
宮津市定例記者会見 
 
                     令和３年２月 18 日（木) 午後２時 00 分～ 

                     宮津市役所応接室 

 

【内【内【内【内    容】容】容】容】    

１. 令和３年第１回（３月）定例会 

  （予算議案 20件 単行議案 23 件 専決処分の承認２件） 

 

 

 

 

 

 

 

  ①令和３年度当初予算（案）・ 

令和２年度３月補正予算（案）の概要 

    ②令和３年３月定例市議会 単行議案の概要 

 

２. 市議会全員協議会 

 

３. 第７次宮津市総合計画中間案パブリックコメント 

 

４. 副業プロ人材活用ワークショップ 

 

５. 宮津会館の休止 

 

６. 旧高齢者ふれあい交流施設跡地活用 

 

７. 今後の行事予定 

 

次回予定 3/24（水） 14：00～ 応接室 

３月定例市議会 会期：２月 24 日(水)～３月 29日(月) 

 ２月 24日：提案理由説明等  

 ３月３日～４日：一般質問 

   ５日：議案質疑 

   ８日～12 日：常任委員会、予算決算委員会分科会 

   15 日：予算決算委員会 

   18 日：補正予算等採決 

   23 日：予算決算委員会 

   29 日：当初予算等採決 



宮津市議会 

全 員 協 議 会 

 

令和３年２月 24日 

 

 

【説明事項】 

１ 市へ提出される申請書等の押印見直し（原則廃止）について 

 

  ２ 第７次宮津市総合計画中間案及びみやづビジョン 2011 中間 

 

検証について 

 

３ 宮津市教育大綱・教育振興基本計画中間案について 



 
 

お問い合わせ先 企画財政部 / 企画課 / 企画政策係   TEL：0772-45-1664 

 

令和３年２月 18 日 

～～～～第７次総合計画第７次総合計画第７次総合計画第７次総合計画の策定に向けての策定に向けての策定に向けての策定に向けて    ～～～～    

 

 

 本市では、本市では、本市では、本市では、令和２年度に令和２年度に令和２年度に令和２年度に計画期間が終了する計画期間が終了する計画期間が終了する計画期間が終了する「みやづビジョン「みやづビジョン「みやづビジョン「みやづビジョン 2011201120112011」」」」に代わる新たな総に代わる新たな総に代わる新たな総に代わる新たな総

合計画として「第７次宮津市総合計画」の合計画として「第７次宮津市総合計画」の合計画として「第７次宮津市総合計画」の合計画として「第７次宮津市総合計画」の策定を進めています策定を進めています策定を進めています策定を進めています。。。。    

今回、今回、今回、今回、総合計画総合計画総合計画総合計画中間案中間案中間案中間案をとりまとめましたので、中間案をとりまとめましたので、中間案をとりまとめましたので、中間案をとりまとめましたので、中間案へのへのへのへのご意見、ご提案を募集しますご意見、ご提案を募集しますご意見、ご提案を募集しますご意見、ご提案を募集します。。。。    

 
 日 時 

・令和３年２月 24 日（水） ～ ３月 16 日（火）※郵送は、期間内に必着 

 

 内 容 

・意見の募集方法 ※様式は任意 

「第７次宮津市総合計画中間案に対する意見」と書き、住所、氏名(ふりがな)または

団体名・団体の所在地・代表者氏名(ふりがな)、電話番号・電子メール等の連絡先を明

記の上、持参、郵送、FAX(25-1691)、電子メール(k-tyousei@city.miyazu.kyoto.jp)の

いずれかの方法により提出 

※口頭、電話での意見は受け付けません。住所、氏名等の個人情報は公表しません。 

 

その他 

・中間案：市HP(http://www.city.miyazu.kyoto.jp/www/info/detail.jsp?id=4927)、 

企画政策係及び各地区連絡所にて公開 

 

【担当者のコメント】 

 宮津市総合計画策定委員会(５回開催)や市民懇談会、タウンミーティング、関係団体等の

意見交換等を基に、第７次宮津市総合計画中間案をとりまとめました。  

今回実施するパブリックコメント及び第６回策定委員会(３月下旬)を経て、３月下旬に第

７次宮津市総合計画最終案を作成する予定としています。 

第第第第７次７次７次７次宮津市総合計画中間案宮津市総合計画中間案宮津市総合計画中間案宮津市総合計画中間案に係るパブリックコメントをに係るパブリックコメントをに係るパブリックコメントをに係るパブリックコメントを    

実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

Press Release  
宮津市 



 
 

お問い合わせ先 企画財政部 / 企画課 / 定住・空家対策係   TEL：0772-45-1607 

 

Press Release  宮津市 

令和３年２月 18 日 

～～～～    副業副業副業副業プロプロプロプロ人材人材人材人材のののの導入導入導入導入によるによるによるによる自社課題の整理や自社課題の整理や自社課題の整理や自社課題の整理や求人票求人票求人票求人票のののの作成作成作成作成などなどなどなど    ～～～～    

 

 

    ＭＩＹＡＺＵ未来デザインセンター（代表ＭＩＹＡＺＵ未来デザインセンター（代表ＭＩＹＡＺＵ未来デザインセンター（代表ＭＩＹＡＺＵ未来デザインセンター（代表    宮津商工会議所宮津商工会議所宮津商工会議所宮津商工会議所    今井一雄会頭）で今井一雄会頭）で今井一雄会頭）で今井一雄会頭）ではははは、、、、副業副業副業副業

プロ人材プロ人材プロ人材プロ人材のののの活用活用活用活用を進めることとしており、を進めることとしており、を進めることとしており、を進めることとしており、副業副業副業副業プロプロプロプロ人材の導入を人材の導入を人材の導入を人材の導入を検討する検討する検討する検討する市内の企業経営市内の企業経営市内の企業経営市内の企業経営

者を対象者を対象者を対象者を対象としたワークショップをとしたワークショップをとしたワークショップをとしたワークショップを開催します開催します開催します開催します。。。。    

 

 ＭＩＹＡＺＵ未来デザインセンターでは、事業所の経営力の向上や、地域が抱える課題の解決な

どを図るため、都市部等企業の会社員等をターゲットに、市内事業所や地域等が求めるプロフェッ

ショナル人材を募集し、副業・兼業人材としてマッチングするサポートの取組を行っています。 

 今回は、副業プロ人材の導入を検討している市内企業経営者を対象に、自社課題の整理や求人票

の作成などのアドバイスを行います。 
 
 開催日時 

・令和３年３月２日（火） 午後１時 30分～午後５時（予定） 
 
 開催場所 

・宮津市福祉・教育総合プラザ 第１コミュニティルーム 
（オンラインによる参加も可能） 

 
 内容 

・副業プロ人材の導入する企業の課題整理や求める人材の明確化、求人票の作成など 
 

 申込・問合せ 

・ＭＩＹＡＺＵ未来デザインセンターへＦＡＸ又はホームページから申し込んでください。 
  事務局  京都北都信用金庫 地域創生事業部内 
       TEL 0772-25-3064  FAX 0772-25-1282 
       URL  https://www.miyazu-mirai.com/ 
・申込締切  令和３年２月 25 日（木） 
 
 
その他 

・公益財団法人京都産業 21（京都府プロフェッショナル人材戦略拠点）のご協力をいただいて
います。 

・R3.2.5 に副業プロ人材の活用方法や事例などを紹介する「副業プロ人材活用フォーラム」を
開催。 

・R3.2.13 に市が募集する副業人材の募集をプロモーションする「ＭＩＹＡＺＵ未来プロデュー
ス会議」を開催。 

 

【担当者のコメント】 
 ・企業の人材募集は、本デザインセンターのホームページにて行うほか、㈱みらいワークスと連携

し、同社求人サイト登録者へ応募の呼び掛けをいただくこととしています。 

副業プロ人材活用ワークショップを開催    



お問合せ／京都北都信用金庫　地域創生事業部　☎０７７２－２５－３０６４

主催：

自社の経営課題への取組みに副業プロ人材の活用を検討している宮津市の企業経営者様

↑会場地図

①オンライン（メールアドレスに参加用URL をお送りいたします）
②会場：宮津市福祉・教育総合プラザ 「宮津阪急ビル（ミップル）3階」
　　　　住所 : 京都府宮津市字浜町 3012 番地

裏面の枠内にご記入のうえ、２月２５日（木）までにＦＡＸにてお申し込みください。

本ワークショップでは、活用したい副業プロ人材を募集するための求人票作成をお手伝いいたします。

開催日時

対象

参加方法

内容

お申込み

2021 年 予定３月２日（火） 13:30 ～ 17:00

副業プロ人材活用ワークショップ副業プロ人材活用ワークショップ

1. 自社の課題整理（副業プロ人材の活用テーマの決定）
2. 求める副業プロ人材像の明確化（必要な経験・スキル等の検討）
3. 副業プロ人材求人票作成
上記の内容をワークショップ形式で、アドバイザーが求人票の完成までご支援いたします。

ニューノーマルに挑む
課題と向き合い、構造改革を加速する。
ニューノーマルに挑む
課題と向き合い、構造改革を加速する。
副業プロ人材活用事業　エントリー企業の求人票作成副業プロ人材活用事業　エントリー企業の求人票作成

ＭＩＹＡＺＵ未来デザインセンター（宮津市、宮津商工会議所、京都北都信用金庫）
協力：公益財団法人京都産業 21（京都府プロフェッショナル人材戦略拠点）

参加
無料



フリガナ

会社名

代表者名

所在地

参加方法

〒

業種

□①オンライン参加　　□②会場参加

ご担当者名
（部署名） （氏名）

電話番号
ご担当者

事務局記入欄 備考欄：申込受付日：

メールアドレス

申込締切 ： ２月２５日（木）

下記内容にご記入の上、FAXにてご送信ください

※上記情報をすべてご記入ください。　※お預りした会社の情報は本事業に係る一連の業務の範囲でのみ利用させていただきます。

※オンラインで参加される方には、後日ご記入いただいたメールアドレス宛にＺＯＯＭ用ＵＲＬをお送りいたします。

※当日の参加方法をチェックしてください。

０７７２-２５-１２８２FAX

副業プロ人材活用ワークショップ 申込用紙

「ＭＩＹＡＺＵ未来デザインセンター」は、本市事業所の経営力向上や地域課題解決の促進に資するプロジェクトを推進する
ために、宮津市、宮津商工会議所、京都北都信用金庫の連携・協力により設立されました。第 1 弾として、コロナ禍で多様な課
題に直面し構造改革の加速化を迫られている市内事業所が、都市部の副業プロ人材を活用し自社の経営課題への取組みを促
進するマッチング事業を実施します。

副業プロ人材を活用し、with コロナ時代の中小企業の「新商品・サービ
ス開発」「販路開拓・マーケティング」「EC 強化」「デジタル化による業
務効率化」「組織改革・人材育成」など多様な経営課題をスポット解決！



 
 

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３年２月 18 日 

～～～～    文化芸術活動の活性化には、引き続き取り組んでいきます文化芸術活動の活性化には、引き続き取り組んでいきます文化芸術活動の活性化には、引き続き取り組んでいきます文化芸術活動の活性化には、引き続き取り組んでいきます    ～～～～    

 

 

    宮津会館は、市民の文化の向上と振興宮津会館は、市民の文化の向上と振興宮津会館は、市民の文化の向上と振興宮津会館は、市民の文化の向上と振興に寄与する施設として、昭和に寄与する施設として、昭和に寄与する施設として、昭和に寄与する施設として、昭和 43434343 年に開館し、年に開館し、年に開館し、年に開館し、55553333 年年年年

の長きに渡り、市民文化祭をはじめ、コンサートなど文化・芸術に触れる場の長きに渡り、市民文化祭をはじめ、コンサートなど文化・芸術に触れる場の長きに渡り、市民文化祭をはじめ、コンサートなど文化・芸術に触れる場の長きに渡り、市民文化祭をはじめ、コンサートなど文化・芸術に触れる場として、多くのとして、多くのとして、多くのとして、多くの

文化団体や市民の皆様にご利用いただだいてきました文化団体や市民の皆様にご利用いただだいてきました文化団体や市民の皆様にご利用いただだいてきました文化団体や市民の皆様にご利用いただだいてきましたが、耐震安全性が不足し吊天井落下が、耐震安全性が不足し吊天井落下が、耐震安全性が不足し吊天井落下が、耐震安全性が不足し吊天井落下

の危険性もあることから、の危険性もあることから、の危険性もあることから、の危険性もあることから、施設利用者の安全性を施設利用者の安全性を施設利用者の安全性を施設利用者の安全性を

確保できないとの判断の下、令和２年度確保できないとの判断の下、令和２年度確保できないとの判断の下、令和２年度確保できないとの判断の下、令和２年度末をもっ末をもっ末をもっ末をもっ

てててて休止します。休止します。休止します。休止します。    

    市としては、引き続き文化芸術活動の活性化市としては、引き続き文化芸術活動の活性化市としては、引き続き文化芸術活動の活性化市としては、引き続き文化芸術活動の活性化をををを

図るとともに、民間資本導入による島崎エリア等図るとともに、民間資本導入による島崎エリア等図るとともに、民間資本導入による島崎エリア等図るとともに、民間資本導入による島崎エリア等

の再開発に向けたサウンディング調査の中で宮の再開発に向けたサウンディング調査の中で宮の再開発に向けたサウンディング調査の中で宮の再開発に向けたサウンディング調査の中で宮

津会館の機能代替津会館の機能代替津会館の機能代替津会館の機能代替をををを検討検討検討検討しますしますしますします。。。。    

 

 経過・背景 

・昭和 43年１月 開館 鉄筋コンクリート（一部鉄骨造）３階建 延床面積 2,533.9 ㎡ 

            大ホール 客席数：800 席 

・平成 25年度 耐震診断結果 

→Is 値（構造耐震指標）の最小値が 0.23 で耐震安全性（0.6 以上）を満たしておらず、大ホール

の吊天井落下の危険があることが判明した。 

・令和２年９月 宮津市公共施設再編方針書の策定 

 →南海トラフ地震の発生確率が高まる中、東日本大震災において大規模な吊天井落下事故が発生

し甚大な被害が起きていることから、施設利用者の安全性を確保できないとの判断の下、令和２

年度末をもって宮津会館を休止する方針を定めた。 

※市 HP：http://www.city.miyazu.kyoto.jp/www/info/detail.jsp?id=4775 

・サウンディング調査の実施（1/27、2/2）：計８社が参加し、引き続き数社と継続して相談している。 

 

 令和３年度当初予算（宮津会館休止に関連する予算） 

・島崎ウォーターフロントエリア等の再開発に向けて（事業等説明資料 №25） 

・文化芸術活動活性化事業（事業等説明資料 №197） 

 

最終の行事予定 

3/21 宮津アマチュア歌謡祭 （主催：宮津アマチュア歌謡祭実行委員会） 

3/23 DRUM TAO Saikyo 祭響 THE BEST LIVE （主催：公益財団法人宮津市民実践活動センター） 

宮津会館宮津会館宮津会館宮津会館をををを令和２令和２令和２令和２年度末をもって休止します年度末をもって休止します年度末をもって休止します年度末をもって休止します    

Press Release  
宮津市 

 



 
 

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３年２月 18 日 

    旧旧旧旧高齢者ふれあい交流施設高齢者ふれあい交流施設高齢者ふれあい交流施設高齢者ふれあい交流施設跡地の有効活用事業者の跡地の有効活用事業者の跡地の有効活用事業者の跡地の有効活用事業者の選定に係る募集要項に基づき、選定に係る募集要項に基づき、選定に係る募集要項に基づき、選定に係る募集要項に基づき、2222 月月月月 15151515

日に有効活用事業者選定委員会で日に有効活用事業者選定委員会で日に有効活用事業者選定委員会で日に有効活用事業者選定委員会で審査を審査を審査を審査を行い行い行い行い、、、、パンのテイクアウト・カフェやお土産・鮮魚パンのテイクアウト・カフェやお土産・鮮魚パンのテイクアウト・カフェやお土産・鮮魚パンのテイクアウト・カフェやお土産・鮮魚

販売など販売など販売など販売など多用途で多用途で多用途で多用途でのののの活用活用活用活用計画計画計画計画をををを提案した提案した提案した提案したサラヤサラヤサラヤサラヤ株式会社株式会社株式会社株式会社を有効活用事業者に選定し、当該を有効活用事業者に選定し、当該を有効活用事業者に選定し、当該を有効活用事業者に選定し、当該

土地建物を売却土地建物を売却土地建物を売却土地建物を売却することに決定しました。することに決定しました。することに決定しました。することに決定しました。    

 有効活用事業者の名称及び主な提案内容 

(1) 有効活用事業者  サラヤ株式会社 代表取締役社長 更家 悠介 

(2) 主な提案内容 

・クラムチャウダーや、関連会社の丹後フーズ株式会社のソーセージ・ベ

ーコンをふんだんに使うなど、特徴のある焼きたてパンや美味しいコー

ヒーなど、地域の方々が気軽に寄ることのできる軽食の販売を行う。 

・宮津のお土産のほか、地元農産物、水産物などの販売を行う。特に観光客が期待する鮮魚販

売のみならず現在のライフスタイルに合わせ、自社のもつ急速冷凍技術により下処理する

ことで鮮度を保持、宮津の農水産物の価値やブランド力の向上に貢献する。 

・EC（通販）事業を併設し、全国に宮津の名産のアピールと観光意欲の喚起を行う。 

・季節感を感じられる中庭を充実し、宮津の自然環境を模したくつろぎのカフェを運営する。 

・将来的には、朝食・昼食需要の獲得のため、レストランの開業も視野に入れている。 

(3) 買受希望価格  30,000,000 円（予定価格 29,900,000 円） 

 

選定委員会の審査結果 

(1) 審査結果 

 申込のあった３者のうち、各選定委員が採点した合計得点の平均と価格評価の得点との合

計において、最高得点 82.0 点を獲得した、サラヤ株式会社を有効活用事業者に選定した。 

(2) 選定委員 別紙のとおり 

(3) 主な講評 

・国内外（海外 34 拠点、国内 50 拠点）で事業展開される安定性と関連会社の丹後フーズ株

式会社（宮津市字上司）の本市での実績に期待する。 

・通販では、企業スケールを活かした地域商社として、全国への宮津ブランドのアピール・名

産品の販売に期待する。 

・飲食など地元消費による地域の賑わいづくりを期待するが、事業化に向けては地元住民が

集う魅力ある事業展開の更なる検討を願う。また、将来的なレストラン開業の検討には、大

いに期待する。 

 
 今後の予定 

サラヤ株式会社と令和３年２月末を目処に土地売買及び建物譲与の仮契約を行い、建物譲与

に係る３月議会での議決をもって本契約とし、その後に物件の引渡しを予定している。 

旧旧旧旧高齢者高齢者高齢者高齢者ふれあい交流施設ふれあい交流施設ふれあい交流施設ふれあい交流施設跡地跡地跡地跡地活用活用活用活用をををを    

パンパンパンパンののののテイクテイクテイクテイクアウトアウトアウトアウト・・・・カフェカフェカフェカフェややややお土産お土産お土産お土産・・・・鮮魚販売鮮魚販売鮮魚販売鮮魚販売などなどなどなどのののの提案提案提案提案にににに決定決定決定決定    
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（別紙） 

◆ 宮津市市有地有効活用事業者選定委員会 委員名簿 

 （案件：旧高齢者ふれあい交流施設跡地の有効活用事業者の選定） 

（敬称略） 

区 分 氏 名 所属団体等 

学識経験者 

尾上 亮介 
舞鶴工業高等専門学校 

建設システム工学科 教授 

谷口 知弘 
福知山公立大学 

地域経営学部地域経営学科 教授 

民間有識者 

小倉 信彦 
天橋立観光協会（海の京都 DMO 

天橋立地域本部）会長 

谷口 政史 宮津商工会議所 副会頭 

行政職員 今井 真二 宮津市副市長 

 



 
 

令和３年２月 18 日 

～～～～    ２２２２月月月月下旬下旬下旬下旬かかかからららら３３３３月月月月下旬下旬下旬下旬    ～～～～    

 

 
 イベント情報 

 

親子クッキング親子クッキング親子クッキング親子クッキング    お魚料理教室（オンライン）お魚料理教室（オンライン）お魚料理教室（オンライン）お魚料理教室（オンライン）    

と き 2 月 23 日(火・祝)  10：00～12：30 

 ところ YouTube によるライブ配信 

 内 容 講師：水産庁長官任命「お魚かたりべ」早武忠利氏ほか 

・お魚はどうやって獲るの？ ・さばき方、三枚おろしに挑戦 

・親子で楽しめる魚の骨クイズ ほか 

 問合せ 社会福祉課子育て支援係(℡45-1621) 

 

冬の宮津満腹祭冬の宮津満腹祭冬の宮津満腹祭冬の宮津満腹祭    

と き 3 月 14 日(日)  10：00～15：00 

 ところ 宮津天橋立漁師町ととまーと 

 内 容 日本三景-宮島・松島・天橋立-のカキ食べ比べ。地元のグルメコーナー 

 問合せ 商工観光課観光係(℡45-1625) 

 

 

 その他情報 

 

公立幼稚園・小中学校の卒業公立幼稚園・小中学校の卒業公立幼稚園・小中学校の卒業公立幼稚園・小中学校の卒業((((園園園園))))式・修了式式・修了式式・修了式式・修了式    

○幼稚園 卒園式３月 24 日（水） 修了式３月 24 日（水） 

○小学校 卒業式３月 23 日（火） 修了式３月 24 日（水） 

○中学校 卒業式３月 15 日（月） 修了式３月 24 日（水） 

問合せ 学校教育課 学校教育係（℡45-1641） 

 

公立幼稚園・小中学校の入学公立幼稚園・小中学校の入学公立幼稚園・小中学校の入学公立幼稚園・小中学校の入学((((園園園園))))式・始業式式・始業式式・始業式式・始業式    

○幼稚園 入園式４月９日（金） 始業式４月７日（水） 

○小学校 入学式４月７日（水） 始業式４月６日（火） 

○中学校 入学式４月８日（木） 始業式４月７日（水） 

問合せ 学校教育課 学校教育係（℡45-1641） 

 

 

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    
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