宮津市まちづくり補助金 実績一覧
年度

補助対象事業名
地域映画「天国はまだ遠く」
支援事業

実施団体

事業内容

宮津天橋立地域映画
プロジェクト実行委
員会

宮津を舞台とした地域映画「天国はまだ遠く」の製作・上
映の支援を行い、映画上映を起点に「宮津・天橋立」の魅力
を全国に発信するなど、地域の活性化を図った。

総事業費

補助金額

20,000,000円

20,000,000円

20,000,000円

20,000,000円

27,385,500円

27,385,500円

13,143,000円

13,143,000円

8,125,143円

1,000,000円

6,000,000円

1,000,000円

2,795,035円

490,000円

6,573,378円

1,000,000円

25,203,650円

17,490,000円

左のうち
基金充当額

20
1件
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かつてあった宮津城の城壁を復元するとともに現存する太
鼓門の移築を行い、城下町としての風情を甦らせることで、
市街地の観光地としての魅力を高めるなど、住み良いまちづ
くりを進めた。
府中小学校グラウンド下国道沿いに土塀風擁壁を設置し
た。当該個所は、「雪舟のまちづくり」を推進するに当たっ
ての重要なランドマークであり、かつ通学路・観光導線等と
しての安心・安全の確保にも資することができた。
一旦都会へ出た若者でも、祭りの時期には地元に帰ってく
る者も多い。そこで、若者定住促進・世代間交流・地域連帯
意識の向上を図るため｢祭り」に焦点を当てた事業を行い、地
域社会の連帯意識の強化等を図った。
本保存会25周年記念事業として、上世屋にある旧上世屋分
校（廃校）の改修工事を行い、会の活動拠点とするととも
に、世屋地区の地域文化の情報発信交流施設として利活用を
図った。
天橋立のそばにある文珠地区は、観光地でありながら空き
家も多く、景観上の問題ともなっている。そこで、地域住民
も参加し、空き家を改修することで、景観意識の高揚を図っ
た。また、改修した空き家を天橋立の魅力発信を行う拠点と
して活用した。
地域再生活動を行う大学生団体の連携を深めるためのサ
ミットを開催するとともに、ネットワーク・データベースの
構築を図った。また、世屋地区にある大学生たちの活動に
よって甦らせた笹葺き古民家を活動拠点として整備した。
「丹後物狂」は、天橋立を題材とする能の演目の一つで、
永らく廃曲となっていたが、この度観世宗家の協力のもと復
曲された。これを天橋立の地において演能し、あわせて天橋
立の価値を世界に発信した。

宮津城の城壁復元及び太鼓門
の移築事業

宮津城の城壁復元に
取組む会

府中小学校土塀風擁壁整備事
業

府中をよくする地域
会議

吉津げんきプロジェクト『み
んなの手で吉津文化の再生・
新生』

吉津げんき会

「藤織りの里・上世屋」拠点
交流施設整備・活用事業

丹後藤織り保存会

天橋立周辺の景観意識の高
揚・空家を利用して天橋立の
魅力を発信する

文珠まちづくり協議
会

地域住民と都市住民の協働に
よる「第三の場事業」

世屋高原地域再生コ
ンソーシアムいー
ポートコミュニ
ティー

天橋立「能・丹後物狂」復曲
事業

天橋立「能・丹後物
狂」実行委員会

新浜における新しい観光拠点
づくり

宮津まちづくり研究
会

新浜地区において新たな賑わいづくりの合意形成を図り、
魅力ある集客施設の整備を行い、滞在型観光地への転換を目
指すためのイベント等を開催した。

6,163,029円

1,800,000円

景観まちづくり推進事業

宮津市まち景観形成
協議会

宮津市は多くの景観資源が点在しているが、まちなみ景観が
崩れてきている。このため、まち歩きやワークショップなど
により、地元住民によるまちづくりのイメージを形成し、
「住んで良し、訪れて良し」のまち並み景観の計画づくりを
行った。

5,106,890円

1,702,890円

10,000,000円

宮津市まちづくり補助金 実績一覧
年度

21

補助対象事業名

実施団体

事業内容

総事業費

補助金額

天橋立環境教育推進事業

天橋立を守る会

天橋立が持つ様々な価値を公園利用者や地元住民にわかり
やすく伝達し、環境保全意識の向上、価値の共有を図るた
め、天橋立ネイチャーマップ及びガイドブックを作成した。

1,260,000円

210,000円

地域住民の発信力を育て活用
するためのショートムービー
フェスティバル

宮津市メディアセン
ター実行委員会

宮津を題材にしたショートムービー・CMを全国から募集
し「宮津ショートムービーフェスティバル」を開催した。
また、府内の大学と連携したワークショップを開催し、人
材育成を図るとともに情報発信力の向上に貢献した。

3,007,393円

500,000円

天橋立の景観保護を推進する
運動

天橋立文珠繁栄会

近年はカキ殻等が景観を損ない、悪臭を放つなどの悪影響
を及ぼしている。課題となっているカキ殻について地域住民
の力を結集し、解決に向けた取組みを行った。

1,201,622円

200,000円

皆が知ろう！「まちなか」の
魅力～市内散策モデルコース
の策定とサイクルツアー実施
による、地域の魅力再発見～

宮津観光ピント会

2,944,750円

490,000円

文珠地区歴史年表づくりと記
録（写真類）保存活動

文珠地区歴史年表づ
くり委員会

1,099,455円

160,000円

宮津再発見の拠点｢たんご
ミュージアムⅡ」の運営事業

NPOたんご村

4,210,000円

700,000円

細川ガラシャを活かした観光
まちづくり事業

丹後宮津桔梗の会

地域の歴史･文化に愛着を持たせ、地域の活性化を図るた
め、ガラシャゆかりの地としての「歩く観光」の開発を行う
ため、講演会の開催、マップの作成、歩こう会を開催した。

920,493円

150,000円

高齢者ふれあいサロン事業

吉津婦人会

幅広い層の交流の場であり、生きがいづくりにもつながっ
ている「ほっとさろん」について、マンネリ化の解消のた
め、紅葉まつりの開催や設備の整備などを行い、継続的な事
業実施の足掛かりとした。

1,209,965円

200,000円

116,349,303円

67,621,390円

720,010円

130,000円

3,325,026円

550,000円

2,990,071円

480,000円

688,456円

110,000円

市内散策モデルコースの策定、案内板の設置。また、サイ
クルツアーの企画実施によりサイクリングロード＆散策ロー
ドの利活用を図るとともに、これらの事業等を情報発信し
た。
地域住民共通の基盤である地域の成り立ちや歴史、季節ご
との行事、あるいは民話など、忘れられつつあることを記録
することで、共同意識を高め、子供たちを含め未来の地域づ
くりの一助とした。
市の魅力をデジタル最新技術で表現する「たんごミュージ
アムⅡ」を運営し、観光客へのアピール、滞在型観光へのシ
フトを図るとともに、地域ボランティアによる運営とするこ
とで、宮津のコミュニティの豊かさを発信した。

17件

金引の滝祭り

宮津観光ピント会

第２回丹後映像フェスティバル

宮津メディアセン
ター実行委員会

宮津キャッスルハッスル

宮津キャッスルハッ
スル実行委員会

高齢者ふれあいサロン

吉津婦人会

22

中心市街地の賑わいを取り戻し、活性化を図るため、「金引
の滝祭り」を開催し、神事、巫女舞奉納、火の滝太鼓や津軽
三味線、篠笛の演奏と舞のコラボレーション等を実施。フィ
ナーレに大護摩法要を実施した。
地域活性化に向けて、新たな丹後の魅力を再発見できる場所
とともに、議論･模索できる場所として発展させるため、丹後
映像フェスティバルの２回目の開催や共同制作、交流会を
行った。
市民が歴史文化に触れ、郷土を誇りに思う気持ちを育むとと
もに、訪れる人々に宮津のまちの魅力を発信していくことを
目的として、宮津キャッスルハッスルの開催や、「しらかべ
のみち」道しるべ碑の設置を行った。
住民の交流の場をさらに広め、高齢者の方が一人にならない
ように努め、また、KTRの利用促進のため魅力ある会場作り
を行い、月１回の「ほっとさろん」に加えて参加型のサロン
も開催した。

左のうち
基金充当額

44,200,000円

宮津市まちづくり補助金 実績一覧
年度

22

補助対象事業名

実施団体

事業内容

総事業費

補助金額

「績（う）んで・つないで・
藤織り交流」事業

丹後藤織り保存会

受け継がれてきたものを大切にする心と生活の知恵を次世代
に「績んで・つないで」いくため、藤織り講習会や大収穫祭
を開催した。

689,099円

110,000円

旧三上家住宅周辺と寺町界隈
を元気にする事業

旧三上家住宅周辺と
寺町界隈を元気にす
る会

地域住民が一緒になって、旧三上家住宅を拠点として、当地
域の様々な魅力を観光客などに向けて発信するため、交流事
業、勉強会を開催し、外国語の地理案内看板やポスターを作
成した。

1,050,000円

170,000円

安寿足湯

由良松寿会

地域資源を活用して、地域コミュニティの創生と特産品の開
発による地域の活性化を推進するため、安寿足湯と健康サロ
ンを設置し、オープニングセレモニーを開催した。

2,257,124円

370,000円

地域への愛着を高めるとともに地域として後世に伝えていく
ことに繋げるため、電飾龍の制作や「龍舞」の披露と展示を
行った。

3,014,676円

500,000円

14,734,462円

2,420,000円

健康サロン事業

伝統行催事の後継者育成プロジェクト
天橋立文珠繁栄会

8件

特定非営利活動法人
地球デザインスクー
ル

新しい形の環境教育プログラム「京都自然塾」を導入するにあた
り、広く多くの人に、地球環境の現実を知ってもらい、なぜ今環境
教育が必要なのかを伝えることを目的にオープニングイベントの開
催や環境教育プログラムの推進のための地元スタッフ養成、他団体
等との協働を実施した。

2,147,967円

350,000円

平成23年度キャッスルハッス 宮津キャッスルハッ
ル
スル実行委員会

大手川をはじめとした地域資源を活用し、宮津市中心市街地だけで
なく、地域全体の活性化を図っていき、地域に根差した団体の緊密
な協働運営により地域の団結力の強化を図るため、第２回宮津
キャッスルハッスルの開催した。（ダンボール舟レース等）

1,010,908円

150,000円

「今福の滝」への「東屋」の
設置事業

今福地区・村づくり
委員会

市民との交流の場、自然豊かな憩いの場としての「今福の滝」周辺
を更に催し物や食事の場としての活用が図れる施設にするため、ま
た、自然学習や訪問客の休息の場としても活用できるよう、滝壺近
辺の植林を活用した「ログハウス」式の「東屋」を建設した。

1,433,250円

230,000円

外国人観光客おもてなし事業

宮津天橋立インバウ
ンド促進協議会

外国人観光客の受入体制の整備及び誘致活動の強化によって観光振
興及び地域活性化を図るため、外国人観光客との意思疎通のための
翻訳ツールの開発、構築や、安心、安全な旅への広報宣伝活動を
行った。

3,000,000円

500,000円

大手川周辺におけるにぎわい
創出事業

大手川ふれあい未来
塾

大手川周辺の公共空地等を活用したにぎわい創出事業を地域団体や
行政が一体となって取り組み観光客集客を図るとともに、地域住民
の憩いの場を創出しかつての城下町、港町のにぎわいを取り戻すた
め、夜市を開催し、「てんころ舟床」の設置等を実施し、事業実施
の成果等を検証した。

4,587,755円

750,000円

第３回丹後映像フェスティバ
ルの開催

宮津メディアセン
ター実行委員会

地域活性化を図り、新たな丹後の魅力を再発見する場所、議論や模
索できる場所になるよう、第３回丹後映像フェスティバルを開催し
コンペティションや、共同制作のショートムービーを上映した。ま
た、宮津まちかどシアターを開催した。

3,354,170円

500,000円

滝上公園さくら祭り

宮津観光ピント会

市内の桜の名所、滝上公園での花見モード盛り上げるため,沿道に４
～５m間隔で30本程度の「ぼんぼり」を設置したり公園の桜の木
を灯光機、水銀灯などでライトアップした。また、３月末に桜整備
完了告知のため、コンサートを開催した。

751,321円

120,000円

主要機関による地域活性化事
業

地域活性化委員会

ＫＴＲの利用促進を推進するとともに、海を活用した新しい形の観
光振興を試みるために、一定期間KTR客室内に装飾を施した。ま
た、KTR同様観光船にも装飾を施し海賊船にしつらえ試験運行し
た。

400,000円

200,000円

京都発環境教育実践「京都自
然塾」

23

左のうち
基金充当額

2,420,000円

宮津市まちづくり補助金 実績一覧
年度

23

補助対象事業名

実施団体

事業内容

補助金額

高齢者により守り続けた伝統
文化の伝承と後継者育成また
健康的な地域社会の活性化。

特定非営利活動法人
宮津町衆の会

高齢者の人生経験で培った知識や技能、経験を活かして、宮津踊り
や伝統楽器を、高校生をはじめ若者を対象にした後継者を育成する
とともに、地域コミュニティの創出、活性化を図るため、まちなか
観光施設を整備した。

1,802,444円

290,000円

高齢者マイスター活動の事業
と地域活性化

宮津まちづくり研究
会

高齢者の人生経験で培った知識や技術、経験を活かした高齢者の健
康づくり、生きがいづくりを行うとともに、宮津の町の歴史、文化
を伝承するため、シンポジウム等を開催した。

513,651円

80,000円

府中地域景観まちづくり事業

府中をよくする地域
会議

府中らしい景観まちづくりを推進するとともに、地域全体を網羅し
た観光ルートの制定や災害から住民、観光客を守る仕組みづくりを
行うため、「天平の道」整備・保全事業やウォーキングマップ及び
住む人・来る人防災マップの作成を行った。

2,700,000円

450,000円

景観保全活動を通じての地域
活性化

西部地区景観まちづ
くりを進める会

3,001,266円

500,000円

天橋立の景観をより良くし、
人に優しい町を作る運動

天橋立文珠繁栄会

1,503,740円

250,000円

地域の環境保全と景観の美化
を図り魅力的な憩いの場づく
り事業

日ヶ谷地域会議

3,254,000円

500,000円

29,460,472円

4,870,000円

900,000円

150,000円

城下町、港町風情を感じさせる魅力的な景観の保全、創造等を図る
とともに、地域住民全体で継続的に魅力的な景観まちづくりを推進
するため、地域住民と協働による景観まちづくりの基準づくりや案
内看板の作成、ライトアップ広報のためのチラシ、ポスター作成や
歴史景観研修会を行った。
景観条例規制のある日本三景天橋立の景観を地域住民で力をあわせ
守り、景観や高齢化社会、観光客に配慮した地域になるよう、まち
あるきや、学識者及び有識者による講演会、研究会をした。また、
ガードレールやプランター木製カバー等の塗り替えや誘導看板を設
置した。
地域住民の自然環境保全と環境美化に対する意識を高めるともに、
地域内外との交流ができる魅力的な憩いの場を創出し、地域活性化
につなげるため、耕作放棄田を活用し、水生動植物池の造成や東屋
を設置した。

14件

cryptomeria-book

・偉人ブック製作及び地域連携事業実施
・偉人パックの製作及び公民館事業の実施
・WEBページ設置

世屋の里川を考える
会

・里川の整備、活用に向けた意見調整、計画策定のためのワーク
ショップの開催や里川に関係した伝統文化と河川利用等に関連した
講演会の開催。
・里川文化に関する展示及び映像アーカイブ制作
・里川景観に関するパンフレット制作及びインターネットによる情
報発信と共有

3,007,509円

350,000円

～江戸から現代へ、歴史･文
現代版北前船プロ
化･芸術紀行～ 現在版『北前 ジェクト宮津実行委
船』プロジェクトＩｎ天橋立 員会

・宮津の歴史、三上家の歴史を音楽とともに英語で紹介する「宮津
の歴史のお話の音楽のひとときＩnEnglish」の開催
・地域の歴史的空間を活用した、歴史、芸術、生活文化に関するイ
ベントの開催や他地域、他団体との交流など
・歴史資源を掘り起こし資料の集積を行う（パンフ、HP作成）み
やづ歴史発掘プロジェクトの実施

1,672,313円

240,000円

平成24年度 大手川周辺にお 大手川ふれあい未来
ける賑わい創出事業
塾

・第2回大手川ふれあい祭りの開催（ダンボール舟レースとの共催
及び楽食楽宴、子供･親子をターゲットとしたゾーンの設置や鯉の
ぼりイベントの実施）
・新事業実証実験の実施（dog、サイエンス、川遊びに関する内容
で賑わい創出をしていく方法を検討する）

5,501,950円

980,000円

第三回宮津キャッスルハッス
ルダンボール舟レース～勘左
衛門カップ2012～

・第三回宮津キャッスルハッスルダンボール舟レースの開催

869,158円

130,000円

丹後偉人ブック計画

上世屋の里山景観に調和した
里川の創出と活用

24

総事業費

宮津キャッスルハッ
スル部会

左のうち
基金充当額

4,700,000円

宮津市まちづくり補助金 実績一覧
年度

補助対象事業名
高齢者により守り続けた伝統
文化の伝承及びまちなか観光
施設としての取り組み。

実施団体

事業内容

特定非営利活動法人
宮津町衆の会

・宮津の伝統芸能、日本文化の講習会を開催。
・受講生獲得のために初心者入門講座を無料で開催。

総事業費

補助金額

785,362円

130,000円

12,736,292円

1,980,000円

左のうち
基金充当額

24
6件

大手川、ふれあい広場周辺の
賑わい創出及び宮津全体への
活性活動

大手川ふれあい未来
塾

・にぎわい創出のため夜市、鯉のぼりまつり及び映像空間演出の開
催
・「dog」に着目した構想の更なる事業展開を図るためのフィール
ド別調査や事業計画の再検討
・大学との連携

2,829,640円

470,000円

地域環境保全事業（タケノコ
畑再生）

特定非営利活動法人
京都発・竹・流域環
境ネット

・竹林整備に関連してタケノコ畑を再生する取組を実施
・環境保全のための河川敷整備及び環境学習の開催、パンフレット
の作成
・人材育成講座を開催（活動充実支援）

1,300,004円

210,000円

江戸から現代へ～歴史・文
化・芸術紀行～現代版北前船
プロジェクトIn天橋立

現代版北前船プロ
ジェクト宮津実行委
員会

・北前船の歴史の中で影響を受けた建物を会場とした歴史講座や
ワークショップなどの開催
・北前船に関する地域である由良での天橋立塾の開催
・宮津に残る地唄を現代版に再構築し伝承を図る取組の実施

1,612,590円

240,000円

芸事教室及び施設活用として
のネットシステムの導入とそ
れによる広報事業

特定非営利活動法人
宮津町衆の会

・予約の利便性向上のためのぴんと館貸出のインターネット予約シ
ステムの導入
・新しい講座の開設
・若者への文化伝承のため高校生対象の芸事講座を開設（期間限
定、夜間の開催）

1,093,837円

180,000円

エコツーリズム推進による世
屋地域の地域振興

宮津市エコツーリズ
ム推進協議会 世
屋・高山ガイド部会

・里山に関する環境保全や研修、ガイド企画及び情報発信の実施
・地元事業店と連携したエコツアーの内容充実と新しいイート商品
の創出

753,333円

120,000円

史跡探訪、陶芸や紙芝居を通
じての交流会の開催と民話・
伝説の記録

文珠地区民話等記録
委員会

・民話、伝説の紙芝居の読み聞かせや、陶芸教室の開催
・絵本の作成や歴史研究会及び寺宝の見学会の開催

1,866,761円

310,000円

奥山コミュニティー環境整備
事業

吉津げんき会

・伐採竹林の撤去、手すりの塗装、ベンチ作成、植樹等を地元で取
り組む
・広場の整備及び井戸整備を実施し、鳥獣被害防止や、災害防止に
つなげる

1,202,938円

200,000円

丹後子ども「夢」「感動」プ
ロジェクト

京都ハンナリーズ宮
津大会運営委員会

・小学生対象バスケットボールクリニックの開催
・小学生対象チャレンジカップの開催

740,000円

120,000円

宮津・竹の学校事業

特定非営利活動法人
地球デザインスクー
ル

アーティストによるワークショップや勉強会、清掃活動などを開催
し、地元住民や学生との交流も図る
・竹をテーマにした国際的イベントの開催

2,042,435円

320,000円

13,441,538円

2,170,000円

25

9件

1,980,000円

2,150,000円

宮津市まちづくり補助金 実績一覧
年度

26

補助対象事業名

実施団体

事業内容

総事業費

補助金額

地域の個性を活かした「元
気」プロジェクト

丹後のハッピーに貢
献する実行委員会

・コース設定などの調査活動
・グランドゴルフ体験教室の開催
・グランドゴルフ大会の企画実施
・地域住民の憩いの場としてのグランドゴルフ場の整備

3,279,762円

500,000円

由良地区
事業

由良を良くする地域
会議

・北前船展示室整備（絵馬の模写、看板の作成ほか）
・北前船関連地周辺の整備（観光客誘客及び文化伝承にための整
備）

3,000,000円

500,000円

宮津・竹の学校事業2014

特定非営利活動法人
地球デザインスクー
ル

・竹笹類の利用に関する調査研究（資源量調査）
・竹のデザイン及び製品開発（手ぼうきづくり研究会、ワーク
ショップや、竹のデザイン・チャレンジ・フェーズなどの開催）
・竹に関する教育普及（竹活用の体験学習プログラムの施行、竹の
学校文化祭実施）
・情報発信、教材開発（HP、プレスリリース、竹の教科書2014
編集、印刷）

3,004,154円

500,000円

『海の京都』拠点地区「天橋
立」の環境保全事業

文珠自治会

・新たな観光スポット「どんぶち」の整備計画立案、土砂あげ場整
備など
・観光ルートの整備計画立案、樹木伐採、除草等

1,500,000円

250,000円

海の京都マスタープラン
もてなし空間の創出

天橋立文珠繁栄会

・おもてなしベンチの制作
・案内看板の作成計画（講師派遣）
・文珠地区のライトアップ実施（専門家監修）
・天橋立名物丼のPRなど

3,000,007円

500,000円

日置むらおこし事業

ワイワイ

・地元食材の聞き取り調査とそのアピール、販売方法の検討
・イベントの開催（そば＆そうめん流し、そば祭り、ちびっこもち
つき）
・種子栽培活動とその継続実施
・環境保全活動（公園入口の清掃）

449,631円

220,000円

特産物開発（天然わさび）に
よる新産業おこし

上宮津わさび研究会

・試験田の改良、洗浄及びわさび苗植栽の継続

600,000円

100,000円

北前船から学ぶ寄港地の魅力
を活用したまちづくり事業

現代版北前船プロ
ジェクト宮津実行委
員会

･北前船に関する資料調査及び北前船の歴史資源を活用したまちづ
くり懇親会の開催
･北前船が残した歴史資源的建物を会場にした音楽会、アート展開
催
･民謡の普及や北前船関連の講演会等の開催

1,195,435円

150,000円

16,028,989円

2,720,000円

北前船まちづくり

お

ぐるーぷ

8件

左のうち
基金充当額

2,700,000円

宮津市まちづくり補助金 実績一覧
年度

補助対象事業名

実施団体

事業内容

「エコの環」事業の自立に向
けての整備事業

認定NPO法人
ルーシー阿蘇

ブ

海の京都 天橋立まち灯りぶ
らり散策事業

天橋立文珠繁栄会

海の京都天橋立府中地区ブラ
ンディング＆おもてなし事業

宮津・竹の学校2015

・生ごみ処理量の増大による、堆肥量の増量
・安心・安全な野菜づくりの推進
・「エコの環」野菜の知名度向上のためのPR

総事業費

補助金額

968,712円

70,000円

・天橋立砂浜及び廻旋橋～大天橋の松のライトアップ
・智恩寺山門及び駅広場等の和傘照明、駅前から茶屋通り及び天橋
立内のまちなか行燈によるライトアップ
・智恩寺山門でのライブ演奏
・イベントのチラシ作製、インターネットを活用した宣伝

2,112,341円

350,000円

天橋立府中観光会

・地域イメージ発信のための看板新設
・天橋立フォーラムの開催及び成相寺千日まいり体験
・成相寺紅葉ライトアップ
・観光客へのおもてなし及びクーポンくじの実施

3,000,000円

500,000円

特定非営利活動法人
地球デザインスクー
ル

・竹笹類の利用に関する環境調査、利活用調査
・手ぼうきづくり研究会、ワークショップ、竹のデザイン・チャレ
ンジ・ミーティングなどの開催
・竹活用の体験学習プログラムの継続、宮津市既存イベントへの竹
灯篭展示のための市民参加による竹灯篭作成
・HP、プレスリリース、竹の教科書2015編集、印刷

3,072,295円

500,000円

文珠地域村おこし事業

文珠村おこし活動委
員会

・「丹後物狂」の絵本作成
・子ども会等を対象に、地域にまつわる伝説や童話の紙芝居の読み
聞かせ
・「ほたるの里」復活に向けた、地域住民対象の勉強会等の実施
・細川氏と智恩寺に関する講演会の開催、及び「一木楽焼」の作品
や資料の展示
・陶芸教室や認知症についての勉強会の開催
・天橋立浜公園、駅近辺、涙が磯近辺の環境美化活動

2,310,399円

380,000円

認知症を幸せに生きる「上田
諭 ふるさと講演会」「みん
なで集まり体を動かそう」

宮中37会

・宮津出身の上田精神科医による認知症についての講演会の開催
・健康福祉を目的とした市民対象の運動クリニックの開催

221,185円

110,000円

北前船から学ぶ寄港地の魅力
を活用したまちづくり事業

現代版北前船プロ
ジェクト宮津実行委
員会

・北前船の歴史に縁のある会場で、音楽会や講演会、ワークショッ
プ等を開催
・訪問演奏会の開催

1,457,924円

150,000円

花蓮の里同好会

・花蓮の里公園近辺の遊歩道の造成や、休憩所修繕等による園内整
備
・改植や古根除去による花蓮の生育促進、及び花蓮先進地視察研修
・ホタル増殖のための事業実施、及び先進地視察研修
・団体主催のイベント実施のためのテント購入

3,086,055円

500,000円

16,228,911円

2,560,000円
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花蓮の里（水生動植物公園）
の整備事業

8件

左のうち
基金充当額

2,500,000円

宮津市まちづくり補助金 実績一覧
年度

補助対象事業名

実施団体

事業内容

総事業費

補助金額

橋立風鈴開発・普及プロジェ
クト

特定非営利活動法人
地球デザインスクー
ル

・新たな産業創出の視点から、竹材で制作する橋立風鈴の開発と普
及

442,772円

210,000円

宮津魅力復刻事業

宮津SASSA YO
YASSA実行委員会

・過去当地に繁栄をもたらした近代作品（書物）に関する座談会及
びまち歩きの実施
・書物の翻訳及び住民とともに宮津の現状についてまとめた付録を
含む小冊子の作成

566,127円

90,000円

忠興・ガラシャのブランディ
ング及び細川ゆかりの地魅力
強化事業

細川忠興公・ガラ
シャ夫人生誕450年
記念事業実行委員会

・細川夫妻による観光振興及び地域活性化のため、忠興・ガラシャ
のブランディング事業の実施及び植樹式やライトアップイベントの
実施
・細川夫妻のエピソード講演会の開催及び細川夫妻のキャラのイラ
ストデザインの作成

1,263,998円

200,000円

海の京都 天橋立運河水中ラ
イトアップ「光の天の川」ナ
イトクルーズ

天橋立文珠繁栄会

・夜の新しい観光コンテンツ創造のため、ナイトクルーズ運航と、
それに合わせた文珠水道のライトアップを実施
・クルーズとライトアップの空撮を実施

1,251,400円

200,000円

上宮津祭りの次代伝承と活性
化の取り組み

上宮津自治会

・幟等祭り道具整備
・祭り研修会を開催し、他地域の先進的な祭りの取組みの講演会等
を実施

2,127,672円

1,000,000円

惣祭りの次代伝承と活性化の
取り組み

惣自治会

・幟の整備
・今後の祭りのあり方について、課題整理と方策について協議
・自治会内への祭りの周知による伝承及び活性化の取組み

376,000円

180,000円

大垣地区内の案内板設置・植
樹事業

大垣一倶楽部

・街中散策用の案内看板の作成
・環境保全と景観美化のために土手の清掃及び植樹の実施

300,520円

150,000円

大師山散策道整備事業

大師山を守る会

・大師山散策道の整備（足場補修、倒木等の伐採、植樹、手すり、
看板等の設置）及び清掃活動
・ウォークラリーの実施
・散策用マップの作成

2,975,489円

490,000円
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左のうち
基金充当額

宮津市まちづくり補助金 実績一覧
年度

補助対象事業名

滝馬まつりの活性化及び次世
代への継承

実施団体

事業内容

・幟の整備
・今後の滝馬まつりの継承及び活性化に向けた意識向上の取組み

総事業費

補助金額

672,800円

330,000円

9,976,778円

2,850,000円

・地産地消を活かした料理教室の開催
・野菜（規格外）鮮魚（市場流通外）を有効活用した弁当の販売。

1,329,660

100,000

・樹木粉砕機により竹、樹木をチップ化し、肥料化・燃料化の試作
に取り組み、森林資源を活用した事業創出を検討

5,380,971

830,000

・成相本坂道の周辺雑木伐採等による整備、展望所の設置
・成相本坂道を登るイベントの開催
・トレイルマップの作成

3,000,000

500,000

上世屋における空き家活用勉強会
上世屋定住促進協議会
を通じた移住促進

・旧上世屋公民館を活用し、移住体験施設「セヤハウス」として改
修整備
・空き家改修のノウハウを学べる場づくりとしてワークショップを
開催

2,947,547

490,000

特定非営利活動法人地
球デザインスクール

・新たな産業創出の視点から、放置竹林を有効活用し、竹材で制作
する橋立風鈴の開発と普及を行った

157,560

70,000

・新浜地区内の空き家をまちづくり拠点として整備するワーク
ショップの開催
・空き町家再生支援方法の検討交流会の開催
・活動内容のインターネット配信と冊子作成

884,373

140,000

13,700,111円

2,130,000円

1,737,218

190,000

滝馬自治会

左のうち
基金充当額

28
9件

料理研究会の弁当配達等事業

公益社団法人
宮津与謝広域シルバー
人材センター

樹木粉砕機導入事業（森林資源活
上宮津地域会議
用研究事業）

成相本坂道整備事業

成相本坂道を守り伝え
る実行委員会

29

橋立風鈴開発・普及プロジェクト

宮津わくわく活動拠点からのまち
宮津地域創生ネット
づくり

6件

料理研究会の弁当配食等事業

公益社団法人
宮津与謝広域シルバー
人材センター

・地産地消を活かしたお弁当づくり、配食サービスの継続
・独居老人宅への個配昼食弁当の研究
・各イベントに参加し健康弁当の販売を実施
・地産品を活用した商品開発の研究
・新施設に活動拠点を移転し、配食の拡大

2,750,000円

2,100,000円

宮津市まちづくり補助金 実績一覧
年度

補助対象事業名

実施団体

事業内容

総事業費

補助金額

上世屋における空き家活用勉強会
上世屋定住促進協議会
を通じた移住促進

・空き家改修のノウハウを学べる場づくりとしたワークショップの
開催
・移住者受け入れ地域・団体との情報
交換会の開催

2,945,894

460,000

山形県鶴岡市庄内由良及び北前船
寄港地酒田市との交流による由良 由良自治連合会
地区の地域活性化事業

・山形県鶴岡市庄内由良との交流継続と北前船の寄港地関連地での
連携及び事前研究会、交流会、報告会の実施

902,170

130,000

栗田祭り紹介冊子配布事業

・栗田地域の活力あるまちづくりを推進するため、栗田祭り紹介冊
子を作成し、伝統文化の継承や地域への愛着を醸成
・栗田の資源を活かした地域活性化を図るため、勉強会、講演会の
開催

597,592

270,000

栗田地域会議

左のうち
基金充当額

30

葵祭における大神輿の復活及び葵 元伊勢籠神社神輿復活
祭を通した地域の活性化事業
実行委員会

・葵祭での国分地域による大神輿復活を目指した地域の体制作り
・神輿担ぎの練習のための衣装や練習用神輿を作成

3,692,998

740,000

宮津祭と宮津城下～宮津藩祭 山
王祭『宮津祭』原点から未来を描 山王宮神輿組
く～

・地域への愛着やコミュニティ確立のため、宮津祭の原点をたどる
冊子と映像を製作
・フォーラムの開催や冊子配布による新たな担い手の獲得

2,101,076

320,000

宮津わくわく活動拠点からのまち
宮津地域創生ネット
づくり

・新浜地区内の空き家をまちづくり拠点として整備するワーク
ショップの開催
・地域住民と交流イベントの開催や独居老人に対する福祉ニーズの
研究

912,317

150,000

防災体制づくり

・避難所マップ看板の作成や消防署職員による講習、自衛消防隊に
よる消火訓練等実施
・自治会で避難場所としている奈具神社の側溝の修繕

1,774,547

230,000

14,663,812円

2,490,000円

由良脇自治会

8件

2,490,000円

宮津市まちづくり補助金 実績一覧
年度

補助対象事業名

実施団体

事業内容

総事業費

補助金額

左のうち
基金充当額

細川ガラシャゆかりの地みやづ魅 大河ドラマ「麒麟がく
力発信強化事業
る」宮津市推進協議会

・大河ドラマ「麒麟がくる」に関連した観光資源の開発とPR活動
の推進

2,285,673

370,000

ふるさとへの想いを育むプロジェ
時の響き実行委員会
クト

・地域と関わりの深い建物等を利用し、歴史文化の発信・ふるさと
学習などを行う芸術祭を行う。
・廃校の利活用の方法を研究

1,229,928

90,000

3,515,601円

460,000円

ふるさとへの想いを育むプロジェ
時の響き実行委員会
クト

・上宮津地区の廃校等を活用し、故郷の魅力をARTを通して発信
することで、文化力・創造力・地域力の向上とふるさとへの想いを
育む「学校ミュージアム2020」を開催した。
・福祉・教育施設でのアウトリーチ活動（演奏会）を開催した。
・現代版宮津節（宮津おどり）全編完成記念公開収録「宮津の音・
時の響きコンサート」を実施した。

649,769

70,000

歴史芸能劇「天の波濤」上演と新 歴史芸能劇「天の波
伝承芸能の創造
濤」製作委員会

・地域の歴史を題材とした歴史芸能劇「天の波濤」の脚本作成、出
演者等の募集、劇の練習、劇内でも演じる新伝承芸能の創作と練
習、劇中で使用する用具や衣装の購入を実施した。

1,289,208

200,000

・元普甲道の峠の茶屋ケ成に東屋を設置した。
・宮津街道と元普甲道を散策する古道ウォークツアーを実施した。
・杉山林道終点から散策する天然杉エコミュージアムの写真撮影＆
散策ウォークツアーを実施した。
・杉山天然杉写真展を開催した。

410,684

110,000

3件

2,349,661円

380,000円

0円

99件

283,185,930円

112,651,390円

77,990,000円

31

2件

R2

杉山を核とした魅力発信事業

上宮津・杉山エコガイ
ドの会

0円

