
宮津市定例記者会見 

令和４年11 月25 日（金）午後２時～ 

宮津市役所応接室 

【内 容】 

１. 令和４年第７回（12 月）定例会
（単行議案 ９件、予算議案 ６件）

  ①令和４年12 月定例市議会 単行議案の概要 
  ②令和４年度補正予算（案） 

２.宮津市公共下水道使用料金等審議会の答申 

（12/6、下水道使用料金等の見直しに係る審議会を経て） 

３.第2 回宮津田井海まちフェスタの開催 

（12/10、海に臨む田井エリアの魅力を繋げたにぎわいづくり） 

４.天橋立名勝100 年・特別名勝70 年の2022 年を締めくくり 
  次の100 年、そして、天橋立の世界文化遺産登録に向けて 

５.今後の行事予定 

次回予定 12月21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 

12月定例市議会 会期：11月30日(水)～12月23日(金) 

11月30日：提案理由説明等  

12月７日～8日：一般質問・議案質疑 

９日・12日・19日（予備日含む） 

：所管別常任委員会、予算委員会 

12月23日：採決 



 
 

お問い合わせ先 建設部 / 上下水道課 / 管理係   TEL：0772-45-1635 

 

令和４年 11月 25日 

 

 公共下水道事業の健全な経営を図るため、公共下水道使用料金等の見直しについて、宮津

市公共下水道使用料金等審議会に諮問したことについて、答申を受けます。 

 

 人口減少や節水意識の向上などにより、今後、下水道使用料の減少が見込まれる中、現行

の料金体系で下水道事業を運営していくことは大変困難な状況にあります。 

公共下水道事業の健全な経営を図るため、令和４年５月 26 日に公共下水道使用料金等の

見直しについて、「宮津市公共下水道使用料金等審議会」に諮問しました。 

４回のご審議を経て、答申をまとめられたことから、下記の通り答申を受けることとなり

ました。 

 
 答申日時 

 〇令和４年 12月６日（火） 11：15～ 

 

 答申場所 

 〇宮津市役所 本館３階 応接室 

 

 審議会の開催経過 

 ○第１回 令和４年５月26日  ・諮問 ・公共下水道の現況について 

〇第２回 令和４年７月21日  ・使用料の見直しに係る考え方について 

・今後の収支見通しに基づく使用料見直しの 

必要性の確認 

〇第３回 令和４年10月５日  ・使用料の見直しに係る考え方について 

〇第４回 令和４年11月18日  ・答申（案）について 

 

 その他 

 ・答申の内容は答申日に配布します。 

 

 

 

下水道使用料金等の見直しに係る「 宮津市公共下水道使用料金等審議会」の答申について 
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お問い合わせ先 
田井臨海エリアにぎわいづくり実行委員会事務局(宮津市企画課内) 

TEL：0772-45-1607、1664 （藤原、中嶋） 
 

令和４年 11月 25日 

～ 海に臨む田井エリアの魅力を繋げたにぎわいづくり ～ 

 

 田井臨海エリアにぎわいづくり実行委員会主催、にぎわいづくりイベント「第２回宮津田

井海まちフェスタ」を開催します。 

 

 本市では、「宮津の宝を育むチャンレンジプロジェクト」として海を活かしたまちづくり

を推進しており、田井エリアの事業者や地元自治会等とともに官民連携のプラットフォーム

(田井臨海エリアにぎわいづくり実行委員会)を立ち上げ、本年４月には、リニューアルした

田井宮津ヨットハーバーのお披露目、キックオフイベント「宮津田井海まちフェスタ」を開

催したところです。 

この度は、田井エリアの事業者、行政機関だけでなく、地元の自治会や中学校、高校にも

参加いただき、市内外へ魅力のＰＲや地域の活性化を目的に、にぎわいづくりイベント「第

２回宮津田井海まちフェスタ」を開催します。 

【令和４年４月 宮津田井海まちフェスタの模様】  

 

 

 

 

 
 日 時 

 ・令和４年 12月 10日（土） 10：00 ～ 15：30 

 

 場 所 

 ・京都府立青少年海洋センター（マリーンピア）及び 田井宮津ヨットハーバー 

 

 内 容 

 別紙のイベントチラシをご参考ください。・ 

 

 

【田井臨海エリアにぎわいづくり実行委員会】 

京都府立青少年海洋センター、宮津市ヨット協会、Hotel＆Resorts 京都宮津、㈱にしがき、

サラヤ㈱、丹後海陸交通㈱、天橋立観光協会、田井自治会、関西電力㈱宮津エネルギー研究

所、京都府立宮津天橋高等学校、京都府立海洋高等学校、京都府水産事務所、京都府港湾局、

京都府丹後広域振興局、大阪公立大学特任教員松本英之氏、宮津市 

第２回宮津田井海まちフェスタを開催します 
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お問い合わせ先 

産業経済部/商工観光課/観光係 TEL：0772-45-1625 

天橋立を世界遺産にする会（事務局：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 11月 25日 

 

 天橋立が文化財の一つである「名勝」に指定されてから 100年、名勝の中でも特に価値が

高い「特別名勝」に指定されてから 70 年を迎えた 2022 年。 

宮津市では、天橋立名勝 100 年記念式典・世界遺産講演会を皮切りに、記念花火、エコ・

スポーツフェスティバル、モノオペラ『ガラシャ』公演、記念シンポジウムなどの関連事業

を展開してきました。 

「天橋立は当たり前にそこにあるものではなく、先人達の絶え間ない努力によって維持

されてきたもの」であることを強く再確認した 2022 年を、天橋立一斉清掃で締めくくり、

次の 100 年に向けて 2023 年を迎えます。 

今後も、市民の皆様、関係機関の皆様と手をたずさえて、天橋立の世界遺産登録を目指す

とともに、天橋立を日本の宝、世界の宝として、次の世代に守り伝えていきます。 

 

【主な天橋立名勝 100年・特別名勝 70 年関連事業】  

・天橋立名勝 100年記念式典・世界遺産講演会（２月 27日） 

・【ビデオ】天橋立世界遺産講座(録画）（４回講座 ７月） 

・映像で見る天橋立の歴史と魅力（３回講座 ７月～８月） 

・天橋立名勝 100年・特別名勝 70年記念花火（７月～10月） 

・天橋立エコ・スポーツフェスティバル（９月 18日） 

・モノオペラ『ガラシャ』天橋立公演（９月 21日） 

・天橋立世界遺産講座（４回講座 ９月～10月、京都市歴彩館） 

・天橋立名勝 100年・特別名勝 70年記念シンポジウム（11月 19日） 
 

【第 16回迎春 天橋立一斉清掃】  
 日 時 

 ・2022年（令和４年）12 月 11日（日） ８：30 ～ 10：00 
 

 場 所 

 ・日本三景・天橋立：小天橋（文珠側）・府中船越（府中側） 
 

 内 容 

 ・別紙のチラシをご参考ください。問合せ：天橋立を守る会事務局（TEL 0772-22-8030） 

 

 

天橋立名勝 100 年・特別名勝 70 年の 2022 年を締めくくり 

次の 100 年、そして、天橋立の世界文化遺産登録に向けて 
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令和４年 11月 25日 

 
 イベント情報 

  

山崎洋子公演会 ～図書館 100 周年・移転開館５周年記念イベント～ 

 と き 11月 26日(土) 13:30～16:00 

 ところ みやづ歴史の館 文化ホール 

 内 容 講演「図書館は夢のスタート地点！」 

 問合せ 宮津市立図書館(℡22-2730)  

 

由良オリーブ祭 

 と き 11月 26日(土) 10:00～14:00 

 ところ 由良オリーブ園周辺 

 内 容 オリーブ商品や地元の農産物等の販売、オリーブ園の見学 

 問合せ 由良オリーブを育てる会(℡080-9301-7890)  

 

原子力防災訓練 

 宮津市、宮津城南部・城東部の各自治会、関西電力、宮津警察署、福知山市、京都府

等との連携訓練（情報伝達訓練、通過証・安定ヨウ素剤受渡訓練、広域避難訓練） 

と き 11月 27日(日) 9：00～13：00 

 ところ (1) 一時集合場所 … 宮津天橋高等学校第一体育館（グラウンド横） 

 （避難バス乗車場所 … ドコモショップ宮津店駐車場） 

(2) 避難退域時検査場所 … 与謝野町大江山運動公園及び野田川わーくぱる 

(3) 広域避難先避難所 … 福知山市三和荘体育館 

 問合せ 消防防災課消防防災係(℡45-1605) 

 

第２回宮津田井海まちフェスタ 

 と き 12月 10日(土) 10：00～15：30 

 ところ 京都府立青少年海洋センター（マリーンピア）及び田井宮津ヨットハーバー 

 内 容 クリスマスコンサート、ワークショップ、つみれ汁のふるまい等 

 問合せ 田井臨海エリアにぎわいづくり実行委員会事務局（宮津市企画課）(℡45-1607) 

 

第 16 回迎春 天橋立一斉清掃 

 と き 12月 11日(日) 8：30～10：00 

 ところ 小天橋（文珠側）・府中船越（府中側） 

 問合せ 天橋立を守る会事務局(℡22-8030) 

今後の行事予定について 
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冬の丹州ジャズフェスティバル 2022 

 と き 12月 11日(日) 15：15～19：00 

 ところ みやづ歴史の館 

 内 容 宮津・福知山・舞鶴・豊岡・京丹後のジャズミュージシャンが集結 

 問合せ みやづ歴史の館(℡20-3390) 

 

 

 その他情報 

  

宮津市公共下水道使用料金等審議会の答申 

 と き 12月６日(火) 11：15～ 

 ところ 市役所応接室 

 問合せ 上下水道課管理係(℡45-1635) 

 

仕事納め市長あいさつ 

 と き 12月 28日(水) 16：00～ 

 ところ 市役所応接室 

 問合せ 総務課総務秘書係(℡45-1604) 

 

仕事始め市長あいさつ 

 と き １月４日(水) 9：00～ 

 ところ 市役所第５会議室 

問合せ 総務課総務秘書係(℡45-1604) 

 

 


