宮津市定例記者会見
令和４年２月 17 日（木）午後２時～
宮津市役所応接室

【内 容】
１. 令和４年第１回（３月）定例会
（予算議案 19 件 単行議案 14 件 専決処分の承認２件）
３月定例市議会 会期：２月 22 日(火)～３月 30 日(水)
２月 22 日：提案理由説明等
３月２日：一般質問
３日：一般質問、議案質疑
４日：所管別常任委員会、予算委員会
７日～10 日、17 日：予算委員会
18 日：補正予算等採決
22 日：予算委員会
30 日：当初予算等採決

①令和４年度当初予算（案）
・
令和３年度３月補正予算（案）の概要
②令和４年３月定例市議会 単行議案の概要
２. 市議会全員協議会
３. 内閣府少子化対策モデル事業 オンラインシンポジウムの開催
（2/21 に、モデル自治体の宮津市が少子化要因や課題の調査検討結果を発表）

４. 天橋立名勝 100 年記念式典・世界遺産講演会を開催（2/27）
（記念式典と講演会「国宝雪舟筆「天橋立図」と文化財の保護継承」
、
「日本における世界遺産登録の歩みと天橋立」の開催）

５. 今後の行事予定
次回予定 ３月 28 日（月）午後２時～ 宮津市役所応接室

橋をつなごう 2022 年は天橋立名勝 100 年・特別名勝 70 年

宮津市議会

全 員 協 議 会
令和４年２月 22 日

【説明事項】
１

庁舎あり方の検討状況について

２

田井臨海エリアのにぎわいづくりについて
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オンラインシンポジウム

『「地域アプローチ」による少子化対策の推進に向けて』モデル自治体として全国に発表します！
モデル地方公共団体(３府県６市町)の１つとして、少子化対策の推進に向けて取り組ん
だ調査検討結果を全国の市町村・都道府県に向けて発表します。
【モデル自治体】
新潟県：上越市・加茂市、高知県：安芸市・土佐町、京都府：宮津市・宇治市
令和３年度からスタートした、第７次宮津市総合計画の重点プロジェクト「若者が住み
たいまちづくりプロジェクト」の効果的な事業実施に向け、内閣官房の実施する調査研究
事業*のモデル地方公共団体となり、統計データや子育て当事者の意見等に基づく本市の少
子化の要因や課題を分析し、それを踏まえた対策の方針について検討を行いました。
今回、その結果を全国の市町村・都道府県に向けて発表します。
*令和３年度地方公共団体における「少子化対策地域評価ツール」を活用した「地域アプローチ」による少
子化対策の推進に関する調査研究事業

日

時

・令和４年２月 21 日（月）
場

所

・宮津市防災拠点施設２階
内

午後１時 30 分から午後３時 45 分まで

会議室

容

①モデル市町村による成果報告 13:50～14:30 ※６市町全て報告
今年度のモデル事業で取り組んだデータ分析や調査検討の結果を報告します。
②パネルトーク 14:30～15:35 ※市町の報告は２市のみ
今年度のモデル事業の取組プロセスについて報告後、パネルトークを行います。
※宮津市は、①、②の両方で報告を行います。
※詳細は、別添チラシをご覧ください。
【担当者のコメント】
EBPM に基づく少子化施策の立案に向け、統計データ等に基づく客観的な分析と子育て当
事者を対象としたワークショップやアンケート等に基づく主観的な分析の両方から宮津市
の少子化の要因や課題、対策の方針について庁内横断的に検討しました。

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年度地方公共団体における「少子化対策地域評価ツール」を活用した
「地域アプローチ」による少子化対策の推進に関する調査研究事業シンポジウム

オンライン シンポジウム

「地域アプローチ」による
少子化対策の推進に向けて

～地方公共団体の実践事例を通じた少子化対策への取り組み方のヒント～
地方公共団体による、地域ごとの課題に応じた分野横断的な取組です。

「地域アプローチ」 出生率や関連する各種指標の状況は地域によって大きく異なっており、その要因や課題等も多く
の分野にまたがっています。
による
少子化対策とは このため、第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、各地方公共団体が、結婚、妊娠・出産、
子育てに関わる地域ごとの課題を明確化し、それに応じたオーダーメイド型の取組を分野横断的に
展開する「地域アプローチ」による少子化対策を推進しています。

令和3年度に地方公共団体によるモデル事業に取り組みました。

モデル地方
公共団体による 本モデル事業では、地方公共団体における「地域アプローチ」による少子化対策の推進とモデル構
取組について 築を目的として、3府県6市町が出生を取り巻く分野横断的なデータの分析や、若者・子育て世

帯や庁内外の関係者（移住者、事業者、子育て支援施設等）へのヒアリング・アンケート調査
等を行い、わがまちの少子化の要因や課題を踏まえた対策の方針について検討を深めてきました。

本シンポジウムでは、モデル地方公共団体（３府県６市町）が１年間の取組と成果を発表し、
地域の実情に応じた「地域アプローチ」による少子化対策への取り組み方のヒントを共有します。

シンポジウム参加により得られるメリット
地域の特性（課題・強み）を踏まえて地域の実情に応じた少子化対策を進めるに当たって、
市町村が検討すべき少子化対策の基本的な考え方を知ることができます。

モデル市町村が本事業を通じて実際に取り組んだ少子化対策の検討プロセスを学ぶことができます。
都道府県が市町村と共に「地域アプローチ」に取り組むためのヒントが得られます。

日時

2月21日（月） 13:30～15:45（13:00開場）

2022年

※プログラム内容の詳細は裏面をご確認ください。

参加申込み締切

2/14（月）正午

※詳しくは裏面「お申込み・お問合わせ」から
ご確認ください

会場

ウェビナー（Zoom）

対象

少子化対策に本格的に取り組みたい市町村・都道府県
少子化対策の取組に行き詰まりを感じている市町村・都道府県
プログラム内容、申込み方法は裏面をご確認ください。

主催：内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局

委託事業事務局：株式会社NTTデータ経営研究所

当日の主なプログラム
日時
登壇者
ゲスト

2022年2月21日（月）13:30～15:45（13:00開場）

会場

Zoomウェビナー

モデル市町：新潟県加茂市、上越市／京都府宇治市、宮津市／高知県安芸市、土佐町
モデル府県：新潟県、京都府、高知県
松田 茂樹 教授（中京大学現代社会学部教授、博士（社会学））

時間

プログラム

内 容（予定）

13:30-13:05

開会

内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局より
挨拶

13:35-13:40

イントロ

プログラムの流れ、目的の共有

13:40-13:50

事業説明

「地域アプローチ」およびモデル事業の概要説明

発表

モデル市町による成果報告
モデル市町（６市町）より、今年度のモデル事業で取り組んだ
データ分析や調査検討の結果を報告します

13:50-14:30

モデル市町・府県によるパネルトーク：
「地域アプローチ」に必要な観点とは

14:30-15:35

パネルトーク

15:35-15:45

閉会

ゲストに松田教授を迎えて、モデル市町・府県がモデル事業を通
して検討を進める上で得たことや工夫したことなど、「地域アプ
ローチ」に必要な考え方や取り組み方をトーク形式で紹介します
（１）「地域アプローチ」による少子化対策の考え方
モデル市町から、取組プロセスや得られたことを共有します
（２）都道府県が果たすべき役割
モデル府県より、これまでの取組や、都道府県として必要
であると認識した取組についてお話しします
（３）質疑応答

内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局より
今後の取組方針に関する案内および挨拶
ゲスト プロフィール

松田 茂樹 教授

専門は少子化対策、子育て支援、家族論において、計量的研究を行っている。
また、内閣府「少子化克服戦略会議」座長（2018 年）等、多数歴任している。
●著書
『[続] 少子化論ー出生率回復と＜自由な社会＞』（学文社、2021年）
『少子化論－なぜまだ結婚・出産しやすい国にならないのか』（勁草書房、2013年）
『何が育児を支えるのか－中庸なネットワークの強さ』（勁草書房、2008年）
Matsuda, Shigeki (Ed.), 2020, Low Fertility in Advanced Asian Economies:
Focusing on Families, Education, and Labor Markets, Springer.

お申込み・お問い合わせ
申込み
問い合わせ

参加申込み締切
2/14（月）正午

下記URLまたは右のQRコードよりお申込みください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XfJR9-w6Tn-k-lb3VAdWEQ
Mail：shoshika-model2021@nttdata-strategy.com
担当：山崎、安生、大野（株式会社NTTデータ経営研究所）
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天橋立名勝 100 年記念式典・世界遺産講演会を開催します
令和４年は、天橋立が国の「名勝」に指定されてから 100 年、
「特別名勝」に指定されて
から 70 年の記念すべき年にあたります。これを機に、次の 100 年に天橋立を残していくた
め、世界遺産登録に向けての機運醸成を図るべく、名勝 100 年を祝う記念式典と、天橋立
世界遺産講演会を開催します。
世界遺産講演会では、絵画修理や被災文化財救援の現場等に携わってきた朝賀 浩 氏
に雪舟「天橋立図」をテーマに、世界遺産の登録・保全について国内外で携わってきた稲
葉 信子 氏に日本における世界遺産登録の歩みと天橋立をテーマにそれぞれご講演いた
だきます。
日 時
・令和４年２月２７日（日）

会

場

・みやづ歴史の館

内

【記念式典】午後 1 時００分から１時３０分
【講 演 会】午後１時４５分から４時００分

文化ホール

容

・ 定 員：２００名（先着順／事前申込み不要）
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い入場人数を制限する場合がございます。
参加費：無料

その他
・【記念式典】主催：宮津市 共催：天橋立を世界遺産にする会、天橋立を守る会
・【講 演 会】主催：京都府、宮津市、与謝野町、天橋立を世界遺産にする会
・駐車場は「道の駅 海の京都 宮津（浜町パーキング立体 駐車場）」をご利用くださ
い。(５時間無料)
・来場に際しては、感染防止対策のためマスクの着用をお願いします。
・新型コロナウイルス感染拡大のため、中止となる場合がございます。
（中止の場合は、
前日までに天橋立を世界遺産にする会の HP にてお知らせします）

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

◆ 天橋立名勝 100 年記念式典 ◆

■ 講師紹介 ■

午後１時から１時 30 分
みやづ歴史の館２階 文化ホール

朝賀

浩

Asaka Hiroshi
宮内庁長官官房
参事官

◆ 天橋立世界遺産講演会 ◆

中世日本宗教絵画史専攻。
大阪市立美術館主任学芸員、文化庁主任調査
官、京都国立博物館学芸部長を歴任し現職。
文化財保護行政に携わる中で、絵画修理、模
写、被災文化財救援等に関与してきた。

午後１時 45 分から４時
みやづ歴史の館２階 文化ホール
開会あいさつ
講演１ 朝賀 浩 先生
「国宝雪舟筆「天橋立図」と文化財の保護継承」
講演２ 稲葉信子 先生
「日本における世界遺産登録の歩みと天橋立」
質疑応答
閉会

稲葉信子

Inaba Nobuko
筑波大学名誉教授
国際機関 ICCROM 事務局長
特別アドバイザー

※ 新型コロナウイルス感染拡大のため、中止となる場合が
ございます。天橋立を世界遺産にする会の HP でご確認く
ださい。
※ 駐車場は「道の駅 海の京都 宮津（浜町パーキング立体
駐車場）
」をご利用ください。５時間無料。

建築学、文化遺産学専攻。
世界遺産については、日本が世界遺産条約を
批准した 1992 年からユネスコ世界遺産委員
会での条約運営に関わる総合的な議論、個別
の世界遺産の登録、保全のための仕事に国内
外で関わってきている。

◆ 名勝 100 年とは？ ◆
令和 4 年度は、天橋立が「史蹟名勝天然紀念物保存法」に基づいて三保松原（静岡
県）などとともに、名勝に指定されてから 100 年という節目の年に当たります。当時
の天橋立は、観光資源として注目を集めていましたが、名勝指定により自然環境や歴
史的な景観が一体的に評価され、観光開発と文化財保護がバランスよく進められる契
機となりました。
まさに名勝指定は、現在も続けられる天橋立の保全活動の原点として重要な意味を
もち、今後の取組みの指針になると考えます。さらに本年度は、天橋立の特別名勝指
定から 70 年の節目の年に当たることから、宮津市では「天橋立名勝 100 年、特別名

△

勝 70 年記念事業」を展開し、天橋立への理解と愛着を深める機会としていきます。

天橋立を世界遺産にする会

天橋立に建つ「名勝

天橋立」碑（「大正 13 年 9 月建設」と刻まれる）

会員募集！

「天橋立を世界遺産にする会」は、平成 19 年の設立以来、天橋立の価値を多くの人に伝え、世界遺産登録に
向けた気運醸成の取組みを行ってきました。世界遺産登録までの道のりは、とても長く厳しいものですが、私た
ち一人ひとりが、より深く学び、愛し、伝え、次世代に引き継いで
いくことが大切だと考えています。
検索
天橋立を世界遺産に
天橋立を世界遺産にする会の活動に、参加、応援をお願いします。
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今後の行事予定について
イベント情報
SDGs 男女共同参画講演会
と き ２月 18 日(金) 13：30～15：00
ところ 福祉・教育総合プラザ第１コミュニティルーム
内 容 「ジェンダー平等ってなに？～SDGｓ達成のためにできること～」
講師：京都大学文学研究科社会学研究室
日本学術振興会特別研究員 迫田 さやか 氏
問合せ 市民環境課人権啓発係(℡45-1615)
アニメーション「天のかけ橋と金樽いわし」の上映会等
と き 2 月 26 日(土) 13：10～15：10
ところ ふるさとミュージアム丹後（京都府立丹後郷土資料館）
内 容 「天のかけ橋と金樽いわし」上映会、
「海を漂うごみ問題を考える」講演会、
ワークショップ「砂からマイクロプラスチック探し」
問合せ 企画課企画政策係(℡45-1664)
天橋立名勝 100 年記念式典・世界遺産講演会
と き 2 月 27 日(日)
記念式典 13：00～、講演会 13：45～16：00
ところ みやづ歴史の館 文化ホール
内 容 記念式典
講演会「国宝雪舟筆「天橋立図」と文化財の保護継承」
朝賀 浩 氏（宮内庁長官官房 参事官）

｢日本における世界遺産登録の歩みと天橋立｣
稲葉

問合せ

信子

氏（筑波大学名誉教授）

社会教育課社会教育係(℡45-1642)

冬の宮津満腹祭
と き 2 月 27 日(日)
10：00～15：00
ところ 道の駅「海の京都宮津」・宮津天橋立漁師町ととまーと
内 容 日本三景-宮島・松島・天橋立-のカキ食べ比べ。地元のグルメコーナー
問合せ 商工観光課観光係(℡45-1625)

第 6 回宮津市長杯少年少女レスリング選手権大会
と き 2 月 27 日(日)
9：30～（受付・計量 8：45～）
ところ 宮津市民体育館
内 容 ３歳から中学３年生までの男女
レスリング競技 フリースタイル（トーナメント方式）
※前回令和元年度 参加者 201 人
問合せ 企画課企画政策係(℡45-1664)

その他情報
公立幼稚園・小中学校の卒業(園)式・修了式
○幼稚園 卒園式３月 24 日（木） 修了式３月 24 日（木）
○小学校 卒業式３月 23 日（水） 修了式３月 24 日（木）
○中学校 卒業式３月 15 日（火） 修了式３月 24 日（木）
問合せ 学校教育課 学校教育係（℡45-1641）
公立幼稚園・小中学校の入学(園)式・始業式
○幼稚園 入園式４月 11 日（月） 始業式４月７日（木）
○小学校 入学式４月７日（木） 始業式４月６日（水）
○中学校 入学式４月８日（金） 始業式４月７日（木）
問合せ 学校教育課 学校教育係（℡45-1641）

