
宮津市定例記者会見 
 
                     令和２年９月 25 日(金) 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２年第６回（９月）定例会（追加議案 １件） 

 

２.天橋立 GO TO MIYAZU キャンペーン 

 

３. 第２回宮津市民スポーツＤＡＹ 

 

４. 天橋立世界遺産講座 

 

５. 田井臨海エリアにぎわいづくり 

 

６. 公共交通空白地有償運送出発式（由良） 

 

 

次回予定 10/23（金） 14：00～ 応接室 

 



 
 

「楽しさ倍返し！天橋立 GO TO MIYAZU キャンペーン」実施！    

 

 

 

令和２年９月 25 日    

～観光誘客や満足度向上による観光産業のⅤ字回復を図ります～～観光誘客や満足度向上による観光産業のⅤ字回復を図ります～～観光誘客や満足度向上による観光産業のⅤ字回復を図ります～～観光誘客や満足度向上による観光産業のⅤ字回復を図ります～ 

宮津市では、天橋立観光協会や地域の関係団体、観光エージェント等と連携したオール宮宮津市では、天橋立観光協会や地域の関係団体、観光エージェント等と連携したオール宮宮津市では、天橋立観光協会や地域の関係団体、観光エージェント等と連携したオール宮宮津市では、天橋立観光協会や地域の関係団体、観光エージェント等と連携したオール宮

津の推進組織「津の推進組織「津の推進組織「津の推進組織「GO TO MIYAZUGO TO MIYAZUGO TO MIYAZUGO TO MIYAZU タスクフォース」のもと、国のタスクフォース」のもと、国のタスクフォース」のもと、国のタスクフォース」のもと、国の GoGoGoGo    TTTToooo キャンペーンに連動しキャンペーンに連動しキャンペーンに連動しキャンペーンに連動し

たたたた観光誘客観光誘客観光誘客観光誘客キャンペーンを実施します。キャンペーンを実施します。キャンペーンを実施します。キャンペーンを実施します。 

 

１ 名  称  「楽しさ倍返し！天橋立 GO TO MIYAZU キャンペーン」 

２ 期  間  令和２年 10 月１日～令和３年１月 31 日 

３ 実施主体  GO TO MIYAZU タスクフォース、㈱JTB 京都中央支店福知山営業所、㈱リク

ルートライフスタイル 

４ 内  容  プレミアム宿泊プラン（旬の食やイベント等との連携商品）、イベント紹

介（光のアトリエなど）、体験やグルメ紹介「旬のネタ BEST５」、モデルコ

ース紹介、天橋立きもの散策割引サービス（着物姿の方が対象）、旅行会社

向け誘客支援助成金の交付（市内で宿泊プラン・１泊 1,500 円、市内で食

事プラン・１名 500 円）など 

５ 取扱場所  天橋立観光協会ＨＰ、じゃらんＮＥＴ、ＪＴＢ旅行代理店など 

 

＜プレミアム宿泊プラン限定特典＞ 

 ・対 象 プラン申込者（大人限定）、先着 20,000 名 

・景 品 2,030 名分（日本海産カニ 30 名、PAYPAY500 ポイント 2,000 名） 

 ・方 法 宿泊施設で配布するカードに記載のＱＲコードを読み取り当選可否を確認。 

 

＜プロモーション＞ 

 ○動画制作（キャンペーンや観光ＰＲ／10 月１日配信） 

○GO TO MIYAZU パンフレット作成（10 月 16 日発行） 

※配置場所は、天橋立駅観光案内所、ＪＴＢ旅行代理店（関西約 1,000 店舗）など 

 ○天橋立観光協会、旅行会社、市内宿泊施設などのホームページに掲載 

 

＜新型コロナウイルス感染症対策の取組み＞ 

 ○感染症対策セミナー（８月６日開催済み 約 40 名参加） 

   講師：山崎まゆみ氏（VISIT JAPAN 大使）、京都府丹後保健所職員 

 ○GO TO MIYAZU 事業のガイドライン及びチェックシートによる事業所への感染防止対策

の周知・徹底（GoTo トラベル事業登録宿泊施設の利用者に記念品として天橋立オリジナ

ル「マスクケース」を進呈：先着 20,000 枚） 

お問い合わせ先 産業経済部 / 商工観光課 / 観光係   TEL：0772-45-1625 
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お問い合わせ先 教育委員会事務局 / 社会教育課 / 社会教育係 TEL：0772-45-1642 

 

令和 ２ 年 ９ 月 25 日 

～～～～市民体育館で第市民体育館で第市民体育館で第市民体育館で第２２２２回宮津市民スポーツ回宮津市民スポーツ回宮津市民スポーツ回宮津市民スポーツ DAYDAYDAYDAY 共催共催共催共催事業を開催します事業を開催します事業を開催します事業を開催します    ～～～～    

 

    市内小学生を対象に、元日本代表などのトップアスリートが講師となり、市内小学生を対象に、元日本代表などのトップアスリートが講師となり、市内小学生を対象に、元日本代表などのトップアスリートが講師となり、市内小学生を対象に、元日本代表などのトップアスリートが講師となり、ボールを使う運動の楽ボールを使う運動の楽ボールを使う運動の楽ボールを使う運動の楽

しさや技術を教えていただしさや技術を教えていただしさや技術を教えていただしさや技術を教えていただくくくく体験型のスポーツイベントを開催します体験型のスポーツイベントを開催します体験型のスポーツイベントを開催します体験型のスポーツイベントを開催します。。。。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 日 時 

・令和２年 10 月 11 日(日) 午前９時～午前 11 時 30 分、午後 1時～午後４時 30 分 

 

 場 所 

・宮津市民体育館 (晴天時は島崎公園芝生広場でラグビー・サッカーを実施予定) 

 

 内 容 

①午前の部「あそビバ！」…対象：親子 50 組 100 名(小学 1～3 年生と保護者・引率者) 

親子で一緒に様々なボールを使った「あそび」を体験。 

②午後の部「キッズチャレンジ」…対象： 80 名(市内小学校４～６年生) 

日本トップリーグ機構の元日本代表選手や現役選手、指導者による体験型クリニック。 

サッカー・バスケットボール・ラグビー・バレーボールの４種目をローテーションでチャレンジ。 

 

その他 

・参加費無料。参加者にはオリジナル T シャツをプレゼントします。 

・参加申込について、10 月 2 日(金)までに専用申込サイトからの事前申込が必要です。 

【担当者のコメント】 

２回目となる市民スポーツ DAY は、(一社)日本トップリーグ機構が主催する地域密着型スポー

ツイベント「SOMPO ボールゲームフェスタ」と共催し、アンバサダーの青木愛氏をはじめとする、同

機構に加盟するリーグに所属または所属していたトップアスリートが子どもたちを直接指導します。 

SOMPOSOMPOSOMPOSOMPO ボールゲームフェスタボールゲームフェスタボールゲームフェスタボールゲームフェスタ iiiinnnn 宮津宮津宮津宮津        トップアスリートとトップアスリートとトップアスリートとトップアスリートと交流交流交流交流    
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・トップアスリートによる直接指導やトップレベル

のプレーを間近で体感する機会を設け、体を動か

す楽しさを体験しながら基本的な技術の習得や技

術力をアップさせる機会を創出することにより、

次世代の子どもたちのスポーツライフを支援する

イベントです。 

・ボールゲームフェスタアンバサダーとして、元アー

ティスティックスイミング日本代表・青木愛氏が一

緒に参加します。  
青青青青    木木木木    愛愛愛愛    氏氏氏氏    



【申込期間】
2020年9月11日（金）～10月2日（金）

2020

小学1～3年生と
保護者・引率者

50組100名 小学4〜6年生

80名9:00〜11:30
（受付8:30〜）

13:00〜16:30
（受付12:30〜）

主催／宮津市、宮津市教育委員会、一般社団法人日本トップリーグ連携機構
後援／スポーツ庁、公益財団法人日本スポーツ協会
協賛／【トップスポンサー：SOMPOホールディングス株式会社】 【スポンサー：クリヤマ株式会社、ゼビオグループ】

【地域スポンサー：株式会社舞鶴ホンダ、DreamJapan株式会社】

10 11 日 宮津市民体育館ほか

QRコードを読み取り、もしくはURLを入力し、専用申込サイトよりお申し込みください。
※サイト内の注意事項をよくお読みの上でお申し込みください。

宮津市教育委員会事務局社会教育課社会教育係 TEL:０７７２-４５-１６４２ FAX:０７７２-２２-８４３８

申込サイトURL
http://japantopleague.jp/events/bgf/201011_miyazu

あおき あい

●元アーティスティック
スイミング日本代表

●北京五輪5位入賞
●2006年W杯銀メダル

青木 愛氏



□開催2週間前から当日までに、以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合

わせてください。

1.平熱を超える発熱

2.せき、のどの痛みなど風邪の症状

3.だるさ、息苦しさ

4.嗅覚や味覚の異常

5.体が重く感じる、疲れやすい等

6.新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある

7.同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる

8.過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、

地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある

□マスクを持参し、運動時以外はマスクを着用してください。

□こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。

□他の参加者、スタッフ等とのソーシャルディスタンス（できるだけ2m以上）を確

保してください。

□プログラム実施中に応援等をしないでください。

□感染防止のために主催者が決めた措置を遵守し、主催者の指示に従ってください。

□本イベント終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催

者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告してください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
下記のことについて、ご協力をお願いします。

STOP！コロナ差別 ―差別をなくし正しい理解を―

新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっていますが、感染を理由

に人を差別したり、職業や属性だけでレッテルを貼り排除することは
絶対に許されません。
新型コロナウイルス感染症と闘っている患者の方はもとより、感染

リスクを抱えながら命と健康を守る医療行為を行っている医療関係者
や社会経済活動を維持する上で不可欠な仕事に従事している方もおら
れます。これらの方々やその家族などに対する差別、偏見、誹謗中傷
は決して許されません。
インターネット、SNS上で流れる新型コロナウイルス感染症に関す

る様々な情報の中には、事実に反するデマ情報、不確かな情報が含ま
れる場合があります。
市ホームページ等の公的機関が発信する正確な情報に基づき冷静に

行動し、憶測やデマに惑わされることのないようにお願いします。

お車で来場の際は、

浜町立体駐車場をご利用ください。

(5時間以内無料)

・申込をしたスマートフォンや
申込完了画面を印刷したもの

・マスク
・運動靴（外用・室内用）
・履いてきた靴を入れるビニール袋
や靴袋

・飲み物、タオル
・運動のできる服装

当日のもちもの

注）新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、イベントの開催を中止する場合があります。



 
 

お問い合わせ先 教育委員会事務局 /社会教育課 /社会教育係 TEL：0772-45-1642 

 

令和２年９月 25 日 

 

    本年は雪舟生誕６００年！本年は雪舟生誕６００年！本年は雪舟生誕６００年！本年は雪舟生誕６００年！    

    国宝の雪舟「天橋立図」を読み解きながら、天橋立の魅力や、世界遺産登録の取組みを国宝の雪舟「天橋立図」を読み解きながら、天橋立の魅力や、世界遺産登録の取組みを国宝の雪舟「天橋立図」を読み解きながら、天橋立の魅力や、世界遺産登録の取組みを国宝の雪舟「天橋立図」を読み解きながら、天橋立の魅力や、世界遺産登録の取組みを    

    京都市内で発信します。京都市内で発信します。京都市内で発信します。京都市内で発信します。 

 

 
 会 期 

・令和２年１０月８日(木) から 令和２年１１月５日（木）【全４回】 

 

 

 会 場 

・京都府立京都学・歴彩館 大ホール (京都市左京区下鴨半木町) 

 

 

 内 容 

・ 雪舟「天橋立図」をテーマとした全４回の市民講座〔別紙「開催要項」のとお別紙「開催要項」のとお別紙「開催要項」のとお別紙「開催要項」のとお

りりりり〕。 

   定 員：２４０名（先着順／事前申込み不要） 

   聴講料：無料 

・ 【同時開催】パネル展示「天橋立と世界遺産」 

   会 期：１０月１５日（木）から１１月５日（木） 

   会 場：京都府立京都学・歴彩館 １階ロビー 

 

 

その他 

・ 主催：天橋立を世界遺産にする会 

共催：京都府  後援：宮津市、伊根町、与謝野町 

・ 来館は公共交通機関をご利用ください。 

・ その他、１０月から１１月には、地元の宮津市でも雪舟にちなむ関連事業が開催さ

れます〔別紙「開催要項」のとおり別紙「開催要項」のとおり別紙「開催要項」のとおり別紙「開催要項」のとおり〕。 

 

天橋立世界遺産講座を開催します天橋立世界遺産講座を開催します天橋立世界遺産講座を開催します天橋立世界遺産講座を開催します    
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令和２年度 天橋立を世界遺産にする会 市民講座 

【開催要項】 

 

 

天橋立世界遺産講座「雪舟「天橋立図」の世界」天橋立世界遺産講座「雪舟「天橋立図」の世界」天橋立世界遺産講座「雪舟「天橋立図」の世界」天橋立世界遺産講座「雪舟「天橋立図」の世界」 

 

天橋立の世界遺産登録を目指して！ 

雪舟生誕 600 年 国宝「天橋立図」を読み解きながら、天橋立の魅力を紹介します。    

    

日 時：令和２年１０月８日から１１月５日 午後２時３０分から４時（開場：午後２時）    

会 場：京都府立京都学・歴彩館 大ホール 

定 員：２４０名（当日、先着順／申し込み不要） 

聴講料：無料 

内 容： 

 内容 講師 

第１回 

10月 8日 
世界遺産と天橋立 

金田章裕 

京都府立京都学・歴彩館館長 

第２回 

10月 15日 
雪舟「天橋立図」の魅力 

福島恒徳 

花園大学教授 

第３回 

10月 22日 

雪舟「天橋立図」と日本海交通 

－足利義満の来訪と能「丹後物狂」－ 

伊藤 太 

京都府立山城郷土資料館 

第４回 

11月 5日 

雪舟「天橋立図」と丹後国分寺跡 

－京都府立丹後郷土資料館の特別展によせて－ 

森島康雄 

京都府立丹後郷土資料館 

※来館は公共交通機関をご利用ください。※来館は公共交通機関をご利用ください。※来館は公共交通機関をご利用ください。※来館は公共交通機関をご利用ください。    

    

    

    

【同時開催】パネル展示「天橋立と世界遺産」【同時開催】パネル展示「天橋立と世界遺産」【同時開催】パネル展示「天橋立と世界遺産」【同時開催】パネル展示「天橋立と世界遺産」    

    

天橋立の魅力や世界遺産登録の取組みを紹介します。    

    

日 時：令和２年１０月１５日（木）から１１月５日（木） 

会 場：京都府立京都学・歴彩館 １階ロビー 

※来館は公共交通機関をご利用ください。※来館は公共交通機関をご利用ください。※来館は公共交通機関をご利用ください。※来館は公共交通機関をご利用ください。 

 

 

 

主 催：天橋立を世界遺産にする会 

共 催：京都府 

後 援：宮津市、伊根町、与謝野町 

 



秋の天橋立は、雪舟に関連するイベントが盛りだくさん！秋の天橋立は、雪舟に関連するイベントが盛りだくさん！秋の天橋立は、雪舟に関連するイベントが盛りだくさん！秋の天橋立は、雪舟に関連するイベントが盛りだくさん！ 

 

１１１１    雪舟生誕雪舟生誕雪舟生誕雪舟生誕 600600600600年記念フォーラム「雪舟「天橋立図」と中世都市・府中」年記念フォーラム「雪舟「天橋立図」と中世都市・府中」年記念フォーラム「雪舟「天橋立図」と中世都市・府中」年記念フォーラム「雪舟「天橋立図」と中世都市・府中」 

 

雪舟が描いた丹後府中の姿とは？ 中世の都市研究から、「天橋立図」を読み解く。 

 

日 時：１１月１４日 午後６時３０分から８時３０分 

会 場：成相寺 庫裏 

定 員：２０名（抽選／申し込み要） 

聴講料：無料 

内 容： 

講演① 島尾 新（学習院大学教授） 

「美術史からみた雪舟「天橋立図」と都市」 

  講演② 鍬柄俊夫（同志社大学教授） 

「中世の宗教都市と雪舟「天橋立図」」 

      パネルディスカッション（島尾、鋤柄、森島、聞き手：河森） 

申込み：宮津市教育委員会社会教育課社会教育係（天橋立を世界遺産にする会事務局） 

     住所 宮津市字浜町３０１２ 宮津阪急ビル４階 宮津市福祉・教育総合プラザ 

TEL ０７７２（４５）１６４２ 

主 催：「海の京都」天橋立地区協議会、天橋立を世界遺産にする会 

 

 

 

２２２２    京都府立丹後郷土資料館京都府立丹後郷土資料館京都府立丹後郷土資料館京都府立丹後郷土資料館    開館５０周年記念特別展「天橋立と丹後国分寺」開館５０周年記念特別展「天橋立と丹後国分寺」開館５０周年記念特別展「天橋立と丹後国分寺」開館５０周年記念特別展「天橋立と丹後国分寺」 

 

雪舟生誕 600 年！ 代表作が里帰り！    

 

会   期：１０月２４日（土）から１２月１３日（日）午前９時～午後４時３０分 

夜間開館：10／31、11／6・7・13・14・20・21・22・23日は午後８時まで開館。 

 

 

 

３３３３    天橋立ライトアップ「光のアトリエ天橋立ライトアップ「光のアトリエ天橋立ライトアップ「光のアトリエ天橋立ライトアップ「光のアトリエ    現実と空想のはざまで」現実と空想のはざまで」現実と空想のはざまで」現実と空想のはざまで」    

 

天海の都 天架ける光のミュージアム 

４人のアーティストのインスタレーションが、「天橋立図」と現在（いま）を結ぶ！ 

 

日時・会場： 午後５時４０分から９時 

  籠神社        １０月１６日（土）から１１月２３日（月・祝） 

  天橋立        １０月１６日（土）から１１月 ３日（火・祝） 

  丹後国分寺跡復活 AR   １０月３１日（土）から１１月２３日（月・祝） 

  丹後国分寺跡     １１月２０日（金）から１１月２３日（月・祝） 

  成相寺        １１月１４日（土）から１１月１５日（日） 

主 催：「海の京都」天橋立地区協議会 



 
 

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 ２ 年 ９ 月 25 日 

～～～～    「「「「田井臨海田井臨海田井臨海田井臨海エリアにぎわいづくり第１回エリアにぎわいづくり第１回エリアにぎわいづくり第１回エリアにぎわいづくり第１回 WGWGWGWG」を開催します」を開催します」を開催します」を開催します    ～～～～    

 
 

    本本本本市の観光産業は「天橋立」周辺エリアが中心となっているが、宮津の海を活用した更な市の観光産業は「天橋立」周辺エリアが中心となっているが、宮津の海を活用した更な市の観光産業は「天橋立」周辺エリアが中心となっているが、宮津の海を活用した更な市の観光産業は「天橋立」周辺エリアが中心となっているが、宮津の海を活用した更な

る魅力向上を図るため、る魅力向上を図るため、る魅力向上を図るため、る魅力向上を図るため、田井宮津ヨットハーバーを中心とした田井臨海エリアの賑わ田井宮津ヨットハーバーを中心とした田井臨海エリアの賑わ田井宮津ヨットハーバーを中心とした田井臨海エリアの賑わ田井宮津ヨットハーバーを中心とした田井臨海エリアの賑わいづいづいづいづ

くりに向け、大学の有識者をはじめ関係団体とともに、ヨットハーバーのあり方等についてくりに向け、大学の有識者をはじめ関係団体とともに、ヨットハーバーのあり方等についてくりに向け、大学の有識者をはじめ関係団体とともに、ヨットハーバーのあり方等についてくりに向け、大学の有識者をはじめ関係団体とともに、ヨットハーバーのあり方等について

検討し検討し検討し検討します。ます。ます。ます。    
    
 日 時 

・令和２年９月 30 日（水） 13：30～ 
 

 場 所 

・京都府青少年海洋センター 講堂 
 

 内 容 

・田井宮津ヨットハーバーの現状とこれまでの取組み等について説明 

・田井宮津ヨットハーバー現地視察 

・ワークショップ「人が集い賑わいを創出する田井臨海エリアの将来像」 
 

その他 

・「田井臨海エリアにぎわいづくり WG」は全３回開催予定 
 

【参加団体（予定）】 

 Hotel＆Resorts 京都宮津、宮津市ヨット協会、丹後海陸交通㈱、天橋立観光協会、 

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、 

田井自治会、京都府青少年海洋センター、京都府水産事務所、京都府港湾局、 

京都府丹後広域振興局、マリン事業者、宮津市 

 

 

 

 

 

 

 

 

田井臨海エリアの賑わい創出に向けた将来像を検討田井臨海エリアの賑わい創出に向けた将来像を検討田井臨海エリアの賑わい創出に向けた将来像を検討田井臨海エリアの賑わい創出に向けた将来像を検討    

Press Release  
宮津市 

<<<<田井宮津ヨットハーバー田井宮津ヨットハーバー田井宮津ヨットハーバー田井宮津ヨットハーバー>>>>    

  



 
 

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２年９月 25 日 

     10 月１日から由良地区で、地域主体の新たな交通サービスである公共交通空白地有償

運送がスタートします。由良地区では、上石浦や丹後由良駅など、由良地区から道の駅海

の京都宮津を結ぶ、丹海バス島陰新宮由良線が運行されていましたが、令和２年 9月 30 日

をもって廃止が決まったことで、地域の皆様が由良有償運送運営協議会（会長 藤本長壽）

を立ち上げ、公共交通空白地有償運送を実施されることとなりました。 

つきましては、運行開始日となる令和２年 10 月１日に出発式を開催されることとなり

ましたのでお知らせいたします。 

 
 日 時 

・令和２年 10 月１日（木）10：00～ 

 

 場 所 

・由良地区連絡所（宮津市字由良１２８９番地の１） 

 

 式次第（予定） 

・会長挨拶 

・来賓挨拶（宮津市長） 

・出発 

 

主催：由良有償運送運営協議会 

 
【参考】 
 ○公共交通空白地有償運送とは 

・ＮＰＯ法人や自治会などが運送主体となって、過疎地やその他の交通が著しく不便な地域で行う
白ナンバーでの運送。利用者は原則地域内の住民かつ事前会員に登録された方のみ。運転手は２種
免許を持たなくても、講習を受ければ運転可能。 

 
○由良有償運送運営協議会による公共交通空白地有償運送 
・バスのように決まった時刻に決まったバス停を運行。 
ただし、利用２日前までの事前予約制。予約のあるバス停以外は通過。 
予約がなければ運行なし。 

・利用には会員登録が必要（由良地区自治会員は登録済み） 
・運行ルートは由良地区⇔道の駅海の京都宮津 
・火・木曜日運行（祝日、お盆、年末年始運休） 
・運賃は由良地区内の乗車 200 円、由良地区外の乗車 300 円 
 

  〇市内の公共交通空白地有償運送の取り組み 
  令和２年４月～ 上宮津地区（上宮津有償運送運営協議会） 
          養老・日ヶ谷地区（橋北移送サービス運営協議会 

由良地区での公共交通空白地有償運送の出発式を開催します。由良地区での公共交通空白地有償運送の出発式を開催します。由良地区での公共交通空白地有償運送の出発式を開催します。由良地区での公共交通空白地有償運送の出発式を開催します。    
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