
岬  町

町長と語ろう！
第１１回みさきタウンミーティング
～みにきて　さんかして　きいてみて～

岬　 　町



タウンミーテイングにご来場の皆様へ注意事項
とご協力のお願い

・新型コロナウイルス感染防止のためにマスクの着用をお願いいたします。

・咳エチケットをお守りいただきますようご協力お願いします。

・検温で37.5度以上の発熱がある方はご入場をご遠慮いただきます。

・入場時の手指の消毒にご協力をお願いいたします。

・会場に到着する以前に、既に発熱・咳・全身痛等の自覚症状がある場合、体
調がすぐれない場合は、無理をなさらずご来場をお控えください。

・会場内で体調の異変を感じた場合は、ご遠慮なくお近くの職員にお声がけく
ださい
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令和２年度みさきタウンミーティング

１．まちの財政状況について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ ３～

２．子育て支援の取組みについて ・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１～

３．道路・河川の整備について・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１７～

４．まちの活力づくりについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３１～

● 新たなみさき公園について・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３２～

● みさき農とみどりの活性化構想について・・・・・Ｐ３７～

● 旅客船運航事業の取組みについて・・・・・・・・・Ｐ４２～

● 企業誘致の取組みについて・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４６～

まちの取組みについて

町長との意見交換
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財政改革部
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財政規模の推移
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・近年、建設事業の実施により増加傾向にあったが、ふるさと
納税や前年度の水道事業会計への貸付の終了等により減少

実質収支の推移
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実質収支

・厳しい環境下にあるものの、行財政改革の取組み等に
より、実質収支は引き続き黒字を確保

1-1. 決算（普通会計）の状況について①

百万円 百万円
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893

１-2. 決算（普通会計）の状況について②

百万円
百万円

1,614
1,413

1,507
1,440 1,390

●健康ふれあいセンターの償還がＨ２９（２０１７）に終了した
ものの、町道整備・町営住宅建替等に伴い、近年は微増傾向

●償還が後年度に及ぶことから、将来を見据えた財政運営が必要
●町長就任時のＨ２１(２００９）残高（９４億８，７００万円）

に比べ１４億８，０００万円減少

●近年微増傾向にあるものの、十分な残高となっていない
●国のふるさと納税制度の見直しにより、積立金（岬ゆめ・みら

い基金）が見込めないことから、今後の財政運営に課題
●町長就任時のＨ２１(２００９）残高（８億９，３００万円）

に比べ４億９，７００万円増加

9,487
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２．令和元（２０１９）年度の主要事業（建設事業）について

淡輪小学校災害復旧事業（体育館）

４，３４８万円

町道海岸連絡線整備事業

８，２５８万円
消防団可搬消防ポンプ整備事業

１９７万円

多奈川小学校トイレ改修事業

９８７万円
防災備蓄倉庫整備事業（深日坊の山）

２，３６５万円

・ごみ処理施設整備 ５，３３４万円
・町道多奈川歴史街道線整備 ５，１３１万円
・保健センター改修 １，６５６万円
・子育て支援センター改修 　 ６９６万円
・海釣り公園整備 　４５４万円
・健康ふれあいセンター改修  ３６６万円

その他の事業
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３．令和２（２０２０）年度当初予算について

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

分 野 事  業 名 内   容 予算額

教  育
【新規】
 登下校見守り事業

児童の登下校時の安全対策として、校門通過時に保護者へメール
を配信するための設備を各小学校（淡輪・深日・多奈川）に整備 673

子 育 て
【新規（Ｒ元10月～）】
 幼稚園・保育所給食無償化事業

令和元年１０月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、町独自施
策として給食を無償化 1,211

健康福祉
【新規】
 予防接種 (ロタウイルス)事業

子どもに多い急性胃腸炎の主要な病原体であるロタウイルスのワ
クチン接種を令和２年１０月から定期接種化 152

交  通
【新規】

コミュニティバス整備事業
高齢者や障がいのある方が乗降し易いように、低床で車いすでの
乗降可能な小型ノンステップバスを整備 2,168

地域安全
【継続】
 防災行政無線再整備事業

アナログ式無線をデジタル式に再整備するため、屋外拡声子局の
デジタル化を順次実施 16,039

地方創生
【新規】
 地域おこし協力隊事業

広報紙やＳＮＳ等の媒体を活用してまちの魅力を情報発信できる
外部人材として、関係人口を呼び込む取組みを実施 388

都市基盤
【継続】
 町道西畑線整備事業

現況の幅員は狭く緊急車両等の通行に支障が生じていることから、
令和２年度完成を目指してバイパス工事を実施 37,848

観  光
【新規】
 みさき公園維持管理事業

南海電鉄撤退後のみさき公園について、駐車場を含む公園の一部
の維持管理及び「新たなみさき公園」に向けた検討 1,299

～ 一般会計総額 ７４億４００万円 ～

（単位：万円）
主な事業
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４．行財政改革の取組みについて

 年 度 
 項 目  

Ｈ30 （2018） Ｒ元（2019） Ｒ２（2020）

計画 決算 差 計画 決算 差 計画 予算 差

施策・事務事業の見直し 47 44 △3 56 59 3 50 51 1

公共施設の見直し 11 11 0 11 11 0 11 11 0

財政基盤の強化 88 456 368 90 129 39 98 87 △11

定員・給与の適正化 39 33 △6 31 33 2 31 14 △17

人事制度の見直し 18 13 △5 24 9 △15 26 9 △17

合   計 203 557 354 212 241 29 216 172 △44

≪参考≫ 「第３次集中改革プラン」とは
・計画期間：平成２８（２０１６）年度から令和２（２０２０）年度 （５年間）
・基本目標 ：①中長期的な財政収支が均衡する財政基盤の確立

②財政構造の弾力性の回復
・目標効果額：９億５，７００万円

（一般会計）

第３次集中改革プランの進捗状況（Ｈ30～Ｒ2の直近３ヶ年）

（単位：百万円）（一般会計）

☞ 全体目標額９億５，7００万円 ➡ 最終見込額１９億３００万円（Ｈ28～Ｒ2の５年間）
全体では目標達成の予定。しかしＲ２（２０２０）はふるさと納税制度の見直しの影響等により達成困難な状況。
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５．新型コロナウイルス感染症対策に係る支援策について

★ これまで事業費総額 約２０億円（うち町負担額 約３億７千万円）を予算化★

今年４月に発令された外出自粛要請などの国の緊急事態宣言以降、住民生活等への影響を鑑み、
国や大阪府との共同施策に加えて、町の独自施策を実施しています。（以下、主な支援策）

実施主体 区 分 支　　援　　策 予 算 額 うち町負担額

町 生活支援 町民全員に商品券の配布 9,362万円 9,362万円

町 生活支援 水道料金の減額 4,236万円 4,236万円

町 教育支援 小学校・中学校給食の無償化 4,561万円 4,561万円

町 教育支援 小学校・中学校児童生徒にパソコン配備 6,779万円 4,214万円

町 保健医療
高齢者・小児インフルエンザワクチン予防接種の
無償化 1,199万円 918万円

町 地域防災 避難所用備蓄品の整備 588万円 588万円

町 事業者支援 事業者支援金の支給 6,675万円 6,675万円

町・府共同 事業者支援 休業要請支援金の支給 2,925万円 2,925万円

国 生活支援 特別定額給付金の支給 15億7,690万円 なし

国 子育て支援 子育て世帯への臨時特別給付金の支給 1,775万円 なし
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６．今後の課題について

◆ 社会経済状況の変化や景気の減速に伴う町税への影響
☞ Ｈ２９（2017）決算 2,048 百万円 ⇒ Ｈ３０（2018）決算 2,069百万円 ⇒ Ｒ元（2019）決算 2,077百万円

☞ 終息の兆しが見えない新型コロナウイルスの感染拡大が企業業績や個人所得に及ぼす影響を懸念

◆ 国のふるさと納税制度の見直しへの対応

☞ Ｈ２９（2017）決算 998百万円 ⇒ Ｈ３０（2018）決算878百万円 ⇒ Ｒ元（2019）決算 9百万円

☞ まちの特性を活かした特産品の研究・開発へ

◆ 少子高齢化に伴う社会保障関係経費の増加
☞ 高齢化率（Ｈ27国調）36.4％（府内3位）　出生数Ｈ２９（2017）73人 ⇒ Ｈ３０（2018）46人 ⇒ Ｒ元（2019）40人

☞ 子ども医療費助成の対象拡充（Ｒ元7月～）、保育所・幼稚園給食費の給食完全無償化（Ｒ元10月～）

◆ 雇用形態（旧臨時職員）の法制化に伴う負担の増加

☞ Ｒ２（2020）から統一的な法制化（会計年度任用職員）による処遇改善に伴う

歳入

歳出
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２．子育て支援の取組みについて

・しあわせ創造部
・教育委員会
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幼児教育・保育の無償化

３～5歳児クラスの幼稚園・保育所、認定

子ども園などの利用料が無償になりました。

※０～２歳児クラスは、住民税非課税世帯及び第２子以降の児童は無償

※令和 2年度より、町内の私立幼稚園に通う岬町住民の子どもの給食代も徴収されなくなりました。

令和元年１０月１日より
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○基本路線運行車両のマイクロバス1台を、郊外型・低床車両に

入れ替えます。

　【車両外観イメージ】 【車内イメージ】

○今後とも、皆様方の意見をできる限り反映し、利便性と満足度

の向上に努めます。

バス車両を入れ替えます
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教 育 環 境 の 整 備 に つ い て

小学校トイレ改修事業（多奈川小学校）

普通教室棟 １階のトイレの改修工事が終了しました。

これで、きれいなトイレ空間が利用でき、快適な学校生活が送れるようになります。

ト イ レ が き れ い に な り ま し た ！
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登下校見守りシステム整備事業

淡輪小学校・深日小学校・多奈川小学校に、登下校時の安全対策として、児童が校門を通過する際に

保護者へ通過情報メールを配信するために必要な設備の整備を行いました。

淡輪小学校

多奈川小学校深日小学校
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高速大容量の通信ネットワークと、児童生徒 1人につき１台の学習用端末を一体的に整備
令和２年度は、町内の小中学校に高速大容量の通信ネットワーク環境と、児童生徒 1人につ
き１台の学習用端末を整備する予定

ＧＩＧＡスクール構想

オンライン学習の実現に向けて
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 ３ 道路・河川の整備について

岬町 都市整備部

安全で快適な暮らしを守るまちづくり

令和２年度
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第二阪和国道 主な周辺整備箇所図
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第二阪和国道 主な周辺整備箇所

１ ２

３ ４
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道の駅

町道 海岸連絡線 整備箇所図

みさき公園

【概 要】

事業名称 町道海岸連絡線

事業区間 町道畑山線から府道７５２号線まで

Ｌ＝７７６．５ｍ

W＝ ９．５ｍ

①

町道海岸連絡線開通式（令和２年６月１３日開通）
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１ ２

３ ４

町道 海岸連絡線 完成状況（町道畑山線から南海本線）
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１ ２

３ ４

町道 海岸連絡線 完成状況（府道から南海本線）
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町道 西畑線 整備箇所図

池 谷

令和２年度
施工箇所 Ｌ＝360ｍ
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１ ２

３ ４

町道 西畑線 整備箇所（現況）

24



町道 多奈川歴史街道線 整備箇所図

産土神社

興善寺

多奈川小学校

理智院

町道多奈川歴史街道線

③

【概 要】

事業名称 町道多奈川歴史街道線

事業区間 町道落合線から町道産土線まで

Ｌ＝ ２７２ｍ

W＝ ５ｍ

町道多奈川歴史街道線開通式（令和元年１２月２４日開通）

25



１ ２

３ ４

町道 多奈川歴史街道線 完成状況
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町道 美化センター連絡線 整備箇所図

岬町健康ふれあいセンター

整備区間 約１７０ｍ

峠池

②
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１ ２

３ ４

町道 美化センター連絡線 整備箇所（現況）
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二級河川 位置図

西川

東川 大川

番川
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二級河川 大川 改修箇所図
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４.まちの活力づくりについて

・新たなみさき公園について
・みさき農とみどりの活性化構想について
・深日航路の取組みについて
・企業誘致の取組みについて

まちづくり戦略室・総務部・都市整備部
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◆１.南海の公園運営事業撤退申入れ◆

新たなみさき公園づくりについて①
◆３.南海との撤退に向けた協議について◆

平成31年3月26日付で南海から撤退の正式申入れ

・入園者が減少し公園運営は年間2～4億円の赤字

・公園資産を減損処理し、今後も経営改善が見込め

ないと判断した

⇒令和2年3月末で公園運営から撤退する。

南海に対して以下の要望を行う。

・公園継続を行う事業者を探すこと。

・公園用地を町に無償譲渡すること。

・後継者が見つからない場合は、公園施設を撤去し、

原状回復を図ること。ただし、新たな公園運営に

必要な施設は町に無償譲渡すること。

・園内従業員及び関連事業者に誠意ある対応を行う

こと。

◆２.南海の申入れに対する町の対応◆

令和元年7月10日付で南海から撤退準備を進める文
書が出される。

・後継事業者を見つけることができなかった。

・令和２年３月の運営撤退に向けた準備を進める。

【南海の考え】

・町の都市公園継続に必要な公園用地を無償譲渡し、

新たな公園運営に必要な施設以外は撤去を行う。

・動物搬出、施設撤去作業の安全性確保のため、令

和3年6月まで遊園地エリアを休園させて欲しい。

⇒令和3年3月末までに完了させる努力を行う。

南海撤退後も都市公園としてみさき公園を存続させ
ることを基本として、南海と以下の点を協議する。

・公園用地を町に無償譲渡すること。

・後継者が見つからない場合は、公園施設を撤去し、

原状回復を図ること。ただし、新たな公園運営に

必要な施設は町に無償譲渡すること。

・園内従業員及び関連事業者に誠意ある対応を行う

こと。

・令和2年4月以降の公園開園に向け協力すること。

令和2年3月24日
・必要な議会の議決をいただき、南海と基本協定

（みさき公園事業撤退に伴う基本協定）を締結
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◆４.基本協定の主な内容◆

新たなみさき公園づくりについて②

・南海は令和2年3月31日をもってみさき公園の管理運営事業から撤退する。

・町は都市公園の管理運営を継続するため、南海から公園用地、必要な公園施設の無償譲渡を受ける。

・上記の公園用地及び施設の所有権は、令和2年4月1日に町に移転する。

・撤去予定の施設は、令和3年3月末までに南海が撤去する。なお、撤去完了が困難な場合は、同年6月末

までの期限延長を協議する。

・園内の動物は、令和3年3月末までに南海が退園させるものとし、それまでの間は南海が飼育する。

・撤去作業等を安全に行うために、都市公園の必要な範囲を休園にする。

【主な存置公園施設】

・観光灯台 ・観覧場（ステージ） ・休憩施設 ・トイレ ・管理事務所 ・駐車場 ・入口ゲートなど

【主な撤去公園施設】

・動物園舎 ・イルカ館 ・鉄道体験館 ・プール施設

【遊戯具】

・南海が基本的に撤去する

【園内動物】

・園内の動物はアドベンチャーワールド（既に移転先が決定した動物を除く）に引き取られる。

◆５.主な公園施設、動物の取扱い◆
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◆５.譲渡を受けるエリア◆

譲渡面積 約34ヘクタール
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新たなみさき公園づくりについて③

【目  的】「新たなみさき公園」構想に活かすために実施

【実施期間】 令和2年6月1日から6月30日まで

【Ｑ5 新たなみさき公園がどのような公園であればいいと思いますかでの主なもの】※多かった意見順

①子供を安心して遊ばせられる公園

②生き物がいて自然と触れ合うことのできる公園

③花やみどりがたくさんある公園

④カフェ、レストラン、コンビニエンスストアがある公園

⑤イベントが開催される公園

⑥様々な遊具がある公園

⑦スポーツや健康づくりに取り組める公園

⑧噴水、人口の池や川で水遊びができる公園

【Ｑ6 新たなみさき公園にあればいいと思う施設（自由記載）での主なもの】※多かった意見順

①宿泊施設（グランピング、コテージ、バンガローなど）

②アウトドア施設（フィールドアスレチック、ジップラインなど）

③キャンプ施設（オートキャンプ、キャンピングカーキャンプ）

④健康づくり施設（ウォーキング、マラソン、サイクリングなど）

⑤スポーツ施設（バスケット、ラグビー、テニスなど）

⑥飲食施設（レストラン、カフェなど）

⑦自然を活かした公園（花壇、花畑、生き物との体験など）

⑧遊園地（ジェットコースター、観覧車など）

◆7.アンケート調査の結果◆ ※詳しい内容は、岬町のホームページに掲載しております。
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◆8.新たなみさき公園の整備における基本方針◆

新たなみさき公園づくりについて④

・都市公園法に定める都市公園として継続させる。

・民間活力を最大限活用する都市公園とする。

・新たな事業者は公募方式により選定する。

・公園事業に要する費用は公園事業収入で賄い、財政負担を軽減する。

 以上を基本方針として、住民の皆さん等からいただいたアンケート調査の結果や、ただ今開催中のタウ

ンミーティングでのご意見、ただ今実施中の民間事業者へのサウンディング調査の結果などを参考にさせ

ていただき、「新たなみさき公園」を大人から子どもまで幅広い世代層に利用され、まちの観光・レクリ

エーション拠点として、また、まちの賑わいの中核拠点として再生させることをめざします。
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みさき農とみどりの活性化構想について

《本町を取り巻く状況》

①海、里、山の魅力的な３つの資源が揃っているが現状は耕作放棄地が目立つ。

②人口減少と少子高齢化が急速に進展することも一つの要因。

③大阪都心から１時間圏内、関西国際空港から３０分圏内に立地。

④第二阪和国道の開通により交通利便性が向上。

《策定の趣旨》

　　本町が有する農とみどりの資源を保全・活用し、町全体の活性化を図ることを　

　目的として「みさき農とみどりの活性化構想」を策定 

《目標年度》2030年（令和12年） 

◆1.みさき農とみどりの活性化構想とは
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①社会潮流をはじめ
人々の価値観やライフ
スタイルの変化に対応
し、その先駆けとなる

②大阪都市部や関空へ
のアクセス性や豊かな
自然（山、里、海）を
有する好立地を最大限
に活かす

OSAKAみさきパークス
やま咲く、さと咲く、うみが咲く

●岬町は、大阪都心から程よい距離感に、山（みどり）、里（農）、海の
３つがあることが最大の特徴です。それら３つの舞台で、町内の自然、歴
史、文化資源等がそれぞれ魅力的な公園になり、岬町全体が公園のように
活性化することをねらいます。
●岬は「みさき＝三咲き」。やま、さと、うみの３つが咲いて町全体も咲
くという意味を込めています。また「OSAKA」は大阪にあることや、関空
に近く、全国からも、インバウンドの人たちも来やすいイメージを発信し
ています。

③本町を取り巻く状況
の変化やそれに伴う問
題・課題に対応

④地域力の向上を基本
に、内部の力と外部の
力をうまく連携させる

【基本的な考え方】 【コンセプト】

《構想の基本的な考え方とコンセプト》 

本町の農とみどりの現状や、関係者の意向等を踏まえ、農とみどりの活性化構想

　の基本的な考え方とコンセプトを以下のように設定 
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高森山 

道の駅みさき 

せんなん 

里海公園 
淡輪ﾖｯﾄ 

ﾊｰﾊﾞｰ

海上釣り堀 

海上釣り堀 
海釣り公園 

四国山 

いきいきパークみさき 

札立山 

狙石山 

飯盛山 

道の駅とっと 
パーク小島 

みなとオアシス 
みさき 

淡路島との往来 
（人、自転車） 

みさき公園 

長松自然海岸 

小島自然海岸 

高森山 

孝子の森 

学校林 
青少年の森 

拠点候補 さと咲きゾーン

うみ咲きゾーン

やま咲きゾーン

資料：泉州地域近畿自然歩道マップ（大阪府）をベースに作図

みさき農とみどりの活性化の将来イメージ①
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① やま咲きゾーン

みさき農とみどりの活性化の将来イメージ②

・近畿自然歩道が整備され、多くの人が山歩
きや森林浴を楽しんでいる。

・各所にビュースポットが整備され、季節ご
とのやま・さと・うみの風景が楽しめる。

・里山クラブや備長炭づくりなど、森を活用
した活動拠点ができている。

・町民や漁業者、企業、府民などが参加した
森づくりが進んでいる。

② さと咲きゾーン

・集落営農など地域の助け合いや、新し
い農業の担い手が現れ、農地の保全・
活用がされている。

・道の駅みさきに旬の農産物を出荷する
人が増え、その周辺では、体験農園な
どでにぎわい始めている。

・農家では、ブルーベリーやレモンなど
が育てられている。

③ うみ咲きゾーン

・「みなとオアシスみさき」にふさわしい、自転車な
どで海沿いの公園や漁港を巡るルートが整備されて
いる。

・釣りを中心に海を楽しむ体験メニューが充実してい
る。

・都市公園としてのみさき公園が活用されている。
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⑥ 広域活性化拠点

直売所(既)

体験農園

芝生広場

体験工房

レストラン

水生植物園

古代農園

古墳広場

生産農園(農業者)

アクティビティ

グラン ピング

Ｂ Ｂ Ｑ 施 設

マルシェ

サイクリングターミナル

体験・鑑賞農園

温浴施設

宿泊施設

その他・・・

レストラン(既)

民間飲食・物販店舗

みさき農とみどりの活性化の将来イメージ③

広域活性化拠点の機能イメージ

・岬町のやま・さと・うみを集中的に体験するシンボル的な
場所として、道の駅みさきやみさき公園が、農とみどりの
活性化の拠点として形成され、広く町外からも集客があり、
非常ににぎわっている。

④ みさき回遊ネットワーク

・町内の海、里、山を歩いて廻れる「みさ
き巡り」としてブームになっている。

・「やま咲きゾーン」にある近畿自然歩道
が歩きやすくなり、「さと咲きゾーン」
や「うみ咲きゾーン」の自然や歴史的な
魅力資源とも遊歩道でつながり、歩く範
囲が岬町全体になっている。

・「うみ咲きゾーン」や「さと咲きゾー
ン」にサイクリング道が整備され、自転
車で町内を廻る人も増えている。

⑤ みさき産・魚×農×林の食コラボ

・農業者や漁業者、飲食業者などが、海の
幸、山の幸、田畑の恵みを活かした、岬
町ならではの季節ごとの特産品や料理、
お土産物が町内の店や道の駅等で評判と
なり、メディアにも取り上げられている。

※構想の推進については、意欲や関心のある若者を中心に住民・事業者などと連携した実施体制を構築していきます。
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深日～洲本航路　　
旅客船運航事業の取組み

〔令和元年4月27日～10月27日までの土日祝運航〕

まちづくり戦略室
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令和元年度の乗船者数は９，４７９人
〔1日あたり１４９．３人、１便あたり18.7人〕

岬町
7%
〔14％〕

岬町以外の大阪府

52%〔45％〕
和歌山県

24%〔22％〕

淡路島

8%〔10％〕

無回答

2%〔4％〕
その他

7%〔5％〕

乗船者の住まい

※アンケート総数１，７０８件
〔 　〕は前年度
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乗船者の乗船目的
〔令和元年度〕

※アンケート総数１，７０８件
〔 　〕は前年度

観光・レジャー

58%〔50％〕
サイクリング

17%〔17％〕

親族訪問・帰省

17%〔15％〕

仕事・研修

3%〔6％〕

スポーツ・スポーツ観戦

1%〔1％〕

その他4%〔11％〕
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大阪湾をつなぐ！
広域型サイクル・ツーリズム事業

１．運航期間

令和２年５月２日から１１月３日まで
※土・日・祝日限定運航（お盆期間含む）

２．運航便数

１日８便（４往復）

※令和2年度の運航については、新型コロナウィルス
感染拡大防止のため、中止となりました。

〔当初の計画〕
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昭和31年 多奈川発電所操業開始

昭和52年 多奈川第二発電所操業開始

平成13年 多奈川発電所廃止

平成15年 多奈川発電所除却

平成17年 多奈川第二発電所長期計画停止

令和２年３月 多奈川第二発電所廃止

令和２年10月 多奈川第二発電所除却開始

◆１.多奈川発電所の経過◆

企業誘致の取組みについて（多奈川発電所跡地）

◆２.多奈川発電所跡地の概要◆

多奈川発電所跡地 約9ha
企業誘致活動中

多奈川第二発電所
跡地（緑と憩いの
エリアを含む）

約38ha
施設除却工事中
施設除却後企業誘致

体育施設 約1.8ha（町に寄附）
グラウンド・テニスコート
体育館

◆３.多奈川発電所跡地の進出企業◆

■ニューレジストン株式会社

・工業用砥石等の製造販売事業

・工場、物流倉庫、事務所建屋を計画
・進出面積 約3.3ha

■その他、複数の事業者と関西電力が協議中
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シャープ太陽光発電所
操業：2013年3月 
内容：出力2MW

ユーラスエナジー岬
太陽光発電所

操業：2013年11月
内容：出力10MW

青木松風庵岬工場
操業：2014年2月
内容：和菓子製造

コーヨークリエイト
岬工場

操業：2017年6月
内容：住宅フレーム製造

マエキン
操業：2017年7月
内容金属加工

クロセ
操業：コロナにより延期
内容：熱交換器製造

◆１.多目的公園進出事業者◆

企業誘致の取組みについて（多奈川地区多目的公園）
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令和２年度　岬町タウンミーティング

ご清聴ありがとうございました
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