
宮津市定例記者会見 
 

令和４年６月24 日（金）午後２時～ 

宮津市役所応接室 

 

【内 容】 

 

１. 天橋立名勝100 年・特別名勝70 年記念ロゴマーク・のぼりの作成 

 （みんなで使おう・盛り上げよう） 

 

２. 夏のイベントについて 

 （天橋立砂浜ライトアップ・記念花火・海水浴場開設） 

 

３. 天橋立講座「映像でみる天橋立」の開催 

 （文化財や歴史を紹介する動画映像の上映と市学芸員の解説講座（全4 回）） 

 

４. 天橋立世界遺産講座（録画上映）の開催 

 （令和２～３年度に開催した講座の録画上映（全４回）） 

 

５. 「スポGOMI in 天橋立」の開催（再） 

 （ビーチバレー体験教室も開催） 

 

６. ＃橋をつなごう Instagram フォトコンテストの開催（再） 

 （宮津天橋高校との連携企画「2030 年に残しておきたいもの」） 

 

 

 

 

次回予定 ７月27日（水）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 



 
 

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

 

令和４年６月 24日 

～みんなで使おう・盛り上げよう～ 

 

天橋立を世界遺産にする会では、天橋立の保全の契機となった名勝指定 100年、特別名勝

指定 70 年を記念して、ロゴマーク、のぼりを作成しました。この機会に天橋立の保全の歩

みを振り返るとともに、天橋立の素晴らしさを様々な機会で広く発信するため、多くの皆様

に活用いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 ロゴマーク・のぼりの使用 

 ・使用期間 

令和４年 7月 1日（金）から令和５年３月 31日（金）まで 

・使用料金は無料です 

・使用申請 

  天橋立を世界遺産にする会ホームページから別紙「使用申

請書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、下記まで

ご提出ください。 

・提出先 天橋立を世界遺産にする会事務局 

（宮津市教育委員会事務局社会教育課） 

     Mail   b-shinkou@city.miyazu.kyoto.jp 

※ロゴマークは JPEGまたは Illustrator形式で提供いたします。 

Illustrator形式をご希望される場合は申請時にお知らせください。 

※のぼりの希望本数については申請時にご連絡ください。 

（貸出状況によりご希望の数をお貸しできない場合がございます） 

  

 その他 

 ・のぼりの使用期間中は責任をもって管理をお願いします。 

・その他の詳細につきましては、別紙案内をご参照ください。 

 

【担当者のコメント】 

 ロゴマークは、「天地を繋ぐ信仰のかけ橋」をコンセプトに、丹後の

山々を望みながら地から天に向かって伸びる天橋立を表現しています。また、数字は智恩寺

の横に建つ「智恵の輪 灯籠」をモチーフにしています 

名勝 100年・特別名勝 70 年記念ロゴマーク・のぼりを作成しました 
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令和４年６月 24日 

天橋立砂浜ライトアップや、「天橋立名勝 100 年・特別名勝 70年記念花火」の打ち上げな

どの取組を実施します。 
 １ 天橋立砂浜ライトアップの実施 

 ・目 的  天橋立の夜の観光コンテンツとして、砂浜ライトアップを実施し、天橋立 

周辺での宿泊客の増加など観光客の滞在時間の延長につなげるもの。 

・日 時  令和 4年 7月 9日（土）～10月 23日（日）19：00～22：30 

・場 所  天橋立大天橋（宮津湾側の砂浜 600ｍ） 

・概 要  照明デザイナーや音楽家とのコラボレーションにより、天橋立砂浜をライ 

トアップで幻想的に演出します。 

・主 体  「海の京都」天橋立地区協議会 

・その他  昨年に引き続き、「京都府域展開アート・プロジェクトスペースもうひとつ

の京都－光のアトリエ」を共同開催（9月 23日～10月 23日予定）します。 
 

 ２ 天橋立名勝 100年・特別名勝 70年記念花火の打上げ 

 ・目 的  令和 4 年、天橋立が名勝 100 年・特別名勝 70 年を迎えることを記念して

花火を打ち上げるもの 

・期 間  令和 4年 7月 17日（日）から 10月 16日の期間中 14回 

・概 要  午後８時 30分（予定）から約５分間（約 75発）、花火を打ち上げます。 

・会 場  宮津湾（市街地）：7/30（土）、8/28（日）、9/17（土） 

天橋立（文珠）：7/17（日）、7/31（日）、8/7（日）、8/21（日）、9/4（日） 

         9/11（日） 

天橋立（府中）：9/25（日）、10/2（日）、10/8（土）、10/10（月・祝）、 

        10/16（日） 

・主 体  宮津市観光戦略推進チーム 

      【構成メンバー】宮津市、天橋立観光協会、宮津天橋立観光旅館協同組合等 
 
 ３ 海水浴場の開設 

 ・目 的  監視員の増員などによる感染防止策のもと、今年度においても市内３箇所

で海水浴場を開設し、安心･安全な観光のための環境整備を行い、宮津市観

光の本格的な回復につなげていくもの。 

・期 間   令和 4年 7月 16日（土）～8月 16日（火） 

・時 間   午前 9時～午後 5時 

・場 所  天橋立海水浴場（宮津市文珠地区）、天橋立府中海水浴場（宮津市府中地 

区）、丹後由良海水浴場（宮津市由良地区） 

・主 体  開設者：宮津市、運営：天橋立観光協会及び各地区観光団体 
 

お問い合わせ先 産業経済部 / 商工観光課 / 観光係   TEL：0772-45-1625 

令和４年度 夏のイベントについて 
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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４年６月 24日 

～ 天橋立の歴史文化の魅力を紹介する動画を公開！ ～ 

 

 天橋立周辺の歴史遺産のアーカイブ化と、観光 PR、教育素材の充実を目的として作成し

た動画映像を上映するとともに、京都府立丹後郷土資料館、宮津市の学芸員が、みどころを

解説する講座を開催します。 

 
 日時・内容  ７月から８月（全４回）  午後１時３０分から３時。 

 第１回 ７月１６日（土） 智恩寺編「智恩寺の秘宝と天橋立」 

第２回 ８月 ６日（土） アニメ編「美しい天橋立と阿蘇海を未来へ！」 

（夏休み親子講座） 

第３回 ８月２０日（土） 伝 説編「天橋立と伝説・伝承」 

第４回 ８月２７日（土） 天橋立編「天橋立の眺望と魅力」 

 

 場 所 

 宮津市福祉・教育総合プラザ（ミップル３階） 第１コミュニティ－ルーム 

 

 その他 

 （１）参加費無料、申し込み不要（先着６０名）。 

（２）観光 PR 用の動画は、宮津市の HP などで公開の予定。 

（３）駐車場は、「道の駅 海の京都宮津」（浜町立体駐車場）をご利用ください。 

（４）第２回の夏休み親子講座は、学校を通じて改めて周知・募集します。 

 

【担当者のコメント】 

天橋立や智恩寺の文化財や歴史を、高画質の映像やアニメによって紹介。 

 

☆今回上映する動画映像や観光スポット等宮津天橋立のさまざまな情報の動画映像を紹介

するホームページを作成しました。文化観光コンテンツやＶＲ、天橋立世界遺産推進プロモ

ーション映像等をまとめてご紹介するページです。YouTube宮津市公式チャンネルでも公開

していますのでご覧ください。（問い合わせ先：商工観光課観光係） 

<映像を紹介するホームページはこちら>  

https://www.amanohashidate.jp/miyazu-amanohashidate-videos/ 

 

名勝 100 年・特別名勝 70 年記念 

天橋立講座「映像でみる天橋立」を開催します 
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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４年６月 24日 

～ 古代から近代まで、天橋立の魅力を歴史にさぐる！ ～ 

 

 

令和２・３年度に京都府立京都学・歴彩館で開催した「天橋立世界遺産講座」の録画映像

を４回シリーズで上映し、宮津市の学芸員がポイントをわかりやすく解説します。 

 

 

 場 所 

  宮津市福祉・教育総合プラザ（ミップル４階） 第４コミュニティ－ルーム 

 

 日 時・内 容   全４回  午後７時から８時３０分。 

 
（１）７月 ７日（木）「丹後の古代遺跡と丹後府中」   菱田哲郎（京都府立大学教授） 

（２）７月１４日（木）「中世都市・丹後府中と天橋立」  伊藤 太（京都府立山城郷土資料館） 

（３）７月２１日（木）「雪舟「天橋立図」の面白さ」   福島恒徳（花園大学教授） 

（４）７月２８日（木）「日本の名所と近世・近代の天橋立」上杉和央（京都府立大学准教授） 

 

 その他 

 
（１）参加費無料、申し込み不要（先着４０名）。 

（２）駐車場は、「道の駅 海の京都宮津」（浜町立体駐車場）をご利用ください。 

 

 

【担当者のコメント】 

 

天橋立や周辺の歴史を、基礎から学べる内容となっています。是非、ご参加ください。 

 

天橋立名勝 100年・特別名勝 70年記念 

天橋立世界遺産講座（録画上映）を開催します 
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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４年６月 22日（再） 

ビーチバレーボール同時開催 

スポ GOMI参加者を対象とした「ビーチバレー体験教室」も開催 

 

2022 年は、私たちの「ふるさとの宝」である天橋立が、名勝指定から 100 年、特別名勝指

定から 70 年を迎える記念すべき一年です。 

市民の皆様に天橋立の魅力を感じていただく機会として、ルールも簡単で、お子さまから大

人の方まで年齢を問わずできる「スポ GOMI」を開催します。 
 日 時 

 ・令和４年６月 26日（日） ※少雨決行 ８：45～  

 

 場 所 

 ・天橋立大天橋 

 

 内 容 

 ８：45～９：00 開会式 

９：00～９：30 ビーチクリーン 

９：30～10：15 スポ GOMI 

11：30～    閉会式 

 

 その他 

 ・スポ GOMIとは 

企業や団体が取り組む従来型のごみ拾いに、「スポーツ」のエッセンスを加え、今までの

社会奉仕活動を「競技」へと変換させた新しいスポーツです。スポ GOMIは、予め定めら

れたエリアで、制限時間内に、チームワークでごみを拾い、ごみの量と質でポイントを

競い合います。 

・当日、計量の時間を利用し、スポ GOMI参加者を対象として、京都府ビーチバレーボー

ル連盟による「ビーチバレー体験教室」を開催します。 

 

【担当者のコメント】 

・宮津市内の 12チームおよそ 50名の方から参加申し込みがありました。周年記念イベント

として、多くの市民の方に「天橋立」を体感してもらい、スポーツを通じた賑わいづくり創

出から保全承継につながる機会づくりに取り組みます。 

 

天橋立名勝 100年・特別名勝 70年記念事業「スポ GOMI in 天橋立」を開催します  
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お問い合わせ先 企画財政部 / 企画課 / 魅力発信係   TEL：0772-45-1609 

 

令和４年６月９日（再） 

～ 宮津天橋高校との連携企画 「2030 年に残しておきたいもの」 ～ 

 

 令和３年度「ふるさとみやづ学～高校生立志編～」において、宮津天橋高校生よりフォト

コンテストの実施について、市長へのプレゼン・提言があったことをきっかけに、宮津天橋

高校との協働実施となりました。 

 
 実施目的 

 フォトコンテストを通じて若者に地元の魅力を再発見してもらい、地元に愛着や誇り

を持ってもらい、将来帰ってきたいと思ってもらうことを目的としており、高校生目線

による「2030年に残しておきたいもの」をテーマにしています。 

 

 募集期間 

 6月 20日（月）から 8月 17日（水）まで 

 

 応募対象者 

 高校生（居住地問わない） 

 

 応募方法 

  市公式 Instagram（@miyazu_kyoto）をフォローし、宮津市の風景、食べ物、人などの

写真にタイトルと作品説明（100 字以内）を付けて、市 Instagram にダイレクトメッセ

ージで送信 

 ※写真は宮津市内で撮影したものに限り、ひとり何点でも応募可能 

  

 賞 

  特賞３点：図書カード 5,000円  入賞７点：図書カード 2,000円 

  

 応募作品の公開・展示 

 市公式 Instagramで応募の都度、随時公開します。 

９月 18日から 30日まで、福祉・教育総合プラザ３階 浜町ギャラリーで展示します。 

  

 その他 

 ・応募作品は、第三者の著作権、肖像権、プライバシーを侵害しないものに限ります。 

・応募作品は、宮津市において二次利用をする場合があります。 

＃橋をつなごう Instagram フォトコンテストの開催 
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