
宮津市定例記者会見 
 
                     令和３年 10月 25 日（月) 午後２時 00 分～ 

                     宮津市役所応接室 

 

【内 容】 

１. リネットジャパンリサイクル株式会社と小型家電リサイクルに 

関する協定の締結 

 

２. 第 5回天橋立駅伝競走大会（第 51回宮津市民駅伝競走大会） 

 

３．丹後大学駅伝（第 83回関西学生対校駅伝競走大会） 

 

４．「海の京都」から都市部の副業希望者へのプロモーションに 

宮津市長と MIYAZU 未来戦略マネージャーが出演  

 

５．宮津天橋立旅得キャンペーン（再） 

 

６．人権市民のつどい（再） 

 

７．今後の行事予定 

 

 

 

次回予定 11/24（水） 14：00～ 応接室 



 
 

お問い合わせ先 市民環境部 / 市民環境課 / 環境衛生係   TEL：0772-45-1617 

 

令和３年１０月２５日 

～ 宮津市とリネットジャパンリサイクル株式会社との 
連携と協⼒に関する協定 調印式 ～ 

 

使⽤済⼩型電⼦機器等（以下「⼩型家電等」という。）の再資源化を促進するための課題

に適切に対応し、市⺠サービスの向上及び資源の有効利⽤の促進に寄与するため、⼩型家電

等の回収に関する連携と協⼒について協定を締結します。 

 日 時 

・令和 3 年 10 月 28 日（木）午後 1 時 00 分～1 時 30 分（終了時刻は予定） 

 

 場 所 

・宮津市役所３階 応接室 

 

 内 容 

・出席者紹介 

・代表あいさつ 

・協定書署名、交換 

・写真撮影 

・意見交換 

 

その他 

・入口での手指消毒をお願いします。 

 

※出席予定者（敬称略） 

 ◆リネットジャパンリサイクル株式会社  代表取締役社長  中 村 俊 夫 

◆宮津市                市 長  城 﨑 雅 文 

リネットジャパンリサイクル株式会社と小型家電リサイクルに 

関する協定を締結します 
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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 10月 25日 

～中学生から社会人までのランナーが仲間と走る喜びを秘め、天橋立松並木を駆け抜けます～  
 

 

一般の部７チーム、中学高校の部７チームの計 14 チームの参加を予定しています。 

   

 日 時 

 ・令和３年 10 月 31 日(日) 午前 10 時スタート  小雨決行 

 

 場 所 

 ・天橋立松並木往復コース 

 

 内 容 

 ・コース ： 1 区 3km  2 区 2km  3 区 2km  4 区 2km  5 区 3km  の合計 5 区 12km 

・参加対象 ： 宮津市、与謝野町、伊根町に在住・在勤・在学する方及びその卒業生。 

・チーム編成 ： （1）一般の部・中学高校の部に分ける。（1 チーム 7 名編成） 

（2）学校、クラブ、職場、地域などでチームを作る。 

（3）一般の部には、小・中・高校生を 2 名まで加えることができる。 

（但し、小学生は 2.0km 区間に限る） 

 

 その他 

 ・主  催：宮津市スポーツ協会、宮津市陸上競技協会 

・後  援：宮津市 

 

※日本陸上競技連盟「陸上競技活動再開のガイダンス」及び「ロードレース再開のガイダン

ス」、宮津市陸上競技協会作成「感染症対策に関する注意事項」に従い開催します。 

 

【担当者のコメント】 

11 月の児童虐待防止推進月間に合わせ、児童虐待防止のオレンジリボンキャンペーン

として、オレンジ色のたすきを使用して競技を行います。（オレンジ色は児童虐待防止の

シンボルであるオレンジリボンの色で、子どもたちの明るい未来を表しています。） 

第５回天橋立駅伝競走大会（第 5１回宮津市民駅伝競走大会） 天橋立で開催  
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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 10 月 25 日 

～関西の 22 校が秋の丹後路で襷を繋ぎます～ 
 

久美浜をスタートし宮津市役所までの京丹後市、与謝野町、宮津市の三市町の

8 区間 84.1km を、学生ランナーが熱い思いを込めて襷を繋ぎます！ 
・昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響により京丹後市での開催となりましたが、

今年は、従来のとおり京丹後市、与謝野町、宮津市の三市町で開催します。 

 日 時 

・令和３年 11 月 20 日（土）午前７時 45 分スタート 
 

 場 所 

・久美浜・浜公園スタート                区間距離    先頭通過予定 

→第 1 中継所 小天橋(みなと悠悠グラウンドゴルフ場前) 1 区（9.0km）  8：12 

→第 2 中継所 七竜峠(七竜峠ロードパーク前)      2 区（7.7km）  8：36 

→第 3 中継所 網野(小浜キャンプ場前)         3 区（7.0km）  8：56 

→第 4 中継所 間人(京丹後市商工会丹後支所前)     4 区（9.8km）  9：26 

→第 5 中継所 弥栄(弥栄小学校前)           5 区（12.3km） 10：03 

→第 6 中継所 大宮(入道峠頂上付近)          6 区（13.3km） 10：44 

→第 7 中継所 与謝野(岩滝小学校前)          7 区（13.3km） 11：23 

→宮津市役所フィニッシュ               8 区（11.7km） 11：58 
 

 内 容 

・主  旨：関西学生陸上競技界の中長距離部門における選手育成と強化及び京都北部 

地域のスポーツ振興に寄与することを目的に大会を実施します。 

・開 会 式：11 月 19 日(金) 15 時～ アグリセンター大宮多目的ホール 

・閉 会 式：11 月 20 日(土) 14 時～ みやづ歴史の館文化ホール 

・出 場 校：立命館大学、関西学院大学、びわこ学院大学、京都大学、京都産業大学、 

      大阪経済大学、関西大学、龍谷大学、近畿大学、大阪体育大学、大阪大学、 

      同志社大学、神戸大学、大阪学院大学、放送大学関西、佛教大学、甲南大学、 

      神戸学院大学、兵庫県立大学、大阪市立大学、大阪府立大学、和歌山大学 

 

その他 

・市内先頭通過予定時刻 丹後資料館停留所前 11：34    文珠交差点  11：49 

           府中小学校前    11：38    西宮津大橋下 11：53 

元伊勢籠神社前   11：39    白柏通り北口 11：54 

天橋立府中口    11：41    本町交差点  11：57 

天橋立公園事務所前 11：48    宮津市役所前 11：58 

 

丹後大学駅伝（第 83 回関西学生対校駅伝競走大会）開催のお知らせ 
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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 10 月 25 日 

～北部７市町で副業人材活用を進める『「海の京都」未来共創ネットワーク』が行う 

「次世代地場産業創出支援プロジェクト」都市部人材向けイベントにおいて～ 

 

 宮津市では、宮津商工会議所、京都北都信用金庫と「MIYAZU未来デザインセンター」を本年１月

に立ち上げ、民間企業や市役所への副業プロフェッショナル人材の導入を進めているところです。   

この度、京都府北部7 市町エリア（海の京都エリア）において、商工会議所・商工会や京都北都

信用金庫、京都府プロフェッショナル人材戦略拠点からなる地域プラットフォーム『「海の京都」  

未来共創ネットワーク』が立ちあがり、海の京都エリア内の企業等が都市部からの副業人材を受け

入れて進める「次世代地場産業創出支援プロジェクト」が展開されることになりました。 

 その都市部から人材募集にあたってのイベントに、宮津市長と『ＭＩＹＡＺＵ未来戦略マネー  

ジャー』がパネリストとして出演し、宮津市での副業人材活用プログラムの取組を発信します。 

 
 イベント日時・場所等 

日時  令和３年１１月３日（水・祝）午後５時３０分～午後７時 

 場所  宮津市福祉・教育総合プラザ 第４コミュニティルーム 

     （※宮津市長や MIYAZU 未来戦略マネージャーがイベントに出演している 

様子を取材いただくことができます。） 

 
 イベント内容（オンラインでの都市部人材向けセミナー） 

◆イントロダクション『地方創生×副業 可能性としてのパラレルキャリア』 

  福知山公立大学 地域経営学部准教授 杉岡秀紀氏 

◆パネルディスカッション『地方創生×副業 「地域課題解決」現場のリアル』 

  モデレーター 杉岡准教授 

  パネリスト  宮津市長 城﨑雅文 

         MIYAZU 未来戦略マネージャー７名（１名はオンラインでの参加） 

 

 その他 

◆詳しくは、 

〇事業特設サイトＵＲＬ https://www.uminokyoto-mirainet.go.jp/ 

  〇問合せ 京都北都信用金庫 地域創生事業部（電話 0772-25-3064） 

◆本事業は、中小企業庁の令和３年度「地域中小企業人材確保支援等事業(中核人材  

確保支援能力向上事業)」として取り組まれているものです。   

「海の京都」から都市部の副業希望者へのプロモーションに 

宮津市長と MIYAZU 未来戦略マネージャーが出演します 
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お問い合わせ先 
天橋立観光協会 TEL：0772－22－8030 

産業経済部 /商工観光課 /観光係   TEL：0772-45-1625 
 

令和３年 10 月 21 日（再） 

～宿泊最大 10,000 円割引 ＋ 地域限定クーポン 1,000 円をプレゼント～ 

 

 

 宮津市では、大きく落ち込んだ観光業界の V 字回復を図り、『観光のまち 宮津』の賑わ

いを速やかに取り戻すため、宮津天橋立旅得キャンペーンして、じゃらん・楽天トラベルで

2 名様以上の方がご予約された場合、最大 10,000 円の宿泊割引クーポンの発行を実施しま

す。また宿泊割引クーポンをご利用された先着 7000 名様に 1,000 円の地域限定クーポンの

プレゼントもあわせて実施します。 

 利用対象者をワクチン接種済の方等に限定するなど、地域と来訪者双方の安心・安全な取

組みのもと、観光誘客を推進します。 

 ※10 月 4 日プレスリリース資料の宿泊クーポンの利用可能店舗数及び地域限定クーポン

の取扱店舗数が決定しましたのでお知らせします。 

      記 
 期 間 

・令和 3 年 10 月 22 日～12 月 31 日（予定）※所定枚数が無くなり次第終了 

 

 事業実施主体 

・GO TO MIYAZU タスクフォース 

【構成メンバー】天橋立観光協会、宮津天橋立観光旅館協同組合、宮津料理飲料業組合等 

 

 内 容 

〇宿泊割引クーポン（総額 17,000 千円） 

① オンライン予約サイト「じゃらん」のふるさとお得クーポンの発行を実施 

クーポン発行期間：10 月 22 日 10:00 ～ 12 月 30 日 9:59 

クーポン使用期間：10 月 22 日（チェックイン）～ 12 月 31 日（チェックアウト） 

② オンライン予約サイト「楽天トラベル」のご当地クーポンの発行を実施 

 クーポン発行期間：10 月 25 日 10:00 ～ 12 月 30 日 9:59 

 クーポン使用期間：10 月 25 日（チェックイン）～ 12 月 31 日（チェックアウト） 

  

※内容は以下それぞれ共通となります。 

・対象：全国 ・条件：2 名以上に対するクーポン発行 

＜次ページに続く＞ 

 

宮津天橋立旅得キャンペーン 10 月 22 日からスタート!! 
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お問い合わせ先 
天橋立観光協会 TEL：0772－22－8030 

産業経済部 /商工観光課 /観光係   TEL：0772-45-1625 
 

 

地域限定クーポン券（見本） 

 

 

 

・50,000 円(税込)の旅行代金に対して 10,000 円クーポンを発行（先着 325 枚） 

・30,000 円(税込)の旅行代金に対して 6,000 円クーポンを発行（先着 700 枚） 

・12,000 円(税込)の旅行代金に対して 3,000 円クーポンを発行（先着 350 枚）                            

・宿泊クーポンの利用可能店舗は「じゃらん」「楽天トラベル」併せて 53 店舗。 

 ※詳細は別添資料を参照 

〇地域限定クーポン（総額 7,000 千円） 

宿泊割引クーポン利用して宿泊されたお客様を対象に、お一人様 1,000 円分の地域限

定クーポン券を先着 7,000 名様に配布 

 ・クーポン使用期間：10 月 22 日～12 月 31 日 

・クーポン券内容：1,000 円（500 円券×2 枚） 

・利用方法：事前に取扱店舗として登録された店舗でご利用が可能 

・地域限定クーポン取扱店舗は 88 店舗 ※10/18 時点、詳細は別添資料を参照。 

 

その他 

〇宿泊クーポン 

・利用者は、ワクチン接種済証明書又は PCR 陰性証明書等を宿泊施設で提示。 

・利用者は、現地（宿泊施設）で WEB アンケートの回答がいただきます。 

・宿泊クーポン等は他の割引クーポン等との併用可。 

〇地域限定クーポン 

・取扱店舗は、天橋立観光協会会員及び、飲食・土産物事業者から随時募集中。 

〇情報提供について 

 ・天橋立観光協会ホームページ内の宮津天橋立旅得キャンペーン告知サイトにて実

施。（https://www.amanohashidate.jp/tabitoku/） 

見本 



宮津天橋立旅得キャンペーン　宿泊クーポン利用可能店舗

項番 施設名

1 海楽荘

2 茶六本館

3 長浜荘

4 ｓｔｅｌｌａ

5 花笑舞

6 旅館　一の家

7 ａｍａｎｏ－ｈａｓｈｉｄａｔｅ　幽斎

8 旅館　銀水

9 コテージ自給自足

10 いけ活かに　竹林

11 ＭＩＹＡＺＵ　ＬＩＧＨＴＨＯＵＳＥ

12 いなかよし

13 ゲストハウス　宮津海えん

14 民宿　わすれなぐさ

15 旅館つるのや

16 天橋立ユースホステル

17 旅館　松風

18 ペンション自給自足

19 松風荘

20 玄妙庵

21 ログハウス木子ふぁーむペンション

22 松丹舶

23 お多福旅館

24 民宿　すずや

25 文珠荘　松露亭

26 仁風荘

27 ワインとお宿　千歳

28 料理旅館　鳥喜

29 坂元家

30 旅館　高島屋

31 よさの荘

32 天橋立ホテル

33 黒崎荘

34 フェアフィールド･バイ･マリオット･京都天橋立

35 神風楼

36 里のやど　川尻

37 オーベルジュ天橋立

38 まるやす

39 ホテル丹後・別館　なかむら荘

40 ホテル北野屋

41 茶六別館

42 天橋立荘

43 文珠荘

44 ホテル＆リゾーツ京都宮津

45 対橋楼

46 旅館　松月

47 清輝楼

48 橋立ベイホテル

49 田中荘

50 Coto

51 浜乃家

52 海月楼

53 田村亭
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宮津天橋立旅得キャンペーン　地域限定クーポン取扱店舗　 2021/10/18時点

項番 施設名 業種 項番 施設名 業種

1 レストラン文珠 飲食 51 天橋立観光船　宮津桟橋 観光船

2 小田寿司 飲食 52 宮津まごころ市 土産販売

3 はしだて茶屋 飲食 53 HAMAKAZE  Café 飲食

4 松和物産 土産販売・飲食 54 MIYAーPoke 飲食

5 ちえくらべ 土産販売 55 四季膳　花の 飲食

6 ヤマザキショップ天橋立店 小売 56 足立石油（株）宮津SS ガソリン販売ほか

7 天橋立くじからラーメン 飲食 57 海鮮かわさき 飲食・土産販売

8 ちりめん問屋 土産 58 割烹たんご 飲食

9 龍燈の松 飲食 59 レストラン漁連 飲食

10 Cafe du Pin 飲食 60 宮とと水産 飲食

11 ちとせ茶屋 飲食 61 お土産もん　大幸 飲食

12 ワインとお宿千歳 飲食・土産販売 62 toto café 飲食

13 文珠荘 土産販売 63 たこやき鳳 飲食

14 石窯レストランMON 飲食 64 山一水産 土産販売

15 旬彩するめや 土産販売 65 海味鮮やま鮮 飲食

16 対橋楼 土産販売 66 カネマスの七輪焼き 飲食

17 勘七茶屋 飲食 67 Kanemasu7vn（ととまーと内） 飲食

18 対橋楼 阿蔵 飲食 68 ショッピングプラザ（Hotel&ResortsKYOYO-MIYAZU） 土産販売

19 玄妙庵 土産販売 69 四季（Hotel&ResortsKYOYO-MIYAZU） 飲食

20 GENMYOAN  CAFÉ 飲食 70 松橋（Hotel&ResortsKYOYO-MIYAZU） 飲食

21 松吟 土産販売・飲食 71 みやづ亭（Hotel&ResortsKYOYO-MIYAZU） 飲食

22 彦兵衛茶屋 土産販売・飲食 72 スターライト（Hotel&ResortsKYOYO-MIYAZU） 飲食

23 しょううぎん 土産販売 73 セレスポート（Hotel&ResortsKYOYO-MIYAZU） 飲食

24 天橋立観光船　天橋立駅案内所 観光船・レンタサイクル 74 ハクレイ酒造株式会社 酒造、土産販売

25 天橋立観光船　天橋立桟橋 観光船・レンタサイクル 75 橋立海産センター瑞松苑 土産販売・飲食

26 天橋立ホテル　和ダイニング　はしだて 飲食 76 ぶどう畑のレストラン 飲食

27 天橋立ホテル 土産販売 77 ぶどう畑のマルシェ 土産販売

28 オーベルジュ天橋立　レストランピュール 飲食 78 天橋立ワイナリー 土産販売

29 橋立大丸 飲食・土産販売 79 天橋立旬の味　雪舟庵 飲食

30 傘松観光モーターボート モーターボート・レンタサイクル 80 橋立やまいち 土産販売

31 天橋立ビューランド モノレール・リフト 81 宮津カントリークラブ ゴルフ場

32 吉野茶屋 土産販売・飲食 82 セントラーレ・ホテル京丹後 土産販売

33 展望レストラン 土産販売・飲食 83 向井酒造 酒造、土産販売

34 松井物産 土産販売・飲食 84 レストランフィーヌズ・エルブ 飲食

35 松寿庵 土産販売 85 橋立ベイホテル 土産販売

36 傘松の里 土産販売・飲食・レンタルサイクル 86 足立石油（株）野田川ＳＳ ガソリン販売ほか

37 セントジョンズ・ベア 飲食業 87 足立石油（株）幾地ＳＳ ガソリン販売ほか

38 よし乃や 飲食・土産販売 88 足立石油（株）岩滝ＳＳ ガソリン販売ほか

39 つるや食堂 飲食・土産販売

40 天橋立ケーブルカー・リフト　傘松駅 ケーブルカー・リフト

41 成相寺登山バス　傘松バス駅 バス

42 Ama Terrace 飲食・土産販売

43 天橋立ケーブルカー・リフト　府中駅 ケーブルカー・リフト

44 天橋立観光船　一の宮駅 観光船・レンタサイクル

45 松屋 土産販売・飲食

46 えとせとら松屋 土産販売・飲食

47 すぎのや 飲食・土産販売

48 お食事処二反田 飲食

49 三洋商事　宮津営業所 ガソリン販売ほか

50 三洋商事　天橋立営業所 ガソリン販売ほか



 
 

お問い合わせ先 市民環境部 / 市民環境課 / 人権啓発係   TEL：0772-45-1615 

 

令和３年 10 月 14 日（再） 

人権講演会、中学生の作文朗読などを通じて、人権について一緒に考えましょう。 

 

 みんなで築こう人権の世紀 

～考えよう 相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心～ 

基本的人権の大切さを認識し、人権尊重が日常生活の隅々にまで浸透した人権感覚豊か

な地域社会づくりを目的に人権市民のつどいを開催します。 

 
 日 時 

・令和３年 11 月 17 日（水） 第１部 9：50～12：00 第２部 13：30～16：00 

 

 場 所 

・みやづ歴史の館（宮津市字鶴賀 2164） 

 

 内 容 

【第１部 9：50～12：00】  

  映画「長いお別れ」の上映 

【第２部 13：30～16：00】 

・人権啓発書道、ポスター、標語表彰式 

・中学生人権作文の朗読 

・人権講演会 

  「介護は人生の宝探し」 

  講師：小山 久子 さん（高齢者の笑顔を引き出すレクレーション介護士） 

・人権相談所の開設 

・人権啓発書道、ポスター、標語の展示 

 

その他 

・主催：宮津市、宮津市教育委員会、丹後・中丹人権啓発活動地域ネットワーク協議会 

・入場無料 

・手話通訳、要約筆記あり 

・駐車場：市営浜町立体駐車場（５時間以内無料） 

・令和２年度参加者数（令和２年 11 月 18 日開催）：192 人 
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令和３年 10 月 25 日 

～ 10 月下旬から 11 月下旬 ～ 

 

 

 

 イベント情報 

 

 

宮津環境フェスティバル ～ＳＤＧｓを知ろう～ 

 「気候変動」の影響や「ごみの減量・資源化」について、ＳＤＧｓとのつながりを考

え、環境問題について一緒に学びます。 

 と き 10 月 30 日(土) 10:00～14:00 

 ところ 島崎公園芝生広場 

 問合せ 宮津市地域女性の会(℡080-1464-6747 黒岡) 

 

 

天橋立世界遺産市民講座 

 雪舟「天橋立図」に描かれた中世都市・府中の姿からその魅力を紹介。山村亜希先

生（京都大学教授）による歴史講座「中世都市研究からみた雪舟「天橋立図」」 

 と き 10 月 30 日(土) 19:00～20:30 

 ところ 府中地区公民館 

 問合せ 宮津市地域女性の会(℡080-1464-6747 黒岡) 

 

 

天橋立駅伝競走大会 

 中学生から社会人までのランナー（一般７チーム・中学高校７チーム）が天橋立松

並木を駆け抜けます。（５区 12 ㎞） 

 と き 10 月 31 日(日) 10:00 スタート 

 ところ 天橋立松並木往復コース 

 問合せ 企画課企画政策係(℡45-1664) 

 

 

 

 

 

今後の行事予定について 
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宮津市民文化祭 

と き 芸能祭：令和３年 10 月 31 日(日) 13 時～ 

音楽祭：令和３年 11 月３日(水・祝) 13 時～ 

美術展：令和３年 11 月２日(火)～４日(木) 10 時～17 時(最終日は 16 時) 

宮津市歴史資料館 特別開館：令和３年 10 月 31 日・11 月３日(水・祝) の 

2 日間 10 時～16 時 

 ところ 音楽祭・芸能祭：みやづ歴史の館文化ホール(2 階) 

美術展：宮津市民体育館 

宮津市歴史資料館：みやづ歴史の館歴史資料館(4 階) 

 問合せ 企画課企画政策係(℡45-1664) 

 

 

 

秋の交通安全フェア in 宮津 

 宮津中学校吹奏楽部の演奏、子供免許証作成、白バイ・パトカーの展示、自転車シミ

ュレータ体験、交通安全教室、交通安全児童画の展示など 

 と き 11 月７日(日) 13：00～16：00 

 ところ 宮津市民体育館及び周辺 

 問合せ 市民環境課人権啓発係(℡45-1615)  

 

丹後大学駅伝 

 久美浜をスタートし宮津市役所までの京丹後市、与謝野町、宮津市の３市町の８区間

84.1 ㎞を関西の 22 校がたすきを繋ぎます。 

 と き 11 月 20 日(土) 7：45 スタート 12:00 頃 宮津市役所ゴール 

 ところ 久美浜・浜公園スタート 

 問合せ 企画課企画政策係(℡45-1664)  

 

 

 

 その他情報 

 

杉山に休憩施設完成 

丹後天橋立大江山国定公園に指定された杉山で、京都府立宮津高校建築科 21 名が現

地で休憩施設を組み立てて設置します。 

 と き 10 月 27 日(水) 9:30 頃から組み立て作業開始、15：00 完成予定 

※雨天の場合、10 月 30 日（土） 

 ところ 杉山林道の終点部 

 問合せ 上宮津自治会(℡090-3055-1253 粉川) 



 
 
 

 

 

 

 

人権市民のつどい 

 （第 1部）映画「長いお別れ」の放映、 

（第２部）人権啓発書道・ポスター・標語表彰式、中学生人権作文の朗読、 

人権講演会「介護は人生の宝探し」講師：小山久子さん 

 と き 11 月 17 日(水) （第 1部）9：50～12:00 （第２部）13：30～16:00 

 ところ みやづ歴史の館 

 問合せ 市民環境課環境衛生係(℡45-1617) 

 


