
宮津市定例記者会見 
 
                     令和３年 11月 24日（水) 午後２時 00分～ 

                     宮津市役所応接室 

 

【内 容】 

１. 令和３年第５回（12月）定例会 

  （単行議案８件 予算議案５件） 

 

 

 

 

 

 

①令和３年 12月定例市議会 単行議案の概要 

    ②令和３年度補正予算（案） 

 

２. 市議会全員協議会 

 

３. 職員の兼業等による地域社会貢献活動を推奨 

 

４. 宮津市空家空地対策協議会の開催 

 

５. 田井臨海エリアにぎわいづくり実行委員会の開催 

 

６．迎春天橋立一斉清掃  

 

７．今後の行事予定 

 

次回予定 12/27（月） 14：00～ 応接室 

 

12月定例市議会 会期：11月 29日(月)～12月 22日(水) 

 11月 29日：提案理由説明等  

 12月 ６日：一般質問 

     ７日：一般質問・議案質疑 

    ８日：所管別常任委員会、予算決算委員会 

    22日：採決 



宮津市議会 

全 員 協 議 会 

 

令和３年 11月 29日 

 

 

【説明事項】 

１ 公の施設に係る令和４年度からの指定管理者の選定に向けて 

２ 市有地売却による民間活用計画の進捗状況について 



 
 

お問い合わせ先 総務部 / 総務課 / 職員係   TEL：0772-45-1603 

 

令和３年 11月 24日 

地方公務員法第 38 条の制限許可基準等手続を明確化し活用促進 
 

 

 宮津市では、職員の育成を図る観点から、地方公務員法第 38 条の規定による営利企業へ

の従事等の制限(兼業等)の許可制度を、より活用しやすくするための基準等の明確化を行い、

職員に対して、より積極的な兼業等の許可制度の活用と、兼業等による地域社会貢献活動の

推奨を行うこととしました。 

 
 推奨による人材育成のねらい 

 ・職員には、多様な視点や考え方、働き方を見聞き知ることで、前例主義や型にはまっ

た思考から脱却し、自らの力を高めていくことが求められる。 

・共創のまちづくりを進めていく上でも、職員が現地に入り地域社会の理解を深めるこ

とは大切な要素であり、その観点からも、職員が市民の立場で、地域社会への貢献と、

地域活動への参加による地域課題の課題解決への取組を行う中で、住民との信頼関係

の構築や学びを得るとともに、これが自身のスキルアップや、まちの活性化の一助に

つながることも期待するもの。 

 

 対象とする職員 

 ・一般職の職員(会計年度任用職員を除く。) 

 

 内 容 

 ・今回推奨することとし明確化した活動）→報酬等を得て行う公益性の高い継続的な地

域貢献活動／市内外を問わず地域の発展・活性化に寄与する活動 

・許可条件）→勤務時間外、週休日及び休日の活動／許容できる範囲の報酬／営利を主

目的とした活動でないこと。など 

・申請手続における確認事項や許可取消基準の明確化、実績報告手続の追加 

 

 その他 

 ・直近の許可事例 

一般社団法人の理事に２人(地域の魅力発信、活気ある地域づくり貢献) 

 

【担当者のコメント】 

  職員には、チャレンジ意識をもって積極的に、外のフィールドに飛び出して行ってもら

い、職場では得難い多くの体験と交流、学びを得る機会として、活用してもらいたい。 

職員の兼業等による地域社会貢献活動を推奨 

Press Release  
宮津市 



 
 

お問い合わせ先 企画財政部 / 企画課 / 定住・地域振興係   TEL：0772-45-1607 

 

令和３年 11月 24日 

～ 第２期宮津市空家空地対策計画の策定に向けた意見交換 ～ 

 

 

 令和３年度の宮津市空家空地対策協議会を下記のとおり開催し、『第２期宮津市空家空地

対策計画』の策定に向けて協議を行います。 

 

・平成 30 年度住宅・土地統計調査では、宮津市内の住宅総数 9,850 戸に対する空家総数が

2,700戸と約 27.4％が空家となっており、京都府内で最も高い空家率となっています。 

・今後、さらに人口減少が進み、空家空地が増加していけば、空家空地に直接起因する問題

にとどまらず、地域活動の衰退や市全体の活力低下等の問題がより深刻化することが想定

される中で、「地域とともにいかに空家空地を活かしていくか」などがポイントであると

考えております。 

・宮津市では、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「宮津市空家空地対策の推進

に関する条例」を制定し空家対策に取り組んできました。 

・平成 28 年度には宮津市空家空地対策計画を策定し総合的な空家空地対策を推進してきた

ところですが、今年度で計画の最終年度を迎えるため、『第 2期宮津市空家空地対策計画』

の策定に向けて、下記のとおり宮津市空家空地対策協議会を開催し、現計画の取組状況を

確認するとともに、利活用をはじめとする今後の空家空地対策について協議します。 

 
 日 時 

 ・令和３年 11月 26日（金） 午後 3時から午後 4時 30分まで 

 

 場 所 

 ・宮津市福祉・教育総合プラザ 応接会議室 

 

 内 容 

 ・宮津市空家空地対策計画（第１期）の取組状況について 

・『第２期宮津市空家空地対策計画』の策定に向けて 

 

 空家空地対策協議会の構成団体（順不同） 

 ・弁護士、司法書士、宅地建物取引業者、土地家屋調査士、建築士、学識経験者、宮津

市自治連合協議会、民生児童委員、商工会議所、宮津市 

 

令和３年度宮津市空家空地対策協議会（第１回）を開催します 
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お問い合わせ先 企画財政部 / 企画課 /文化・スポーツ総括課長 TEL：0772-45-1664 

 

Press Release 

 

宮津市 

令和 ３ 年 11 月 24 日 

～ 第 1回「田井臨海エリアにぎわいづくり実行委員会」を開催します ～ 

 

本市では、「宮津の宝を育むチャンレンジプロジェクト」として海を活かしたまちづくり

を推進することとしており、この度、官民連携のプラットフォームを立ち上げ、田井宮津ヨ

ットハーバー新運営者による今後の事業展開を共有した上で、「住民や観光客、家族や若者、

誰もが気軽に訪れ、海に親しむ、にぎわい創出エリア」の共創に向けてスタートします。 

 
 日 時  

 ・令和３年 11月 30日（火） 10：00 ～ 

 

 場 所 

 ・宮津市福祉・教育総合プラザ４階 第４コミュニティルーム 

 ※駐車場は、浜町立体駐車場をご利用ください。(５時間以内無料) 

 

 内 容 

 ・市長あいさつ（海を活かしたにぎわいづくりに向けて） 

・委員会の立ち上げ（規約の確認、座長の選任） 

・田井宮津ヨットハーバーでの今後の事業展開について(新運営者から「新たな施設 

での事業展開イメージ」、「次世代スポーツ育成への応援について」など) 

・田井臨海エリアのにぎわいづくりに向けた意見交換   など 

 

 その他 

 ・今回を皮切りに、今後は定期的に開催。 

 

 

【参加団体（予定）】 

 京都府立青少年海洋センター、宮津市ヨット協会、Hotel＆Resorts京都宮津、㈱にしがき

(田井宮津ヨットハーバー新運営者)、サラヤ㈱(旧田井自然活用センター跡地活用事業者)、

丹後海陸交通㈱、天橋立観光協会、田井自治会、関西電力㈱宮津エネルギー研究所、京都

府立宮津天橋高等学校、京都府立海洋高等学校、京都府水産事務所、京都府港湾局、京都

府丹後広域振興局、大阪市立大学特任教員松本英之氏、宮津市 

【昨年実施「田井臨海エリアにぎわいづくり WG」の模様】 

海を活かしたにぎわいづくりに向けたスタートアップ 



 
 

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 3年 11月 24日 

～ 新年を迎えるにあたり、「天橋立」をきれいにしよう！ ～ 

 

 

 美しい「天橋立」を後世に残す取組 

日本三景「天橋立」は、清掃活動をとおして、その美しい自然や文化を守り育ててい 

ます。新年を迎えるに当たり今年も「迎春天橋立一斉清掃」を実施し、市民、行政協 

同清掃を行い、環境保全を推進していきます。 

  ※新型コロナウイルス感染症の影響や荒天の場合、中止になる場合があります。 

 
 日 時 

 ・令和３年１２月１２日（日）８：３０～１０：３０ 

 

 場 所 

 ・天橋立一帯（松並木、砂浜等） 

 

 内 容 

 ・天橋立内のゴミ、落ち松葉の除去をお願いします。 

・ゴミ袋は主催者で準備します。 

・軍手、熊手等をご持参下さい。 

 

 その他 

 ・駐車場（宮津市営天橋立駐車場、元伊勢籠神社駐車場）に駐車して下さい。 

・上宮津、伊根、加悦各方面へお帰りの方は、天橋立駅前または傘松ケーブル下からご

乗車できる「無料駐車券」を清掃終了後、受付でお渡しします。（当日のみ有効） 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めています。 

・マスク着用、手指の消毒にご協力ください。 

・発熱等の症状がある方は、ご参加をお控えください。 

 ・受付にて、お名前、連絡先のご記入をお願いいたします。  

【担当者のコメント】 

・第 14回は新型コロナウイルス感染症の影響で中止だったため 2年ぶりの開催となります。

地域住民、行政協働で環境保全を推進し、天橋立の世界遺産登録を目指しましょう。 

第 15 回迎春天橋立一斉清掃 

Press Release  
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令和３年 11月 24日 

～ 11 月下旬から 1 月上旬 ～ 

 

 
 イベント情報 

  

 

在宅医療・介護連携シンポジウム 

 と き 11月 27日(土) 14：00～16：00 

 ところ みやづ歴史の館 文化ホール 

 内 容 基調講演 「意思決定支援～コロナ禍における医療現場の現状～」 

講師：京都府立医科大学附属北部医療センター 石野秀岳医師 

 問合せ 健康・介護課介護予防係（℡45-1620） 

 

 

第 13 回迎春 天橋立一斉清掃 

 と き 12月 12日(日) 8：30～11：00 

 ところ 天橋立公園一帯 

 問合せ 天橋立を守る会事務局(℡22-8030) 

 

 

昔ながらのもちつき大会 

杵と臼を使った昔ながらのもちつき。 

 と き 12月 26日(日) 9：30～ 

 ところ 養老地区公民館「せんごく」 

 問合せ 養老地域会議 

 

 

 その他情報 

  

新消防車両の引渡式 

 小型動力ポンプ付軽四積載車を宮津市消防団 吉津分団へ配備 

と き 11月 27日(土) 13：00～13：15 

 ところ 吉津地区公民館 駐車場 

 問合せ 消防防災課消防防災係(℡45-1605) 

今後の行事予定について 
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原子力防災訓練 

 宮津市、由良自治連合会、京都府等との連携訓練（情報伝達訓練、通過証・安定ヨウ

素剤受渡訓練） 

と き 11月 28日(日) 10：30～11：30 

 ところ 由良地区社会教育活用施設（旧由良小学校 体育館） 

 問合せ 消防防災課消防防災係(℡45-1605) 

 

 

仕事納め市長あいさつ 

 と き 12月 28日(火) 16：00～ 

 ところ 市役所第５会議室 

 問合せ 総務課総務秘書係(℡45-1604) 

 

 

仕事始め市長あいさつ 

 と き １月４日(火) 8：40～ 

 ところ 市役所第５会議室 

 問合せ 総務課総務秘書係(℡45-1604) 

 

 


