
宮津市公共施設再編方針書（案）個別説明会での質疑応答一覧

説明対象 開催日 質　問 回　答

宮津市文化団体

協議会
6/30

　宮津会館には、スタインウエイの何千万ものグランドピアノが

あり、宮津は文化都市だと思う。私は宮津会館の杮落としで、宮

津小学校からピアノを持ってきて弾いた。こんなピアノはこの辺

りには無く、文化会館にあるのはヤマハのピアノで音も悪い。私

は宮津市民では無いが、舞鶴、綾部、福知山、京丹後、豊岡にあ

るが、こんなコンサートグランドは数える程しかない。財政のこ

ととか色々あるが、宮津市ももう少しがんばってもらいたい。

　50年以上も使われた立派はホールで、本当は市としても、残せ

るなら残して行きたいが、古くなって建物自体の寿命もある。こ

こが無くなったからあっちに行けと聞こえたなら申し訳無いが、

宮津市の財政は市民の税金によって成り立っているので、今後若

者に借金がずっと残って行くことになる。そうならないために、

しっかりと財政運営を市がしていかないといけない中、民間も活

用しながら、何とかできたらと、ご理解というか市として方針を

定めさせていただいたものです。

　宮津会館を残すというか、このようなホールを市のどっかに置

いてもらいたい。

　がんばらないといけないが、宮津会館が数字を含めて寿命とい

われる中、なんとか方策を考えると、細い糸かもしれないが、こ

の場所はすごく環境が良いと考えており、その価値を認めてもら

えるところは無いのか、コンサルには可能性はあると聞いてい

る。やってみないとわからないが、危険なものをそのままおいて

置けないとの思いの中で休止そして、無理なお願いをしている。

その中で、市の中でもホールを無くす選択肢もあったが、市とし

て残す方法が無いのかなというのがサウンディング調査、民間の

活用だった。市も何とかしたいと思いはあるが、財政状況が悪い

中、次の手段を考えているとご理解をいただきたいと思ってい

る。

　島崎エリアの活性化計画によるサウンディング調査はどんなこ

とをするのか、さらっと書かずに全市民にわかるように示しても

らいたい。

　本編の22Pにサウンディング調査の概要を記載している。民間の

資金を活用して、建て直しなどするもので、その資金・運営をし

てもらえる企業を探すのがサウンディング調査です。

　譲渡・除却とあるが、除却と何か、撤去ということか、もっと

市民に分かりやすい言葉で書いてもらいたい。
　除却は、建替えの場合や、一旦取り壊しなどの除却です。
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説明対象 開催日 質　問 回　答

宮津市文化団体

協議会
6/30

　フェーズ１は5年の間に検討だが、宮津会館だけはR2年度末で

休止と明文化させている。少なくともサウンディング調査をやり

活用方法を検討とあるが、こんなコロナで民間もバタバタしてい

るときに民間で島崎エリアをといっても、ほどんど使えないよう

な施設ばっかりある中で、そんな可能性はあるのか。そして、市

民の意見を聞いて9月には議会で決定してしまう。休止ありきでは

ないか。せっかくサウンディング調査を行うといっているが、そ

れまでにサウンディング調査が終わるのか。

　9月までにはサウンディング調査は結論は出ない。休止とは別と

考えており、休止は安心・安全のためで、使用中に地震が起こっ

て怪我をされることはあってはならない。そのため、なるべく早

く休止したいが、今年度末までは継続使用していただき、３月末

までと考えている。

　それと並行して、サウンディング調査は行っていくが、調査か

ら決定までは資金調達などもあり、かなり時間がかかると考えて

いる。

　怪我の心配と言われるが、耐震性なら市役所も問題があり、他

にもあると思うが、特に市役所は災害時の拠点となる。その中で

なぜ宮津会館だけが、その具体的な説明が無いと理解できない。

　データ的には危険といえる。宮津会館はIs値最小0.23で、0.6以

上が基準なので、0.3を下回ると危険が高いため、数値的には危険

な施設で、加えて吊天井の落下の危険性も有り、非常な状況にあ

ると市としては判断している。市役所についても非常に数値が悪

く直さないといけないが、お金というかやれる分が決まってくる

ので、宮津会館は一旦休止としサウンディング調査をさせていた

だきたいということです。

　サウンディング調査は、いつ終わるのか。

　民間企業とのお見合いみたいなものになるので、早く手を上げ

ていただける企業があれば早く見つかるし、それが無ければ時間

がかかってくるので、いつ終わるとの明言は今のところできない

状況です。

日置地区住民 7/22

　様々な施設が再編の対象になっているが、日置地区には、診療

所、保育所があり、特に診療所は日置地区の住民にとって、生

命、健康に関わる重要な施設で、高齢者が多くいる中、なくては

ならない施設である。どうしてこのような施設が、再編方針の対

象になっているのか。

　今回の再編方針は、施設全体の方針を定めるものであり、診療

所など、生活に密着に関わるものも含め、すべての施設を対象に

しています。
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説明対象 開催日 質　問 回　答

日置地区住民 7/22

　日置診療所の他に府中診療所があるが、そこは駐車場が小さ

く、また、待合所も狭い、市は、このような実情を踏まえて検討

しているのか。

　駐車場等の問題や、万が一廃止になったときのこの地域の医療

については現在検討しております。また、担当部局が地域と協議

させていただいていますが、石井先生のご意向もしっかりと踏ま

えながら、今後、この地域の医療のあり方、診療所のあり方につ

いてしっかりと皆さんと相談させていただきたい考えています。

　公共施設の全体的な再編方針は良いが、特に、この地区の施設

に関して、具体的な個別方針を示してほしい。

　本日は、公共施設全体の説明会であり、個別のことについて

は、今後、担当部局が説明に参りたいと考えています。

　人口減少対策として、他市の状況はどのようになっており、ま

た、宮津市はどのような対策をしているのか。

　人口減少対策などとして、５年前から地方創生事業に取り込ん

でいるところ、全国的に東京一極が止まらず、宮津市も毎年し200

人ほど減少している。市として反省すべきところはあるが、若い

世代の働く場が少なく、特に若年層の減少が止まらないのが現状

です。

　施設の数を減らさなければならないのかもしれないが、新たな

施設を作り、人材を確保する等、人口減少対策を行ってはどう

か。

　宮津市の持続のためには、以前に財政再建で市長が説明したと

思うが、財政再生団体になると、鉛筆一本の購入から国の許可が

必要となり地方自治が無くなるような財政統制が行われる、それ

だけは何としても阻止しないといけないとの思いで、財政再建に

取り組んでいる。今回の公共施設の再編もその一環でしっかりと

進めないと厳しい。現在、自由に使える基金が１億円以下になっ

ているところ、クリーンセンターの建設による負担増、また、今

後、市民生活に密着に関わる火葬場、し尿処理場の更新をしてい

かなければならない状況にあることをご理解いただきたい。

3／27



宮津市公共施設再編方針書（案）個別説明会での質疑応答一覧

説明対象 開催日 質　問 回　答

日置地区住民 7/22
　地域の良いものを守り、若者がＵターンできるようにしてほし

い。

　子供達は市の財産、子育てや教育に力を費やして行きたい。ま

た、宮津の良さを知ってもらう教科は大切であり、教育の柱とし

てやっている。今後ともしっかりとも進めて行きたい。

　今回、施設全体を説明されたが、今回、集まった方々は、個別

施設の方針について関心をもたれている。特に、診療所は、高齢

者が多い地域では必要な施設で、保育所も同様に必要な施設と考

える。市街地と橋北とでは現状が異なることを考慮し、市の責任

で対応してほしい。

　本日は、施設全体の説明だが、診療所の問題は担当部局から地

域との話し合いの状況を聞いている。診療所は老朽化だけでな

く、運営いただいている先生のご意向もある中、この地域の医療

をどうしていくんだということについて皆さんとしっかりと議論

しながら、また早急にその方向性も決めて行く必要がある。現段

階では、どうするとは言えないが、担当部局でしっかり検討して

いる。

　最近、結婚し、子供が産まれたら、この地域で育てたいと思っ

ている中、近くの保育所が廃止されたら困るので、ぜひ存続させ

てほしい。また、子供の数が少ないのであれば、現在の子供の入

所制限を下げてはどうか。

　現時点で保育所を潰すのではなく、今後の子供の数によってご

相談させていただくということ。公立保育所でも0歳児からとのご

意見もいただきましたが、宮津市の財政状況は生半可なものでは

無く最悪な状況、大きな災害が起きれば、財政再生団体になって

しまう、ぎりぎりの状況で綱渡り状況であることはご理解いただ

きたい。

　日置診療所は、10年程に前にも廃止されるかもしれないと聞い

たことがあり、市と先生に存続をお願いした。今は、先生の好意

で存続されていると思うが、市としては、10年前から診療所を廃

止しようとしていたのではないか。生命を守ること、人を育てる

ことは最も大切なことなので、地域住民の声をきいてほしい。

　しっかりと皆さんと協議をしながら解決策を模索して行きた

い。今、具体的に廃止するとか言うつもりは無いが、地域医療の

あり方などを含めて全体的に考えていく必要がある。ただ、別の

先生にお願いするなら、その先生に来ていただけるのか、経営と

して成り立つのか、そういったこともしっかりと考えていかない

と持続はできないと考えている。

　今回の再編方針書（案）は、９月に正式に決定したいとのこと

ですが、地域住民の合意なしには進めることは無いということを

確認させてもらいたい。

　再編方針書は、公共施設の全体的な方針を定めるもので、個別

施設は、担当部局からしっかりと説明し、コンセンサスという

か、皆さんの全員の同意ということではなく、しっかりと理解を

していだだいて進めて行きたいと考えている。
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説明対象 開催日 質　問 回　答

日置地区住民 7/22
　説明資料10Pの中に、「市は行政で担うサービスに集中する」

とありますが、このサービスとは具体的に何を指しますか。

　主に、福祉、教育、ゴミ処理などの市民生活と密着に関わるも

のになります。

　以前から市の財政状況が悪いと聞いているが、その原因を作っ

た市が今回の公共施設再編方針書を作成して、果たして、大丈夫

なのでしょうか。宮津市としてのやり方をしっかりと示しても

らった上、地域住民と話し合い、連携しながら、進めていっても

らいたい。

　本日の説明会は、再編方針書（案）の説明会として、申し込み

があって来させてもらっている。公共施設全体の現状、財政状況

を知っていただいた上で、市の財政を何とかしていくために、全

国的な動きがある中、公共施設を再編していくというもの。その

作成には、有限責任監査法人トーマツに支援いただき、個別施設

ごとに各部局にヒアリングしながら作り上げたもの。

　今後も皆さんとは、しっかりと意見交換しながら進めていきた

いと考えています。

　今回は、特に診療所と保育所の再編方針に関心があって参加

し、もっと具体的な話が聞きたかったので、説明内容に違和感を

感じます。財政状況が悪いのは分かりますが、地域医療が崩壊し

かねない現状を心配しています。日置診療所はフェーズ１で、概

ね５年以内に再編実施になっており、このような中、９月に再編

方針書を策定するとのことですが、それまでに、診療所のあり方

がどうなるのか、個別に地区で話をしてもらう機会を設けてもら

うことはできますか。

　診療所については、これまでから担当部長が地域に入って協議

させていただいている。その中で、橋北、この地域の医療体制に

ついては、先程のご意見等も踏まえて、しっかりと検討させてい

ただきたい。ただ、方針書はあくまでも方針であり、個別個別で

皆さんと相談しながら方針決定していくのが基本で、心配されて

いる保育所についても、別途ご議論させていただくことになりま

す。
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説明対象 開催日 質　問 回　答

世屋地区住民 7/27

　全体的な公共施設の再編とあるが、市の施策として、子育て世

代等の移住を進める中、身近な保育所を再編施設の対象にすると

いうことは、施策に反することになるが、そうしたデメリットを

考慮して、方針書（案）を作成したのか。

　単に、子育て施設を除却するとなると、マイナス効果があるか

もしれませんので、全体的に検討しなければいけないと考えてい

ます。例えば保育所でしたら、子供の数が減ってきているところ

ですが、民間の保育所が継続的に運営していくのに一定の子供の

数も必要で、公的な保育所が民間の経営を圧迫してしまうことも

懸念されます。また、全体的に言いますと、宮津市の財政状況が

厳しいということもあり、出来る限りの方策として、再編方針案

を提示させていただいております。当然ながら、今後、個別の施

設再編については、地域住民や関係の方と丁寧に協議させていた

だきますが、今回の再編方針書は、全体的な施設のバランスを考

慮して作成した案となります。

　財政難や施設稼働率の低さに基づいて公共施設を削減していく

と、負のスパイラルによりどんどん削減され、更なる人口減少に

陥らないか。また、しおぎり荘は指定管理による運営になり、順

調にお客さんがついてきた中、何故、今年度末をもって指定管理

が廃止されるのか。

　地域活性化については、当然ながらしっかりと取り組まなけれ

ばならず、今年度策定予定の宮津市総合計画において、地域ごと

の一定の方向性を定めていくべく、皆さんと議論させていただき

たいと考えています。世屋地区に関しては、自然豊かで、ポテン

シャルの高い地区だと認識しています。地域の方の想いもありま

すし、どういった力でこの地域を活性化させていくのか、議論さ

せていただかなければならないと考えています。指定管理につい

ては、同じく府中のユースホステルを指定管理から外し、無償貸

付にしました。今後、しおぎり荘も指定管理から外し、民間活力

の導入や国からの補助制度なども視野に入れ、しおぎり荘の改修

ができないか検討しております。今後、地域住民と協議をしなが

ら、そのあり方を検討していきたいと考えています。
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説明対象 開催日 質　問 回　答

世屋地区住民 7/27

　世屋地区の方も利用している日置診療所の再編方針は、譲渡・

除却になっている。医療は、行政が行う必要なサービスであるこ

とを念頭に、診療所を存続させる必要があるのではないか。

　現在、医師一人で府中診療所と日置診療所に携われている中、

今後、日置診療所のあり方、あるいは北部地域の医療につきまし

ては、しっかりと検討させていただき、地域の方々にもいろいろ

相談させていただきながら、進めていきたいと考えています。

　財政面で、宮津エネルギー研究所の撤退により、市税が大幅に

落ち込んでいるが、今後、市税アップに繋がるような活用方針は

あるのか。

　関西電力に対しては、当然ながら再稼動について要求していき

たいと考えていますが、ただ、また具体的な活用方針は定まって

いませんので、関西電力とは、協議を継続しています。

　一人の医師が府中と日置の診療所を掛け持ちするのは大変であ

ることは以前から話題になっていたが、市はそうした状況を知り

ながら、医師に頼りきっていた。他の市町では、他の病院から医

師を呼び寄せているケースもあり、市も医師の厚意に頼るだけで

なく、必要な行政サービスとして、しっかり取り組んでもらい、

診療所を存続させてもらいたい。

　ご要望は、十分に受け止めさせていただきます。

　保育所のことですが、民間に集約するということは、結局、府

中保育所など他の保育所に集約する計画が既にあるということで

すが。

　日置地区につきましては、確か、まだ20数名のお子さんがいま

す。現在、話をさせていただいているのは、お子さんが10名程度

の保育所でして、地域と話をさせていただいているということで

す。
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説明対象 開催日 質　問 回　答

世屋地区住民 7/27

　日置小学校区は子供の数が増えており、今後ももしかすると移

住者が増えるかもしれない中、日置保育所は、フェーズ２の譲

渡・用途転用になっているが、フェーズ２に設定する理由はどう

いったものか。

　市全体として人口が減ってきて、その中で新しい人が定住して

増える可能性はもちろんあると考えます。そういう状況で、

フェーズ２ということで、５年以降に検討していくということで

ございます。今の段階で廃止するといった方針ではなく、今後の

状況を見定めながら、判断するといったものです。また、個別施

設の再編については、別途、担当部局が地域住民と協議をして進

めることになります。

　目標フェーズの捉え方を教えてください。

　目標フェーズは、１から３まであり、１は５年以内の実施を目

標、２は５年超から１０年以内、３は１０年超といった、実施時

期を示すものとなります。また、学校、市営住宅、公園について

は、別途、個別に再編方針を定めていくことになります。

　５年後以降に対応していくのであれば、現段階でなにもフェー

ズ２に設定せずとも、現状維持で良いのではないか。

　公共施設の再編は、全ての建物を対象にしており、その中で

フェーズ１から３までの方向性を出さなければならないことをご

理解いただきたい。また、現在の子供の数、状況を踏まえて、今

後の状況を見定めるということで、フェーズ２の整理ということ

で挙げさせていただいております。

　宮津市全体として、保育所の数を減らさなければならないのか

もしれないが、日置、世屋で子供が増えているのに、日置保育所

が目標フェーズに挙がっていることは理解できない。

　個別の施設については、今後、担当部局から話をさせていただ

きますが、市全体として、民間保育所も含めて再編していかなけ

ればならないということで、今後、子供の状況も含めて、どう

なっていくのかというのは、保育を所管している担当部局がしっ

かりとやっていくことになりますので、時期が来ましたら、説明

させていただきたいと考えています。
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宮津市公共施設再編方針書（案）個別説明会での質疑応答一覧

説明対象 開催日 質　問 回　答

世屋地区住民 7/27

　今後、個別施設の具体の再編にあたっては、担当部局から説明

があるということですが、再編方針としては、９月議会に提案さ

れ、たとえば、日置保育所であれば、フェーズ２でそのまま定

まってしまうのか。

　あくまでも全体の方針として進めさせていただくもので、個別

施設の対応については、担当部局からまた説明させていただくこ

とになります。再編方針は、市長が決定するもので、９月議会へ

は報告をさせていただくことになります。

　再編方針書は、９月に決定されるとのことだが、個別施設の目

標フェーズがそのまま決まるのではないか。保育所など、フェー

ズに挙がること自体、デメリットになると心配している。

　あくまでも全体的な施設の再編方針を定めるもので、９月に市

長が決定し、議会に報告することになります。また、個別施設の

再編については、担当部局が地域住民と協議をしながら進めるこ

とになります。

　再編方針が９月に決定されるとのことで、あまり時間がない

中、今後、日置診療所がどうなるのか、知りたい。

　診療所については、医師の意向を確認したり、地域の状況を踏

まえて検討しなければならないと考えています。例えば、府中診

療所に集約するにしても、代替用の送迎システムの確保や、府中

診療所駐車場の拡張整備など、検討課題があり、今後、地域住民

を交えて、協議する必要があります。

　日置診療所が廃止され、府中診療所に統合されたら、地域医療

はどうなるのか分からない中、一方的に廃止されることは理解で

きない。

　へき地医療は重要ですが、一方で医師の経営面を考慮しなけれ

ばならない。今後、北部地域の医療のあり方を十分に検討しなけ

ればならないと考えています。

　例えば、地区内にある有害鳥獣処理施設ですが、これは以前の

シイタケ加工作業所を改修したもので、この加工作業所の建設に

あたっては、地元が深く関わったと聞いています。今後、市が保

有する施設を譲渡する場合は、それぞれの建物の建設経緯も踏ま

え、優先的に地元譲渡を検討してほしい。

　譲渡にあたっては、地元自治会等を優先したいと考えていま

す。地元から要望がありましたら、ご相談に応じていくような形

になります。

　無償譲渡と有償譲渡の条件の違いはどのようなものですか。

　一般的に、地元自治会等に譲渡する場合は無償、民間等に売っ

ていけそうな物件は民間等に有償、要は市の収益になる場合は有

償としていますが、地元で使っていただけそうな物件は、基本的

に無償でお渡ししたいと考えています。
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宮津市公共施設再編方針書（案）個別説明会での質疑応答一覧

説明対象 開催日 質　問 回　答

世屋地区住民 7/27
　地元の定義は何ですか。地元の個人事業主は地元なのか、ある

いは民間扱いなのか。

　譲渡物件により利益を得ようとするものでありましたら、地元

の個人事業主の場合でありましても、民間扱いになると考えま

す。例えば、地域の遊び場など、地域活性化の目的で利用すると

いうことでありましたら、無償扱いになると考えます。

　地元というのは、自治会だけですか。

　自治会に限ったわけではなく、地域内のそれぞれの団体の活動

目的などにもよると考えます。地域活性化の目的のために利用さ

れるのであれば、地元扱いになると考えます。

　５年程前に旧上世屋集会所を無償で譲り受けたいと希望した

が、有償だった。

　当時、地元の協議会が旧上世屋集会所を民泊として利用したい

とのことで、有償で譲渡しました。今後、施設再編を進めていく

過程で、このような事例は増えてくるので、今後、全体的に施設

の譲渡方針を検討する必要があると考えています。

　世屋体験教室実習棟は、現在、貸付中であるが、譲渡されるの

か。普段はあまり使われていないので、地域で使いたいと思い、

担当部局に相談に行ったことがある。

　現在、貸付中のものは、基本的にその相手方に譲渡する方針と

しています。また、以前に貸付の件で相談されたとのことで、改

めて担当部局の方から説明するようにします。

　世屋体験教室実習棟は、地元が見ている中、貸付中にも関わら

ず、ほとんど利用実態がない。地域活性化で地元で利用したいと

考え、以前に地元の観光グループが貸してほしいと市に要望した

ことがあるが、話が進まなかった。地域内にある施設なのに、地

元で利用できないのはどうなのか。

　担当部局に伝えまして、後日、詳しい経緯なりの説明をさせて

いただきます。

　しおぎり荘は、世屋高原活用協議会が活用しており、団体の受

け入れも可能で、役に立てていると思う。また、以前は木子、上

世屋、下世屋に小学校があったが、人口減少で順に廃止になり、

日置小学校に集約されてしまった。木子から日置までは１０キロ

程あり、地域住民の負担になっている。若い方が住み始めている

地域なので、いっせいに施設を集約していくのは不安である。

　ご意見を頂戴し、今後、担当部局と地域住民で協議をさせてい

ただきます。
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宮津市公共施設再編方針書（案）個別説明会での質疑応答一覧

説明対象 開催日 質　問 回　答

世屋地区住民 7/27

　公民館で利用している旧学校施設内に物品等が残っており、地

域で活用できないかと考えている。物によっては有償でも取得す

ることも検討したいので、市で一定の整理をしてほしい。

　市で一定の整理しなければならないと考えます。担当部局を交

えて、協議することにします。

　しおぎり荘のあり方は、今後、京都府も交えて協議しなければ

ならないと考えますが、その中で地域住民の意向を聞いていただ

く機会を設けてもらうことはできますか。

　地域住民と協議する機会を設けたいと考えます。地域の想いを

聞かせていただいて京都府とも調整したり、また、関心を示して

いただける民間企業がありましたら、そこにも伝え、地域の活性

化を大きな目標としてしっかりと取り組んでいきたいと考えてい

ます。

　学校、公園、公営住宅は、別途再編方針を定めるということで

すが、学校であれば、どのような視点で再編方針を示そうとされ

るのか。

　学校再編に関しましては、別途、教育委員会が行うことになっ

ていますので、現段階では、お示しできるものはありません。

　財政が厳しいから、公共施設を再編すると思いますが、施設再

編によって、各地域が痛みを伴うにも関わらず、財政が悪化した

原因や再発防止策のようなものが説明されていない。

　財政難は、税収が減る中、行政サービスを出来るだけ維持して

きたことが原因と考えています。今後、税のあり方検討会によ

り、学識経験者等の意見も踏まえ、検討しなければならないと考

えています。また、公共施設の再編は、多くの施設が老朽化して

きた中、人口減少もあり、過大な施設保有量になっていることか

ら、今後、財政を圧迫することになるため、必要になるものであ

り、財政難であるから、施設の再編を行うものではないと考えて

います。

上宮津地区住民 8/3

　施設再編方針では、建物の除却等による施設再編の効果は、宮

津市が試算したのか。また、島崎エリアについて、民間へのサウ

ンディング調査を予定されているが、これは市の施設を民間に貸

し出して、収益を得るということなのか。

　公共施設の再編による効果は、概算試算になりますが、宮津市

が算定しました。また、サウンディング調査については、民間の

意見を取り入れ、今後の利活用を計ることが目的で、現段階で

は、貸付・売却等の方針決定にはなりませんが、たとえば、貸付

を行う場合、当然、賃貸料として、市の収入になります。
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宮津市公共施設再編方針書（案）個別説明会での質疑応答一覧

説明対象 開催日 質　問 回　答

上宮津地区住民 8/3
　説明の中で行政が行うサービスとありますが、主なサービスを

示してほしい。

　主なものに、福祉、教育、ゴミ収集・焼却などが挙げられま

す。

　上宮津地区に関わる各施設の再編方針を提示してください。

　上宮津地区公民館は譲渡・除却、上宮津保育所は譲渡・除却、

喜多駅前広場公衆便所は譲渡・除却、旧上宮津小学校は用途転

用・貸付、鳥が尾第１児童遊園及び天神児童遊園は除却・譲渡に

しており、いずれもフェーズ１にしています。次に、旧大江山ス

キー場（レストハウスほか）は譲渡・貸付、大江山バンガロー村

と大江山ロッジは休止・貸付・譲渡・除却、旧大江山スキー場

（運転室ほか）は譲渡・除却にしており、いずれもフェーズ３に

しています。

　子供や若者の将来負担の関連で、もう少し説明を求めたい。

　子供達あるいは若者への将来負担を残さないということが、こ

の再編方針の目的でもあります。財政的に厳しいところ、現在の

水準で行政サービスを維持するとなれば、税収が減っている中、

皆さんから収めていただいている税金、国からいただく地方交付

税を合わせても、現在、宮津市が行っている行政サービスを全て

それらで賄うことができず、起債を行って、財政運営をしている

状態であります。また、現在、基金残高も減っており、大きな災

害等が発生した場合、赤字になって宮津市自体が財政再建団体に

なる可能性があり、そうなれば、必然的に行政サービスの低下を

まねくことになりますので、そういったことがないように、財政

をしっかりと健全化することが重要だと考え、健全化のために

は、公共施設の再編は、しっかりと取り組まなければならない課

題であります。

　上宮津保育所は、入所児童数減少により、譲渡・除却（フェー

ズ１）になっているが、上宮津地区では若い人の数が増えてお

り、将来的に保育所への入所者が減少するのか。

　宮津市全体では子供の数は減っており、推計でも減少傾向は続

き、市全体で保育所サービスの維持について考えなければなりま

せん。
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宮津市公共施設再編方針書（案）個別説明会での質疑応答一覧

説明対象 開催日 質　問 回　答

上宮津地区住民 8/3

　喜多駅前広場公衆便所は、駅利用者の使用が限定的であること

から、譲渡・除却（フェーズ１）になっているが、駅利用者だけ

でなく、今福の滝の見学者などの集合場所として喜多駅前が利用

され、バスが止まる機会もあることから、利用者は多岐にわた

る。

　滝見学者などが利用されている事情は承知しています。現状で

は、公衆便所が下水道本館から距離があり、水洗化工事を行うに

は多額な費用がかかるため、除却を検討しています。今後、地元

でも何かやっていただけないか協議し、地元への譲渡も視野に入

れたいと考えています。

　大江山スキー場関連では、地域住民は様々な想いがあり、これ

は、直接、市長と話したいと考えている。また、以前にスキー場

の対処について、申し入れをした中、今回、フェーズ３による再

編方針案が出され、整合性がないと考えている。

　大江山スキー場関連では、これまでに市と地元との間で様々な

やりとりがあったようですが、今回は詳細を把握していないの

で、今後、個別に担当部局において、対応することとしたい。

　市が実施する説明会などは、削減などの説明ばかりで、今回も

公共施設の削減が目立つが、施設を増やしていく要素はあるの

か。また、削減効果は示されたが、収入面での増加要素も提示し

てほしい。

　歳出面で、行政改革を行っており、職員数も減らしている中、

それでも基金を取り崩し、起債残高も増えている状況です。た

だ、基金残高を増やし、起債残高も減らしていきたいと考えてい

ます。歳入面では、難しいですが、引き続き企業誘致もやってい

き、今年、マリオットホテルが完成し、市としては安定的に固定

資産税が入ってくるものと考えています。

　マリオットホテルが建つことにより、それに関わる収入見込

は、どう考えていますか。

　マリオットホテルは、ご承知のとおり、ホテル内に食事施設が

ないため、周辺地域でサービスの提供をしていくことになり、空

家改修による飲食の提供が期待される中、空家改修補助も充実さ

せたいと考えています。また、マリオットホテルは宿泊定員約200

人で、50％が稼動しているとすれば、常に100人程度の方が常駐さ

れていることになり、経済効果が期待されます。今後、地域で協

議会等も立ち上げていただき、取り組み方を協議していきたいと

考えています。

13／27



宮津市公共施設再編方針書（案）個別説明会での質疑応答一覧

説明対象 開催日 質　問 回　答

上宮津地区住民 8/3

　財政面や人口減少などを踏まえると、公共施設を再編し、行政

サービスをスリム化するのはやむを得ないと考えますが、市で維

持できない施設を自治会が保有できるのか、今後、議論が必要に

なると考えます。地域でもボランティア等で関われることもある

かもしれないが、費用面で自治会に負担になることが懸念され

る。

　今後、国の制度なども考えながら、地域住民としっかりと協議

していくことにします。

　人口が減少していく中、市役所の組織編成、議員定数、自治会

のあり方などについて、どう考えていますか。

　現時点では、明確な答えには至らないですが、今後、宮津市総

合計画を策定していく中、しっかりと検討したいと考えていま

す。また、高齢化も進み、地域のあり方についても議論し、一定

の計画を策定していきたいと考えています。

　再編方針が目標どおりに進まなかった場合、例えば、譲渡先が

見つからないときなど、そうした施設は５年、10年間、放置され

るとどうなるのか。

　建物には耐用年数があり、時期がくれば、建替をすることにな

るが、全ての施設を建て替えることは財政的に不可能な状況で、

本来なら市で除却すべきところ、歳出を抑えるため、出来るだけ

現状有姿での譲渡としています。譲渡できなかった施設は、必要

に応じて、除却していくことを検討したいと考えています。

　人口減少は、以前から始まっているところ、市内にはあまり働

く場がない。市職員の中にも、市外に転出している者がいて、駄

目ではないか。また、企業誘致もあまり成果があがっていない

中、個人的にはあまり賛成できないか、原発関係の企業誘致を検

討するなども視野に入れた方が良いのではないか。

　市職員の市外転出については、各個人の判断にはなるが、市と

しても、しっかりとご意見を受け止めます。また、引き続き、企

業誘致にも力を注いでいくことにしており、宮津エネ研の跡地利

用については、再開発やバイオマス発電等も視野に入れ検討して

いき、財政健全化に向けた歳入部分での改革というものをしっか

りと取り組んでいきたいと考えています。
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宮津市公共施設再編方針書（案）個別説明会での質疑応答一覧

説明対象 開催日 質　問 回　答

上宮津地区住民 8/3

　人口一人当たりに対する公共施設の床面積が多いとのことです

が、市として、福祉や教育に力を入れていくのに、保育所の統廃

合が進むのか。上宮津では新しい住民が増え、子供も少しずつ増

えているのに、再編方針は現状と整合していない。先日、上宮津

保育所に関する説明会があり、その場では、保育所を廃止したい

と思う地域住民はいませんでした。今回の説明会が、再編方針を

策定するためだけのものであってはならないし、地域住民の意見

を十分に反映させるものであってほしい。

　保育所については、民間保育所の持続性や市全体の子供の数を

念頭に検討し、今後、個別に担当部局が地域住民と協議していく

ことになります。

　スキー場やバンガローは、これまでに修繕できた時期があり、

施設の評判も良かったにも関わらず、利用休止したのは市の責任

であると思います。国定公園にも指定され、これまで地元として

も要望をしてきたが、それが反映していない。京都府とも協調し

て、府からの補助も得て、今後も施設を存続させてほしい。

　このような施設は地元が管理されているケースもあり、今後、

京都府とも意見交換をしていき、京都府にも要望をしたいと考え

ています。

　上宮津保育所に関して、市長に要望書を提出したので、市長と

意見交換をしたい。また、大江山周辺地域は、平成19年に国定公

園に指定され、その後、地元としても要望書を提出してきたが、

要望内容が要件に合わないという理由から、何も反映されること

がなかった。そのあたりの経緯もしっかりと認識してほしい。

　要望につきましては、しっかりと確認させていただきます。

（府へも要望を行ったところ）

　公共施設再編による費用効果の根拠は何ですか。この費用効果

には、施設を譲渡した場合の収入も見込まれていますか。

　施設の更新費用につきましては、国が示している建物の構造毎

の基準単価により算定しています。また、費用に関しては、改修

等の維持経費のみで、譲渡などにより収入は加味されていませ

ん。
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宮津市公共施設再編方針書（案）個別説明会での質疑応答一覧

説明対象 開催日 質　問 回　答

上宮津地区住民 8/3

　上宮津地区公民館は、旧上宮津小学校校舎へ機能移転する方向

が協議が進められていくことになりますが、避難所として利用す

る場合、人が密集状態になってします。そうした状況を少しでも

避けるため、現在の地区公民館を予備的な避難所施設にならない

か検討していただきたい。

　個別施設のあり方につきましては、今後、公民館の活用方針と

合わせ、地元と協議していきたいと考えています。

　上宮津に関する公共施設の再編方針案が成案になれば困る。ま

た、再編方針を策定する背景と施設を最適化する意味を示してほ

しい。

　市民説明会、今回の個別説明会、パブリックコメントを踏ま

え、今後、有識者や市民委員による検討会議を経て、最終的に市

長が決定することになります。再編方針の決定は、施設全体の方

針決定であり、個別施設については、今後、担当部局が地域住民

と協議していくことになります。施設再編方針を策定していく背

景は、人口減少、過大な施設保有量、施設の老朽化、厳しい財政

状況です。また、施設の最適化は、建物の老朽化や利用状況を把

握し、再編方針に沿い、施設の適正な管理を図るものです。

　再編方針は、主に施設のハード面に対処する内容、別途策定予

定の宮津市総合計画は、主にソフト面、全体的に対処する内容に

なっていると考えられるので、市として、しっかりと連携して進

められたい。

　ご意見をしっかりと受け止め、進めたいと考えます。

　人口一人当たりの公共施設保有量が多いが、これは当然の結果

であり、都市部と比較することに無理があるのではないか。こう

した地域性を踏まえ、単に施設保有量を削減するのではなく、国

や京都府からの補助金を活用するなど、予算措置に取り組んでほ

しい。

　公共施設を適正に配置し、施設更新費用を平準化していくこと

は、宮津市だけに限らず、全国的な課題になっています。市とし

ても、施設を無くしていきたいわけではなく、行政サービスを維

持する上でも、施設再編は進めなければならないので、地域住民

にも協力していただきたいと考えます。

　今回の公共施設再編にしても、全国的にみて、周辺地域に負担

がかかっている。人口減少の背景など、市として、しっかりと経

緯を検証し、今後の行政に活かしてほしい。

　今回の施設再編は、特に周辺地域にだけ負担を強いているわけ

ではなく、市街地でもあっても再編方針の対象施設にしており、

市内全域にわたっています。
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宮津市公共施設再編方針書（案）個別説明会での質疑応答一覧

説明対象 開催日 質　問 回　答

上宮津地区住民 8/3

　平成19年に大江山周辺が国定公園に指定される際、地元説明会

でも利活用に関して議論された。風力発電施設の設置など、地元

としてもこれまでに幾つか要望書を提出してきた経緯があります

が、その度、要望内容が整備要件に該当しないという理由で、先

に進まない状況になっています。

　今後も地域住民と意見交換を重ね、京都府とも協議をしたいと

考えています。

新日本婦人の会

宮津支部
8/4

　火葬場は除却対象施設になっているが、代わりの施設建設の予

定はあるのですか。また、以前に火葬場のあり方検討会があった

が、そこではどのような提言がされましたか。

　今年３月に受けた提言では、改修から６０年以上経過している

ため、早急に移転する必要があるとなっています。過去に２回、

火葬場移転の計画がありましたが、実現に至っておりません。移

転に関しては、近隣自治会からも要望を受けており、早期に移転

に向けて対応しなければならないと考えています。また、近隣市

町と連携し、広域的な火葬場利用の協議を進めなければならない

と考えています。

　火葬場を除却する理由は、近隣自治会からの要望に基づくもの

ですか。

　改修から６０年以上経過して、施設が老朽化していること、合

わせて設備も古くなっていることから、移転して新たに建設しな

ければならないと考えています。また、平成16年３月に地元自治

会と現在の火葬場の早期移転に向けた覚書を締結しており、火葬

場の移転整備は、極めて近々の重要な課題となっています。移転

整備につきましては、移転先も含め、宮津市が単独で行うのでは

なく、近隣市町と連携して協議しなければならないと考えていま

す。

　以前、火葬場の移転先として須津地区が挙がりましたが、移転

先として決まらなかった経緯があり、次に移転先を検討する中

で、須津地区も候補に挙がるのか。

　次の具体的な移転先は、まだ未定です。移転先や整備を含め

て、宮津市が単独で行うのではなく、近隣市町と連携して協議し

なければならないと考えています。
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宮津市公共施設再編方針書（案）個別説明会での質疑応答一覧

説明対象 開催日 質　問 回　答

新日本婦人の会

宮津支部
8/4

　今後、近隣市町と連携して火葬場の移転整備を行うことになり

ますが、宮津市単独で火葬場を整備するといった検討はできない

ものか。

　施設再編の観点から申し上げると、宮津市が単独で火葬場を整

備するということはないです。理由としましては、財政面もあり

ますが、人口規模で考えますと、近隣市町と共に利用することで

行政の効率化が図れるためです。

　公共施設全般について、市単独ではなく、広域的に利用するの

も良いが、車で利用する際、温暖化対策の意味でも、やはり利用

する施設は出来るだけ近場に確保されるのが良いではないか。

　全ての施設を広域化にするのが良いとは考えていませんが、利

用者にご不便をかけないように施設容量なども確保した上で、火

葬場などの施設は、広域化しなければならないと考えています。

ゴミ焼却施設もそうでしたが、宮津市を含めた近隣市町の人口規

模などを考えると、火葬場も市単独で保有するのではなく、広域

的に保有するのが望ましいと考えています。

　火葬場のあり方検討会では、委員は何名で構成されていました

か。

　検討委員は全員で８名で、その中に学識経験者として大学の先

生が１名入っています。

　地域の保育所に０才児保育がないため、仕方なく他の保育所に

行かなければならない事例がある。もっと市民が利用しやすくな

るような施設管理をしてもらいたい。また、日置と養老保育所は

譲渡・用途転用になっており、市の若者定住施策に反する。

　地域の施設をなくしていくのが目的ではなく、市全体で子供の

数が減っている中、保育サービスを維持する方針を探る必要があ

り、施設再編は必要であると考えています。
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宮津市公共施設再編方針書（案）個別説明会での質疑応答一覧

説明対象 開催日 質　問 回　答

新日本婦人の会

宮津支部
8/4

　宮津会館は耐震性などに問題があるが、昭和５６年に耐震基準

が変わった時、何故、その時点で修繕をしなかったのか。

　大規模な修繕をしなかったことで、結果的に、老朽化を遅らせ

ることが出来ませんでした。ただ、宮津市だけでなく、全国的に

新たな施設建設を進めていた時期であり、施設改修にあまり着目

していませんでしたが、こうした中、以前に建てた公共施設が全

国的に更新時期を迎えたことから、国も平成26年に公共施設総合

管理計画の策定を全国の市町村に要請し、宮津市においては、平

成28年３月に宮津市公共施設総合管理計画を策定しました。これ

までは建物新築以外では国の補助がなかったですが、今回、国の

指針に基づく公共施設再編方針を策定し、国の補助制度等も見据

えながら、今後、継続していく施設に関しては、しっかりメンテ

ナンスを行っていきたいと考えています。宮津会館は、音楽関係

等の方々にとっては、大切な施設であると認識していますが、市

民全体として、どれだけ利用されるのかを含めまして、この財政

状況の中、市が音楽ホールを建替えるということは非常に困難で

あると考えます。文化行政としては、出来るだけホールを保有し

たいところですが、民間資金を導入し、歴史の館周辺にホテルや

音楽ホールが建設できないかと、今後、サウンディング調査を行

う予定にしています。

　再編方針の策定業務を民間業者に委託されていますが、なぜ市

が行わないのか。

　委託先の業者は、他市でも多くの業務を受注し、知識と経験に

優れています。業務はすべてに渡って委託しているものではな

く、個別施設の点検や庁内における検討会議など、これらは市職

員が行っており、業者の方はそれらを集約・分析し、業務全般に

支援をしていただいています。
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宮津市公共施設再編方針書（案）個別説明会での質疑応答一覧

説明対象 開催日 質　問 回　答

新日本婦人の会

宮津支部
8/4

　日置地区個別説明会で話が出ましたが、日置地区に関わる課題

に対して回答がなかった。日置診療所は１０年前に無くす話があ

り、住民の有志活動があって、医師の熱意もあり、現在も継続し

ているが、市として、この先、橋北地区の医療をどのように考え

ているのか。

　先日、日置地区での個別説明会ですが、市内３箇所で実施した

公共施設再編方針書（案）に関する説明で、施設全般の再編方針

を定めるものであることをご理解いただきたい。また、個別施設

の具体的な再編につきましては、それぞれの担当部局が地域住民

と協議をすることにしています。

　再編方針書は９月に市長決定されるのか。あまり時間がない

中、今後も話し合いをする機会を設けてもらうことは出来るの

か。また、今後、開催される検討会議は、公開されるのか。

　今後、検討会議を開催して、９月に市長が決定する予定になっ

ています。検討会議の公開については、現在のところ未定です。

　宮津の観光地は天橋立だけでなく、由良や世屋などもある。由

良の鉄橋を望める「もみじ公園のトイレ」、水道整備をすれば十

分に利用できる「しおぎり荘」が譲渡・除却になっている。市と

して、こうしたロケーションの良い場所・施設をしっかりと認識

してほしい。

　宮津市には、天橋立だけでなく、他にも観光資源があって、ま

だまだ活かしきれていない所があると考えていますが、ただ、市

が保有しなければならない施設があるのかは検討しなければなら

ず、すべてを市が保有することは困難であると考えています。

　宮津会館は文化の象徴であり、将来を担う子供達の文化性を高

めることに寄与している。これが無くなることで、市民は、わざ

わざ舞鶴など他市の施設を利用しなければならないのか。また、

財政面の観点から、施設を除却するにも補助が得られるように国

に働きかけてもらいたい。

　公共施設マネジメントを実施すれば、施設の除却に対して、起

債を行うことが可能となります。

　これまで宮津市に住み、真面目に働いてきたのに、今回の旨説

再編は主に施設が減り、市民に対してペナルティーを科している

ように思える。こうした市民の声を市長に伝えてほしいし、また

こうした事態を招いたことに対して、市長から謝罪もしてほし

い。

　ご意見は、しっかりと受け止めさせていただきます。

20／27



宮津市公共施設再編方針書（案）個別説明会での質疑応答一覧

説明対象 開催日 質　問 回　答

宮津会館の存続

と歴史資料館の

再開を求める会

8/4

　公共施設再編方針書策定にあたり、市民の意見集約を考えれ

ば、９月に市長決定するのは早急すぎるのではないか。短期間で

策定しなければいけないような国の方針があるのか。また、他市

ではどのような状況なのか。

　再編方針書は、平成２８年３月に策定した「宮津市公共施設等

総合管理計画」に基づき、再編方針を定めていくもので、昨年に

各施設において、担当部局からヒアリングを行い、精査を行った

上、素案を作成し、今年４月に広報で市民の皆さんにお伝えしま

した。また、市内３箇所で市民説明会を開催し、今回のように要

請があれば、個別説明会も開催している状況です。なお、他市の

状況では、コンサルタントの業務支援を受け、概ね１年程で策定

しているケースが多いです。

　私達は、歴史や文化は非常に大切なものと捉えているが、例え

ば、公共施設において、文化的な利用では収益に繋がらないと思

われているのか。市の考え方を知りたい。また、再編にあたり、

市民の意見集約によって、若干でも再編方針に変更の余地はある

のか。

　宮津市において、歴史、文化を継承し、大切にしていくことは

必要だと考えています。また、幾度か説明していますように、９

月に策定を予定している再編方針書は、施設全体の方針を決める

ものであって、その後の個別施設の具体的な再編については、担

当部局と地域住民との間で協議をすることになります。また、個

別の施設によっては、条例が定められいるものがあり、仮に廃止

する場合、廃止条例を議会に提案する必要があり、そこで議論し

ていただく余地があります。

　ただ、今回の施設全体の再編方針ですが、一定の方針を定めて

います。その背景としましては、昭和50年代以降、全国的に公共

施設を建設してきた中、宮津市においては急激な人口減少に陥

り、過疎地域にもなりました。この状況で、現在の行政サービス

水準を維持していくためには、公共施設の再編は必要となりま

す。また、ゴミ焼却場建設による費用負担、今後、老朽化してい

る、し尿処理場、火葬場など大型施設の更新が必要になることを

ご承知いただきたい。
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宮津市公共施設再編方針書（案）個別説明会での質疑応答一覧

説明対象 開催日 質　問 回　答

宮津会館の存続

と歴史資料館の

再開を求める会

8/4
　再編の進め方としては、各施設の条例の廃止も含め、９月に決

定される予定なのか。

　再編方針書は、全体的な施設の再編方針を定めるもので、これ

は９月に市長が決定するスケジュールで進めています。個別施設

の具体的な再編については、各担当部局が地域住民と協議をして

からとなり、仮に廃止する場合は、条例廃止の手続きを経る必要

があります。

　若者を優先とした施策で人口減少に歯止めがかかるが、なぜ市

はこれをやってこなかったのか。

　地方創生でも対策を行ってきましたが、まだまだ現状は人口減

少に歯止めをかけられてはおらず、引き続き、定住施策には取り

組まなければならないと考えています。また、宮津市総合計画で

も、若者定住をしっかりとした施策の柱とし、地域住民と意見交

換を行っていきたいと考えています。

　児童遊園の再編にあたっては、子供が歩いていけることを考え

たのか。

　全ての児童遊園を残すことは困難で、利用度などにより集約し

ていきます。また、集約して残す施設については、子供達が利用

しやすいよう、施設の維持管理に努めていきたいと考えていま

す。

　サウンディング調査は、市が幾つかの民間業者を集めるのか。

また、具体的にどのように進めていくのか。

　サウンディングに関しては、民間企業が集まる場で、市の想い

などをＰＲしていくことになります。具体的な進め方につきまし

ては、今後、詳細を検討していくことになります。

　財政健全、市内部の事務取り組みなどがありますが、残業代を

減らす取り組みはされていますか。市職員の年齢別構成が逆ピラ

ミッド型に偏り過ぎないように、若い人の採用を増やしてはどう

か。

　毎週水曜日は、これまでからノー残業デーにしているところ、

昨今のコロナ対応事務で、一部の部署で残業をしているとこがあ

ります。残業代の削減については、昨年度の半分以下にするべく

取り組んでおり、引き続き、管理職手当は50％、特別職給与は

20％の削減をしています。また、職員全体の数は減らしてきてお

り、若手職員のスキルアップも必要なことから、今年度は、京都

府に１名、舞鶴市に１名の職員を派遣しています。
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宮津市公共施設再編方針書（案）個別説明会での質疑応答一覧

説明対象 開催日 質　問 回　答

宮津会館の存続

と歴史資料館の

再開を求める会

8/4
　宮津会館の改修には10億円以上かかるから休止予定だが、存続

の声があがれば、施設を残す選択肢はあるのか。

　約10億円をかけて改修できれば良いが、財政上、市が単独で施

設を改修して保有していくことは困難で、そのような中、民間資

金を活用できないかと、今後、サウンディング調査を行うもので

あります。宮津会館は、建設から50年以上経過し、一般的にコン

クリート構造物の耐用年数が60年とされている中、残り10年間の

ために、10億円を投入することは困難であると考えています。市

としては、今後更新時期を迎える、市民生活に密着した公共施設

の更新・維持に費用をかけなければならないことをご理解いただ

きたい。

　再編方針書（案）の中には、「過大」という表現が見受けられ

るが、改修費用の数字的根拠はあるのか。また、除却と判断する

前に、しっかりと長寿命化を検討したのか。耐震性の数値から比

較すれば、宮津会館は市役所庁舎より高い数値である。

　コンクリート構造物の耐用年数が60年ということを踏まえ、ア

ルカリ性であるコンクリート自体が雨などで酸化し中性化され、

内部の鉄筋が一部むき出しになり、コンクリートの一部が剥離し

ています。Ｉｓ値（構造耐震指標）が0.22の施設において、地震

の際、コンクリートが一部崩落した事例があります。大切な施設

ではありますが、改修に10億円以上かかること、改修しても長期

間の使用は困難であることから、改修は困難と考えています。

　宮津会館は、大きなイベントが出来る施設であり、先ずは、多

くの人が利用しやすいように、トイレを改修してほしい。トイレ

がきれいで使いやすいと、それだけで文化が高いと見ていただけ

る。そうして宮津会館をもっと収益が上がる公共施設にしてもら

いたい。

　ご意見は、しっかりと受け止めます。

　宮津会館の存続を望むことも多いので、じっくりと市民の意見

を聞きながら、慌てて来年３月に休止しなくても良いのではない

か。

　今後、ご意見を頂戴する中で、しっかりと検討し、判断したい

と考えます。
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宮津市公共施設再編方針書（案）個別説明会での質疑応答一覧

説明対象 開催日 質　問 回　答

宮津会館の存続

と歴史資料館の

再開を求める会

8/4
　再編方針書は９月に決定され、９月議会で各施設の廃止条例が

提案されるのか。

　９月に市長が決定し、議会に報告する予定にしています。個々

の施設については、今後、担当部局が地域住民と協議をしてい

く、仮に除却となれば、その時点で廃止条例を提案していくこと

になります。

　宮津会館のホール利用日数は年間60日程度ですが、他市施設と

の比較数値を知りたい。
　手元に資料がないため、別途、調べます。

　改修や建替に係る費用の試算方法を教えてください。

　公共施設の更新等費用の算定につきましては、「地方公共団体

の財政分析等に関する調査研究会報告書（財団法人自治総合セン

ター）」に基づき、大規模改修の場合は、㎡当たり25万円、更新

（建替）の場合は、㎡当たり40万円を使っています。また、この

試算は、あくまでも建物本体のみで、音響設備などの更新費用は

含まれていません。

　コンクリート構造物は、耐用年数としては60年だが、実際は、

それ以上、使えるのではないか。

　耐震診断を実施した際、コンクリートのコア調査を行い、その

結果、一部コンクリート内部の中性化があることが分かってお

り、60年が限界と考えます。

　２年程前、歴史資料館の再開に向けて動きがあったが、予算執

行されなかった。歴史の館は耐震性に問題なく、貴重な歴史的資

料があるにも関わらず、どうして再開しないのか。

　歴史資料館は、平成19年から休止しており、ツーデーマーチな

どのイベント等がある時だけ、公開しています。平成30年に再開

に向けた予算を検討したところ、災害復旧対応により、予算が執

行できませんでした。今後、改めて検討する必要がありますが、

常時、公開となりますと、人員配置が伴い、財政的に厳しい状況

であることをご理解いただきたい。
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宮津市公共施設再編方針書（案）個別説明会での質疑応答一覧

説明対象 開催日 質　問 回　答

宮津会館の存続

と歴史資料館の

再開を求める会

8/4

　宮津会館は文化の象徴であり、これが閉館となれば、ダメージ

はかなり大きく、さらに人口減少が加速していくと考えます。更

新費用が10億円かかるとの試算であるが、詳細設計をすれば、5億

円程度で改修できるかもしれず、残った5億円を他の施設の更新費

用にかけられるのではないか。詳細設計を委託するなどして、

もっと具体的な更新費用を示してほしい。

　現在、市の貯金である基金は、１億円を切り、今後、5年間で約

40億円の収支不足があることを御理解いただきたい。

　宮津の文化歴史を後世に継承していかなければならないのに、

歴史資料館は、これまでから休止され、今後も引き続き休止され

てしまうのか。資料館に常駐してくれそうなボランティアなどを

検討されたことはあるのか。

　ボランティア等の確認はしていませんが、そうした体制が可能

であれば、検討したいと考えます。

由良地区の公衆

トイレを守る会
8/6

　再編方針の背景は理解しましたが、もみじ公園周辺において、

平成28年から３ヵ年にわたり、計192本のオリーブを植樹し、見

学者などの集約がある状況、阪急交通による体験ツアーの企画、

由良川の鉄橋のロケーションなど、周辺地域は観光面において将

来性があるので、検討会議では、是非、方針について前向きな議

論をしてもらいたい。

　当地区の観光面における将来性には期待しているところ、公園

全般はあまり利用されておらず、今後、公園全体のあり方を地域

住民としっかりと議論しなければならないと考えています。ま

た、レストランや宿泊施設の運営が可能な立地条件であるのか、

民間企業に参加してもらえるものかあるいは地域の方々で何か

やっていただけるのか検討したいと考えています。舞鶴方面から

のアクセスも良く、景観も良いので、今後、地域住民としっかり

と議論することにします。

　広い公園で維持管理は大変だと思いますが、由良は舞鶴方面の

出入り口であり、みかん、オリーブなどの観光面で優れている地

域である。由良地区を魅力の地域にして、人口減少に少しでも歯

止めをかけたい。トイレを残すのは難しいとは思いますが、地域

と連携することも検討されたい。

地域としては、国道沿いに小さくても道の駅ような施設が整備さ

れたら良いと考え、公園利用と一体的に、観光客を迎えられるよ

うにしたい。

　観光面で、由良地区にも広く展開すべく、直売所などを設置し

たり、民間企業を誘致するなど、地域活性に繋がることを住民と

協議したいと考えています。宮津市総合計画においても、各地区

ごとの将来計画を見据え、地域活性化に繋がるよう、しっかりと

意見交換をしたいと考えています。
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宮津市公共施設再編方針書（案）個別説明会での質疑応答一覧

説明対象 開催日 質　問 回　答

由良地区の公衆

トイレを守る会
8/6

　３年前にトイレが閉鎖される際の説明は、もみじ公園の年間経

費を支出するのが難しいというものだった。閉鎖後、国道沿いに

車を止め、由良川周辺を写真撮影している方々を見かける。景観

に優れた地区だと自負している。地域住民で出来ることはやりた

いが、全体的に高齢化が進み限界がある。市の方でも、こうした

実情を踏まえ、一定の方針を出してほしい。

　財政状況が原因で、トイレを閉鎖した経緯は認識しています。

個々の歳出は小さくても、それらを積み上げなければならなかっ

た現状をご理解していただきたい。今後、公園全般の活用方針に

ついては、担当部局と地域住民との間で協議し、たとえば、オ

リーブの販売所などの併設等、民間企業の資金も期待しつつ、収

益が見込める事業展開を協議したいと考えています。

　水洗化に多額の費用がかかるトイレは除却になるが、由良地区

は集落排水計画があったが、それがなくなり、各個人で浄化槽を

設置しなければならなくなった。地域では観光に力を入れてきた

が、市として、由良の観光をどのよう捉えているのか。みかん、

オリーブなどに関する産業がある中、幼稚園も小学校も無くさ

れ、また、トイレまで除却されると、由良のイメージダウンに

なってしまう。

　由良地区のあり方を検討したいと考えています。今回の再編方

針は、施設全般に関する方針を決定するものであり、個別施設の

具体的な方針は、今後、担当部局と地域住民が協議することにな

ります。市の財政状況が厳しいのは確かで、行政サービスの水準

を維持するためにも、施設再編が必要であることをご理解いただ

きたい。

　もみじ公園のトイレは既に閉鎖されているので、利用頻度が少

ないわけではない。除却されたら、地域が活性化されない。

　公園全体の活用として、今後、地域住民と協議したいと考えて

います。

　以前に中央トイレの改修を要望し、市も計画準備をしていたこ

とから、もみじ公園トイレの閉鎖に賛同した。これまでに市に要

望書を出しているので、確認されたい。

　要望書を確認させていただきます。また、別途、由良地区のあ

り方について、協議させていただきます。

　もみじ公園トイレが閉鎖される際、１ヶ月前に看板が設置さ

れ、その後すぐに閉鎖されたが、駐車場がそのまま利用でき、自

動販売機もあり、ゴミだけが散乱している状況である。閉鎖する

なら、駐車場に入れないようバリケードなどを施すべきではない

か。

　もみじ公園全体のあり方を地域住民と協議したいと考えていま

す。また、ゴミ、自動販売機については、対策を検討します。
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説明対象 開催日 質　問 回　答

由良地区の公衆

トイレを守る会
8/6

　由良小学校で使われていた石垣が、地元に詳しい説明もなく、

撤去され、行き先が不明である。由良地区の先人が苦労して作

り、価値あるもの。教育委員会が耐震の問題で危険と判断したの

だろうが、由良地区の他の場所に移転するなど、他に選択肢は

あった。

　石垣は、当時、他市で起こったブロック塀による事故を受け、

石垣そのものが固定した構造になっていないことから、撤去させ

ていただいた。市営夕ヶ丘団地の建替の際、塀として利用させて

いただき、経費削減に繋がりました。こうした経緯を地元住民に

十分に周知できなかったことをお詫びいたします。

　港に児童公園があり、これが廃止されると、土地は湊自治会に

返還されるのか。また、返還された際、固定資産税がかかるの

か。

　港児童公園の底地は自治会からお借りしているので、廃止とな

れば、返還したいと考えています。固定資産税につきましては、

今後、協議させていただきます。

　由良小学校の石垣が住民に周知されずに、市営夕ヶ丘団地の塀

になったとの説明だが、石垣は先人が築いた文化遺産です。当時

は、石を切り出して、運搬するのは、大変な人の労力がかかった

ことでしょう。行政がこのように地元に周知しないで勝手にする

のはいけない。

　石垣の件は、報告を受けております。事前に地域の方々にお知

らせできずに活用したこと、この場を借りて、お詫びいたしま

す。
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