ」
●14：45…夢よさこいフィナーレ
●15：00…七姫スタンプラリー抽選会

■日時

本日
開催

令和元年10月１日〜令和２年３月31日まで
(注)売上高および原材料費等の比較は、消費税率引上げ以降の３ヶ月間が対象期間とな
ることから、本資金の保証取扱は、令和２年１月１日〜令和２年３月31日（保証
申込受付分）が対象となります。

来署によるご相談は、
事前予約を！お願いします
税務署では、納税者の皆様をお待たせしないよう、面接相談の
事前予約制を実施しております。
電話での回答が困難な相談内容（具体的に書類や事実関係を確
認する必要がある場合など）については、所轄の税務署において
面接相談をお受けしております。
面接相談を希望される方は、所轄の税務署に電話で相談日時を
予約してください。予約の際、名前・住所・相談内容をお伺いし、
相談日にお持ちいただく書類等をお伝えします。
なお、税金の納付相談や確定申告会場へお越しいただく際には、
事前の予約は必要ありません。

税務署へ
電話

自動音声案内

➡

「２」を選択

➡

税務署
「相談の予約をしたい」
とお伝えください。

峰山税務署 0772-62-0460
（受付８時30分〜17時

土・日・祝日及び年末年始を除く）

