
宮津市定例記者会見 
 
                     令和２年 12月 24 日(木) 午後１時 00 分～ 

                     宮津市役所応接室 

 

 

【内【内【内【内    容】容】容】容】    

１. 令和２年第７回（12月）定例会追加提出議案（12/25 提案） 

  （予算議案１件） 

  ①令和２年度追加補正予算（案）の概要 

 

２. 市議会全員協議会 

 

３. 市有物件のサウンディング（官民対話）調査 

 

４. 宮津天橋立カニバスキャンペーン 

 

５. 今後の行事予定 

 

 

 

 

次回予定 1/25（月） 14：00～ 応接室 

 



宮津市議会 

全 員 協 議 会 

 

令和令和令和令和２２２２年年年年 11112222 月月月月 25252525 日日日日    

    

    

【説明事項】【説明事項】【説明事項】【説明事項】    

１１１１    新新新新宮津市総合計画中間案について宮津市総合計画中間案について宮津市総合計画中間案について宮津市総合計画中間案について    

    

        ２２２２    宮津市自殺対策推進計画中間案について宮津市自殺対策推進計画中間案について宮津市自殺対策推進計画中間案について宮津市自殺対策推進計画中間案について    

    

        ３３３３    宮津市障害者計画・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉宮津市障害者計画・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉宮津市障害者計画・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉宮津市障害者計画・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉    

計画中間案について計画中間案について計画中間案について計画中間案について    

    

        ４４４４    第９次宮津市高齢者第９次宮津市高齢者第９次宮津市高齢者第９次宮津市高齢者保健保健保健保健福祉計画・第８期宮津市介護保険事業福祉計画・第８期宮津市介護保険事業福祉計画・第８期宮津市介護保険事業福祉計画・第８期宮津市介護保険事業    

計画計画計画計画中間案中間案中間案中間案についてについてについてについて    

    

        ５５５５    宮津市都市計画マスタープランの見直し宮津市都市計画マスタープランの見直し宮津市都市計画マスタープランの見直し宮津市都市計画マスタープランの見直し((((中間報告中間報告中間報告中間報告))))についてについてについてについて    

    



 

 

お問い合わせ先 企画財政部 / 財政課 / 資産活用係   TEL：0772-45-1611 

 

令和２年１２月２４日 

～ 宮津市と京都府公民連携プラットフォームとの共催 ～ 

 

 

 官民連携による活用を期待する事業発案段階の３件について、民間事業者との対話を通

じて、市場性の有無や実現可能性の把握、民間事業者の有するアイデアやノウハウの収集等

を行うことを目的にサウンディング（官民対話）調査を実施します。 

 

 宮津市では、公共施設マネジメントの推進において、充分に活用できない施設や用途廃止

後の空き施設（市有の土地・建物）のうち官民連携による活用を期待する施設については、

PPP/PFIによる民間資金・民間手法の導入を目指し、民間事業者へのサウンディングを行う

こととしています。 

 官民連携は、地域の活性化や賑わいづくりにおいて非常に重要であり、本サウンディング

を今後の事業化及び公募につなげていきたいと考えております。 
 

 日 時 

 ・１月 27日（水） 現地見学 10：45～12：30  官民対話 13：30～16：30（WEB参加可） 

 

 場 所 

 ・現地見学 案件ごとに時間をずらして実施（現地集合又は送迎バス利用） 

・官民対話 宮津市防災拠点施設（宮津与謝消防組合宮津分署２階） 
 

 対象案件 

 ・＜案件１＞【クローズ型】日本三景天橋立を望むウォーターフロント活性化事業 

             （みやづ歴史の館、宮津会館、旧ふれあい交流館、旧労働会館、旧図書館及びその敷地） 

・＜案件２＞【オープン型】ヨットハーバーリバイバル事業 

・＜案件３＞【オープン型】安寿の里もみじ公園 Remake Project 

※クローズ型は１事業者ごとに個別に行い、オープン型は複数の事業者で同時に行います。（オー

プン型は傍聴可能） 

 

 その他 

 ・詳細は、別添の募集チラシをご覧ください。 

・京都府公民連携プラットフォームは、府内自治体の公共施設の民間活用や、民間の施設・資金・ノ

ウハウを活用した公共サービスの提供など、ファシリティマネジメントの視点から多様な公民連

携を推進するための『産・学・金・公』の対話の場です。（H29.5.30設立 幹事:京都府･京都銀行） 

 

官民連携を期待する市有物件のサウンディング（官民対話）調査 
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宮津市では、公共施設マネジメントの推進において、充分に活用できない施設や用途廃止後の空き施設（市有の
土地・建物）のうち官民連携による活用を期待する施設については、PPP/PFIによる民間資金・民間手法の導入を
目指し、民間事業者へのサウンディングを行うこととしております。
今回、事業発案段階の３件について、民間事業者との対話を通じて、市場性の有無や実現可能性の把握、民間
事業者の有するアイデアやノウハウの収集等を行うことを目的にサウンディング型市場調査を実施いたします。
官民連携は、地域の活性化や賑わいづくりにおいて非常に重要であり、本サウンディングを今後の事業化及び公募に
つなげていきたいと考えております。

第３回

ＰＰＰ/ＰＦＩ官民対話

２０２０年度 京都府公民連携プラットフォーム

●共催：宮津市
京都府公民連携プラットフォーム
（京都府、京都銀行）

●運営協力：YMFG ZONEプラニング

宮津市・市有物件の有効活用に向けたサウンディング調査
（WEB参加可）

問 合 せ

参 加 形 式

日 時 場 所 2021年1月27日（水）
現地見学 10:45～12:30 

案件ごとに現地集合（案件1 10:45、案件2 11:20、案件3 11:55）
公共交通をご利用の方は、福知山駅10:05出発の送迎バスをご利用ください。

官民対話 13:30～16:30 宮津市防災拠点施設（案件ごとに分散開催）
クローズ型の参加希望者で日程が合わない場合は別日程を調整いたします。

定 員 案件ごとに、先着順で受け付け、申し込みが多数の場合は、会場等を調整いたします。

会場参加またはWEB参加 →詳細は次ページ

参 加 申 込 参加申込み右のQRコードまたは、下記URLからWEB申し込み ※1/20〆切り
https://bit.ly/37nPFb0

現地見学

①

官民対話(サウンディング)

10:45～12:30 各案件ごとに時間帯をずらして行います

＼ 事業者さま、自治体担当者さま対象 ／

【 オープン型 】※傍聴可能

＜案件1＞13:30～16:30

「日本三景天橋立を望む
ウォーターフロント活性化事業」

＜案件2＞13:30～14:50

「ヨットハーバー
リバイバル事業」

※事業概要は次ページに記載

1月27日
(水)

＜案件3＞15:00～16:20

「安寿の里もみじ公園
Remake Project」

【 クローズ型 】

＜案件1＞宮津市企画財政部財政課 長澤、井上 TEL 0772-45-1611
＜案件2＞宮津市企画財政部企画課 中嶋 TEL 0772-45-1664
＜案件3＞宮津市産業経済部農林水産課 橋本 TEL 0772-45-1626

参 加 費 無料

＜案件1＞みやづ歴史の館、宮津会館など

＜案件２＞
田井宮津ヨットハーバー

＜案件３＞
安寿の里もみじ公園からの眺望

参加者へは、申し込み〆切り後に当日のスケジュール等をメールで送ります。



官民対話（サウンディング）の実施イメージ
官民対話（サウンディング）とは、民間事業者との意見交換等を通じ、事業に対して様々なアイデアや意見を把握する調査です。
市場性の有無や実現可能性の把握、行政だけでは気づきにくい課題の把握といった効果が期待できます。

官民対話
ブースイメージ

①参加者は、「相談自治体」、「提案者・助言者（民間事業者等）」「傍聴者（オープン型のみ）」となります。
②相談自治体から事案概要等の説明後に、提案者・助言者から自由にアイデア出し等を行います。

官民対話
進め方

①官民対話は、下記に記載しているテーマにて行います。関心のあるテーマについて、提案者・助言者として積
極的にご参加ください。申込多数のテーマは、会場等を調整する場合もあります。
②官民対話への提案者・助言者としての参加は事前申込が必要となります。
③クローズ型官民対話には複数事業者のグループによる参加も可能です。申込フォームにて、お申し出くだ
さい。 グループでのお申し込みは代表事業者よりお願い致します。

官民対話
申 込

傍
聴
席

傍
聴
席

提
案
者
・
助
言
者
Ａ

提
案
者
・
助
言
者
Ｃ

提案者・助言者B

相談自治体 進行

事案の課題等
について相談

アイデアや
意見出し

オープン型

相談自治体

進行

提案・助言者E

提案・助言者Fグループ

提案・助言者D

複数事業者の
グループでの参加も可能

クローズ型

従来の実施状況

相談自治体

提案・助言者

WEB官民対話

※WEBの参加も可能です

A社

B社

C社

WEB官民対話の実施状況

※募集要項や各テーマの詳細については、宮津市のホームページに掲載しておりますのでご覧ください。
（URL：http://www.city.miyazu.kyoto.jp/www/info/detail.jsp?id=4890）

官民対話
テーマ
（予定）

官民対話 案件概要
予定時間 テーマ 概要

ク
ロ
ー
ズ
型

13:30
～16:30

＜案件１＞
日本三景天橋立を望む
ウォーターフロント活性化事業

日本三景天橋立を望むウォーターフロントの優れた眺望を活かし、
みやづ歴史の館、宮津会館、旧ふれあい交流館、旧労働会館、
旧図書館及びその敷地市有を、民間資金・手法の下で、地域活
性化施設の整備など再開発することを検討する。ただし、一般利
用が可能な音楽ホールを備えた地域活性化施設（ホテル、商業
施設等をイメージするが限定するものではない）であることを条
件する。）

オ
ー
プ
ン
型

13:30
～14:50

＜案件2＞
ヨットハーバー
リバイバル事業

自然豊かな栗田半島に立地する田井宮津ヨットハーバー等（約
15,900㎡）を活用し、従前のハーバー機能を維持しつつ、マリ
ンアクティビティや飲食等の新たなサービスを提供し、周辺臨海エ
リアのにぎわいづくり拠点として活用するため、民間事業者からの
ニーズや事業アイデア等を募り、活用方法を検討する。

15:00
～16:20

＜案件3＞
安寿の里もみじ公園

Remake Project

由良川や河口付近の鉄橋を列車が通る風景など眺望に優れた
地域特性を活かした地域活性化事業について官民連携手法の
導入を検討する。（公園としての用途にはこだわらない民間活用
を幅広く検討）

②
市 ページ
QRコード



 
 

お問い合わせ先 産業経済部 / 商工観光課 / 観光係   TEL：0772-45-1625 

 

令和 ２ 年 12 月 24 日 

～～～～    高速バスから嬉しいおもてなし高速バスから嬉しいおもてなし高速バスから嬉しいおもてなし高速バスから嬉しいおもてなし    ～～～～    

 

    京都・大阪方面から丹海・阪急京都・大阪方面から丹海・阪急京都・大阪方面から丹海・阪急京都・大阪方面から丹海・阪急高速バス高速バス高速バス高速バス((((京都線・大阪線京都線・大阪線京都線・大阪線京都線・大阪線))))で宮津へお越しのお客様はキャで宮津へお越しのお客様はキャで宮津へお越しのお客様はキャで宮津へお越しのお客様はキャ

ンンンンペーン期間中、宮津市内のキャンペーン参加の宿泊施設、飲食店で冬の味覚「ペーン期間中、宮津市内のキャンペーン参加の宿泊施設、飲食店で冬の味覚「ペーン期間中、宮津市内のキャンペーン参加の宿泊施設、飲食店で冬の味覚「ペーン期間中、宮津市内のキャンペーン参加の宿泊施設、飲食店で冬の味覚「カニカニカニカニ」」」」料理料理料理料理

がががが 3,0003,0003,0003,000 円割引になります。円割引になります。円割引になります。円割引になります。    

    
 期 間 

・令和３年１月 12 日(火)～令和３年３月 21 日(日) 

 

 キャンペーン対象 

3,000 円割引サービスは、①と②の両方の条件を満たす方 

① 丹海バス・阪急バス(京都線・大阪線)の利用者で、市内のバス停３ヶ所(宮津駅・ 

キセンバ港館・天橋立駅)で下車する方。 

② 参加飲食店、または宿泊施設が指定した１人 10,000 円以上(税込)カニ料理を食事さ

れた方、またはカニプランで宿泊された方。 

 

 

 対象の飲食店・宿泊施設 

 宮津市内 15 店舗（別紙のチラシ参照） 

  ※参加店舗は 1月 22 日（金）まで募集します。市 HP において、公表し、随時更新

します。 

 

その他 

・予算がなくなり次第、本キャンペーンは終了とします。 

・本キャンペーンはお客様自身がご利用される宿泊施設・飲食店を予約するものです。 

 (本キャンペーンは、バスツアーではありません。) 

・GO TO トラベルとの併用も可能です。 

 

【担当者のコメント】 

  高速バス定期便を活用した観光誘客により、交通手段の選択肢を広げるとともに、「宮 

津のカニ」のＰＲ・定着による次年度以降も見据えた観光客の需要喚起を図るものです。 

宮津宮津宮津宮津天橋立天橋立天橋立天橋立カニバスキャンペーンカニバスキャンペーンカニバスキャンペーンカニバスキャンペーンをををを実施実施実施実施！！！！！！！！    
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高速バスから嬉しいおもてなし

実施期間

京都・大阪方面から高速バスで宮津へお越しのお客様はキャンペーン期間中、
宮津市内のキャンペーン参加の宿泊施設、飲食店で名物カニ料理が3,000円割引!!

キャンペーン対象（①、②の条件を満たす方）

ご利用方法

丹海・阪急高速バス（京都線・大阪線）を下車する際、運
転手から「高速バス乗車証明書」を受け取って下さい。

①丹海・阪急高速バス（京都線・大阪線）の利用者で、市内のバス停3カ所（宮津駅・キセ
ンバ港館・天橋立駅）で下車する方。

②参加飲食店または宿泊施設が指定した1人10,000円以上（税込）カニ料理を食事さ
れた方、またはカニプランで宿泊された方。

予約した宿泊施設や飲食店で「高速バス乗車証明書」を
提示して下さい。

アンケートなど必要事項を必ず記入し、会計時に
「高速バス乗車証明書」をお渡し下さい。

宮
津
天
橋
立

受け取り ご提示 お会計

※高速バス乗車証明書は乗車日より2日間有効です。



丹後海陸交通株式会社
発行/GO TO MIYAZU タスクフォース事務局 (宮津市商工観光課)

TEL/0772-42-0321

本キャンペーンはお客様がご利用される宿泊施設、飲食店にご予約をお願いします。
参加店舗が指定するカニ料理・カニプランに限り、キャンペーン対象になります。注意

【由良方面】 【府中方面】
● 路線バス利用 ● 路線バス利用

● 観光船利用

「宮津駅」バス停下車。路線バス（島陰新宮由良線）に乗車ください。

● 鉄道利用「宮津駅」バス停下車。京都丹後鉄道宮舞線に乗車、「丹後由良駅」で下車ください。

「天橋立駅」バス停下車。伊根方面への路線バス（伊根線・蒲入線・経ヶ岬線）に乗車ください。

「天橋立駅」バス停下車。天橋立観光船（天橋立桟橋～一の宮駅）をご利用ください。

参加店舗一覧

由良、府中方面の店舗をご利用の方へ

予約/必要(前日まで) 飲食

松井物産本店

TEL/0772-27-0028  http://www.kkmatsui.com/

予約/必要(前日まで) 宿泊・飲食

清輝楼

TEL/0772-22-4123  https://www.seikirou.co.jp/

予約/必要(前日まで) 飲食

料亭ふみや

TEL/0772-22-0238  https://ryoutei-fumiya.co.jp/

予約/必要(前日まで) 宿泊

ホテル丹後

TEL/0772-22-4355  https://hotel-tango.com/

予約/必要(前日まで) 宿泊

いけ活かに 竹林

TEL/0772-26-9090  https://www.ikekatsu-kani-chikurin.com/

予約/必要(前日まで) 飲食

ホテル丹後(割烹たんご)

TEL/0772-22-4355  https://hotel-tango.com/

予約/必要(前日まで) 飲食

なみじ

TEL/0772-20-1188  http://www7b.biglobe.ne.jp/̃namiji/

予約/必要(前日まで) 宿泊

旅館 髙島屋

TEL/0772-22-2627  http://www.takasimaya.net/

予約/必要(前日まで) 宿泊

天橋立荘

TEL/0772-20-1126  https://kyoto.iifuro.jp/

予約/必要(前日まで) 宿泊

よさの荘

TEL/0772-22-3555  http://yosanosou.com/

予約/必要(前日10時まで) 宿泊

茶六本館

TEL/0772-22-3347  https://charoku.jp/

予約/必要(前日まで) 宿泊

天橋立ホテル

TEL/0772-22-4111  https://www.amanohashidate-htl.co.jp/

予約/必要(前日まで)

予約/必要(前日まで)

宿泊

旅館 松風

TEL/0772-26-0139  http://www.miyazu-matsukaze.jp/

予約/必要(1週間前まで) 宿泊

amanohashidate幽斎

TEL/0772-46-6878  http://www.you-sai.net/

飲食

酒菜 禅

TEL/0772-22-7778  http://www.tango.or.jp/zen/

お問合わせ

乗り換えのご案内

京都丹後鉄道HP 丹後海陸交通HP

宮津市HP

運賃/片道200円（※平日のみ運行） 運賃/片道400円

運賃/片道300円（※普通列車） 運賃/片道600円（大人）、片道300円（小児）

参加店舗は上記の他にも、宮津市HP
において随時追加し、更新しておりま
すので、ご確認ください。
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 イベント情報 

 

新年賀詞交歓会新年賀詞交歓会新年賀詞交歓会新年賀詞交歓会    

 宮津市と宮津商工会議所との共催で開催 

 と き １月４日(月) 11：00～ 

 ところ 宮津市民体育館 

 問合せ 総務課秘書係(℡45-1604) 宮津商工会議所(℡22-5131) 

 

文殊堂文殊堂文殊堂文殊堂    十日えびす十日えびす十日えびす十日えびす    

 新春祈願として毎年１月 10 日に智恩寺で行われ、商売繁盛、学業成就などを願い、

例年約２万５千人が参拝 

 と き １月 10 日(日) 祈祷 7：00～18：00 

 ところ 智恩寺（文珠） 

 問合せ 智恩寺(℡22-2553) 

 

宮津市消防出初式宮津市消防出初式宮津市消防出初式宮津市消防出初式    

 消防団員の表彰、一斉放水、パレードを行います。 

 と き １月 10 日(日) 9：00～ 

 ところ みやづ歴史の館文化ホール、島崎公園周辺 

 問合せ 消防防災課消防防災係(℡45-1605) 

 

宮津市成人式典宮津市成人式典宮津市成人式典宮津市成人式典    

 と き １月 10 日(日) 14：00～ 

 ところ 宮津市民体育館 

 問合せ 社会教育課社会教育係(℡45-1642) 

 

 

 

 

 

 

今後の今後の今後の今後の行事予定について行事予定について行事予定について行事予定について    

Press Release  
宮津市 



 
 
 その他情報 

 

 

仕事納め市長あいさつ仕事納め市長あいさつ仕事納め市長あいさつ仕事納め市長あいさつ    ※管理職（課長級以上）のみ出席※管理職（課長級以上）のみ出席※管理職（課長級以上）のみ出席※管理職（課長級以上）のみ出席    

 と き 12 月 28 日(月) 16：00～ 

 ところ 市役所第５会議室 

 問合せ 総務課秘書係(℡45-1604) 

 

仕事始め市長あいさつ仕事始め市長あいさつ仕事始め市長あいさつ仕事始め市長あいさつ    ※管理職（課長級以上）のみ出席※管理職（課長級以上）のみ出席※管理職（課長級以上）のみ出席※管理職（課長級以上）のみ出席    

 と き １月４日(月) 9：00～ 

 ところ 市役所第５会議室 

 問合せ 総務課秘書係(℡45-1604) 

 

蛇綱（じゃづな）蛇綱（じゃづな）蛇綱（じゃづな）蛇綱（じゃづな）    ※新型コロナウイルス感染症拡大により、変更する場合があります。※新型コロナウイルス感染症拡大により、変更する場合があります。※新型コロナウイルス感染症拡大により、変更する場合があります。※新型コロナウイルス感染症拡大により、変更する場合があります。    

 （祭礼）地域の古老たちが、わらで蛇（長さ約６メートル、直径 20 センチ、重さ約 50

キロ）をつくり、１年の無病息災を祈って家々をまわります。この蛇にかんでもらう

と、１年間を無病息災で過ごせると言い伝えられており、江戸時代に流行した疫病を

慎めるため、わら製の蛇を飾ったのが始まり。 

 と き １月 19 日(火) 10：00～ 

 ところ 今福公民館 

 内 容 （以下内容は、例年の内容です。今回は感染症対策のため、各家庭への巡回

は中止予定です。） 

蛇綱を５人ほどで肩にかつぎ、先頭がホラ貝を吹きながら集落の家々をま

わります。最後は、午前 11 時頃に荒木神社境内の樹上に奉納します。 

 問合せ 今福福寿会副会長 杉田喜美代さん(℡22-2960) 

 

 


