
宮津市定例記者会見 
 

令和４年８月25 日（木）午後２時～ 

宮津市役所応接室 

 

【内 容】 
 

１. 令和４年第６回（９月）定例会 
  （決算認定16 件 単行議案６件 予算議案５件） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

①令和３年度決算の概要 

  ②令和４年９月定例市議会 単行議案の概要 
  ③令和４年度補正予算（案） 
 
２. 市議会全員協議会 

 
３. 地域創生の“担い手”となる「複業フェロー」13 人を選出 
 （9/3（土）・4（日）に本市を訪問、現地視察、ワークショップの開催） 

 
４. 天橋立エコ・スポーツフェスティバルの開催 

（9/18（月）「京都府ビーチバレーボール連盟杯」同時開催） 
 

５. 未来の庁舎を考える市民会議第3 回（最終回）の開催 
 （9/26（月）に市役所庁舎のあり方について、市民会議から市長に提案） 

 
６. 京都サンガF.C. ホームタウン加入イベント 

「市民限定観戦ツアー」の開催 
   （10/8（土） 京都サンガF.C. vs 名古屋グランパス） 

 
７.今後の行事予定 

 

次回予定 ９月29日（木）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 

９月定例市議会 会期：８月30日(火)～10月６日(木) 

 ８月30日：提案理由説明等  

 ９月７日～8日：一般質問・議案質疑 

   ９日：所管別常任委員会、予算委員会 

   12日～15日：決算委員会 

   26日：予算委員会・決算委員会（総括質疑） 

   30日：補正予算採決 

 10月６日：決算等採決 



宮津市議会 

全 員 協 議 会 

 

令和４年８月 30日 

 

【説明事項】 

１ 関西電力（株）宮津エネルギー研究所に係る状況について 

   



 
 

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４年８月 25日 

～9 月 3日・4日に本市を訪問、現地視察とワークショップに取り組みます～ 

 
 
 ＭＩＹＡＺＵ未来デザインセンター（代表：宮津商工会議所 今井一雄会頭、構成：宮津

商工会議所・京都北都信用金庫・宮津市）では、地域創生プロジェクトの“担い手”となる

『複業フェロー』を募集し、選出した 13 名の方が 9 月 3 日・4 日に本市を訪問し、現地視

察やワークショップなどにより活動を開始して、地域創生テーマの推進に向けた企画立案・

実行支援プロジェクトに取り組んでいきます。 

 

 複業フェロー 

 ・首都圏、関西圏などから応募があった 60 人のうちから 13 人（首都圏 9 人、関西圏 3

人、その他 1人／男性 9人、女性 4人／会社員・団体職員）を選出。 

・原則、無報酬。（ただし、活動に係る旅費・宿泊費は支給。） 
 
 日時等 

 〇日時  令和 4年 9月 3日（土）～4日（日）  

〇会場  前尾記念クロスワークセンターＭＩＹＡＺＵ（宮津市字鶴賀 2164-2）ほか 
 
 内容 

 【３日（土）13:30～18:00】 

・歓迎あいさつ（ＭＩＹＡＺＵ未来デザインセンター構成機関）、自己紹介 

・プロジェクトテーマの説明等（海の京都ＤＭＯ、市、京都北都信用金庫） 

 テーマ① データマーケティングにもとづく「観光地域づくり」プロジェクトの推進 

 テーマ② 次世代地場産業創出のイノベーションハブとなる「プラットフォーム」づ

くりの推進 

・プロジェクトテーマごとのワークショップ（本市事業者等も参加） 

【４日（日）9:00～15:30】 

・（午前）現地視察（市内事業者・地域の取組や観光地などを） 

・（午後）ＭＩＹＡＺＵ未来デザインセンター構成機関代表者（今井会頭、吉田理事長、

城﨑市長）との交流 
 
 今後の動き 

 ・原則オンラインによりミーティングを行い、12月までに提案書等を作成。 

・令和 5年 1月に、提案書によるワークショップを開催し、報告をいただく予定。  

地域創生の“担い手”となる『複業フェロー』13 人を選出 
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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８月 25日 

「京都府ビーチバレーボール連盟杯」同時開催 

 

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。 

ニュースポーツ体験やビーチバレー観戦、市民団体のエコな活動を通して多くの方に「天橋

立」を体感していただく機会とします。 
 日 時 

 ・令和４年９月 18日（日）10：00～14：00 ※少雨決行 

 

 場 所 

 ・天橋立小天橋広場・大天橋（ビーチ） 

 

 内 容 

 【ステージ・模擬店会場】 

・模擬店：女性の船、宮津市地域女性の会、由良婦人会、作業所シーガル、シルバー人

材センター、福祉施設キッチンカー 

・ステージ：みやづ Kidsハーモニー、ジョイダンスファクトリー、フラダンス、小川バ

ンド 

・ニュースポーツ体験：NPO法人 Sports Club RAINBOW 

【フラッグフットボール会場】 

・フラッグフットボール教室（小学生以上）：NPO法人 Sports Club RAINBOW 

 

 その他 

 ・主催：宮津市 

・協力：NPO法人 Sports Club RAINBOW、宮津市地域女性の会、京都府ビーチバレーボ

ール連盟 

 

【担当者のコメント】 

・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。 

 ・また、京都府ビーチバレーボール連盟主催「第８回京都府ビーチバレーボール連盟杯」

が同時開催されます。 

 

天橋立名勝 100年・特別名勝 70年記念事業「天橋立エコ・スポーツフェスティバル」を開催します 
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お問い合わせ先 総務部 / 総務課 / 情報推進係   TEL：0772-45-1602 

 

令和４年８月 25日 

市役所庁舎のあり方について、市民会議から市長に提案 

 
７月 23 日から実施してきた市民会議の第３回（最終回）を開催します。 
会議メンバーは総勢 29 人。 

 第３回会議では４つのグループから市長に検討結果についてプレゼンテーションいただきます。 

 
 日 時 

 ・令和４年９月 26日（月）18時 30分から 21時 00分まで 

 

 場 所 

 ・宮津市福祉・教育総合プラザ第１コミュニティルーム（ミップル３階） 

 

 内 容 

 ・参加者が４つのグループに分かれて未来の庁舎についてプレゼンテーションを行いま

す。 

 

 その他 

 会議メンバーの構成 

市内在住、在勤の若年層（40歳未満の方） ９名 

大学生 12名 

市内高校生 ８名 

■第２回までの開催実績（会議の様子は市 HPにも掲載） 

第１回：７月 23日（土）14：00～16：30 場所：宮津市役所本館 

第２回：８月８日（月）18：30～20：30 場所：福祉教育総合プラザ 

https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/1/13645.html 

 

【担当者のコメント】 

 将来、庁舎を利用することとなる若い世代のアイデアや意見を未来の庁舎に反映させたい

と考えています。 

未来の庁舎を考える市民会議第３回（最終回）会議を開催します 
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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８月 25日 

10/8(土) 京都サンガ F.C. vs 名古屋グランパス 

 

2022年から J1リーグに昇格された京都サンガ F.C.のホームタウンとして、４月 26日付

けで J リーグから承認され、５月 29 日にホームタウン活動に関する協定を締結しました。 

地元の京都で活躍し、社会貢献活動も積極的に展開されている京都サンガ F.C.を、宮津

市を挙げて応援するとともに、ホームタウン活動による地域の元気づくりに取り組みます。 
 日 時 

 ・令和４年 10月８日（土） 14時キックオフ  

 

 場 所 

 ・サンガスタジアム（ホームゲーム） 

 

 内 容 

 貸切バスでの市民限定観戦ツアー 

・市民 30名を募集（応募多数の場合は、小中高生を優先のうえ抽選により決定） 

 ※対象は小学生以上です。小学生は保護者の同伴が必要となります。 

 ・参加費 小中高生 1,500円/大人 3,000円 

 ・試合開始までの間、スタジアムピッチ内で記念撮影が可能（15分程度） 

 

 

【担当者のコメント】 

・今回の観戦ツアーをはじめに、市民も、企業も、団体も、地域が元気になるホームタウ

ン活動に取り組んでいきます。 

 

 

京都サンガ F.C.ホームタウン加入イベント「市民限定観戦ツアー」を開催  
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<10 月８日の行程> 

◇道の駅海の京都宮津（10：15）発 ＝＝ 味夢の里（休憩） ＝＝ サンガスタジアム（11：45） 

※14 時のキックオフまでの間でスタジアムピッチ内で記念撮影（15 分） 

◇サンガスタジアム（16：30）発 ＝＝ 道の駅海の京都宮津（17：45） 

 
ご応募・ 

お問合せ 

宮津市企画財政部企画課（宮津市字柳縄手 345-１ 宮津市役所 3 階） 
TEL 0772-45-1664 FAX 0772-25-1691 
E-MAIL k-tyousei@city.miyazu.kyoto.jp 

 

※申込書は裏面へ  

下記の QR コードからも申込できます。    

 
 

 

10/8(土) 14 時キックオフ 
 京都サンガ F.C. VS 名古屋グランパス 

2022 年から J１リーグに昇格された京都サンガ F.C.のホームタウンとして、４月
26 日付けで J リーグから承認され、５月 29 日にホームタウン活動に関する協定
を締結しました。 

地元の京都で活躍し、社会貢献活動も積極的に展開されている京都サンガ F.C.
を、宮津市を挙げて応援するとともに、ホームタウン活動による地域の元気づくり
を進めます。 

 
（応募多数の場合は小中高生優先のうえ抽選により決定します。） 

※参加費は、チケット料金、バス交通費を含みます。 
※昼食は各自で用意してください。 

今回に限りスタジアムピッチ内で記念撮影ができます！ 

 



  京都サンガF.C.市民限定観戦ツアー 参加申込書 

ふりがな  

氏 名  

住 所 

〒（  －  ） 

 

生年月日 

昭和 

   年   月   日 

平成 

年 齢  

（10月８日時点） 
 歳 

電話番号 

（自宅） 

（携帯） 

E-mail  

同伴者 

※小学生の参加は、必ず保護者の方の同伴をお願い致します。 

 

保護者氏名 

署名欄 

※高校生以下の参加は、必ず保護者の方の同意をお願いします。 

 

保護者署名（自署） 

緊急連絡先 

※個人情報はその重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関係法令を遵守し、「宮津市個人

情報保護条例」等に基づき、適正な取り扱いをいたします。 

※新型コロナウイルス感染症防止のため、マスク着用、アルコール消毒、検温にご協力ください。 

（感染防止のため、新型コロナウイルス感染症陽性とされた者に濃厚接触された方や、次の症状があ

る方は、参加をお控えください。） 

 ・37.5度以上の発熱、極端な咳、呼吸困難、倦怠感、頭痛、嘔気、嘔吐 

※同伴される保護者も別途参加料が必要となります。 

※申込が多数の場合は抽選とさせていただきます。 

※申込期間終了後、参加についてご連絡させていただきますので、よろしくお願いします。 

※昼食は各自ご準備ください。（スタジアムでも販売しています。） 

 



 
 

令和４年８月 25日 

 
 イベント情報 

  

京都調理師専門学校 学生レストラン in宮津 

と き ９月１日(木)～３日（土） 各回 12：00～14：30 

 ところ Hotel＆Resorts KYOTO-MIYAZU ８階「セレストポート」 

 内 容 宮津を和と洋で味わう特別メニュー（コース料理） 完全予約制 

     料金：7,700円（飲み物・税・サービス料込） 

 問合せ 商工係(℡45-1663)  

 

天橋立名勝 100 年・特別名勝 70 年記念事業 天橋立エコ・スポーツフェスティバル 

と き ９月 18日(日) 10：00～14：00 

 ところ 天橋立小天橋広場・大天橋（ビーチ） 

 内 容 模擬店、ステージパフォーマンス、ニュースポーツ、フラッグフットボール 

     ※「第８回京都府ビーチバレーボール連盟杯」が同時開催 

 問合せ 企画政策係(℡45-1664) 

 

天橋立名勝 100 年・特別名勝 70 年記念事業 モノオペラ「ガラシャ」天橋立公演 

と き ９月 21日(水) 第 1部 17：30～ 第 2部 20：00～ 

 ところ 天橋立公園内特設会場（雨天時：みやづ歴史の館文化ホール） 

 内 容 世界で活躍する舞鶴市出身のソプラノ歌手 田中彩子氏による「細川ガラシ

ャ」を題材とした美の舞台 

     料金：市民 8,000円・一般 10,000円・高校生以下 5,000円 

 問合せ 定住・地域振興係(℡45-1607)  

 

第 31 回天橋立ツーデーウォーク 

と き ９月 24日(土)・25日（日） 

 ところ 中央会場 島崎公園芝生広場 

 内 容 ウォーキングイベント 

     【24日（土）】 

23㎞栗田半島健脚コース・14㎞雪舟観コース・6㎞金引きの滝コース 

【25日（日）】 

22㎞阿蘇海一周コース・12㎞天橋立松並木コース・6㎞天橋立散策コース 

 問合せ 健康増進係(℡45-1624)  

 

今後の行事予定について 

 

Press Release 

宮 津 市 



 
 
 その他情報 

  

グラウンドゴルフ交流会 

 と き ９月 17日(土) 14：30～15：15 

 ところ 吉津小学校 グラウンド 

内 容 小学校３年生が主催し、長寿会と協力して、地域・家庭・学校が一体とな

ってグラウンドゴルフに取り組みます。 

 問合せ 吉津小学校(℡46-2201) 

 

未来の庁舎を考える市民会議第３回（最終回） 

 と き ９月 26日(月) 18：30～21：00 

 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 ４つのグループから市長に未来の庁舎についてプレゼンテーションを行い

ます。 

 問合せ 情報推進係(℡45-1602) 

 

 

 


