
 

宮津市定例記者会見 
 

 
                     令和３年４月 28 日（水) 午後２時 00 分～ 

                     宮津市役所応接室 

 

 

 

【内 容】 

１. 東京オリンピック 2020 聖火リレーの開催 

 

２. 新型コロナウイルス感染症経済対策会議の開催 

 

３. 新型コロナワクチン接種（高齢者向け）の予約状況 

 

４. 緊急事態宣言の発令に伴う宮津市の対応 

 

次回予定 5/24（月） 14：00～ 応接室 

 



 
 

お問い合わせ先 企画財政部 / 企画課 /企画政策係 TEL：0772-45-1664 

 

Press Release  
宮津市 

令和３年４月 28 日 

～天橋立公園内において東京 2020 オリンピック聖火リレーを開催します～ 

 

  ・京都府開催の 1 日目の 5 月 25 日に、城﨑宮津市長が第 1 走者の聖火リレートーチに聖

火を灯し、宮津市で聖火リレーを行います。 

日本三景「天橋立」を 13 名のランナーが駆け抜けます。なお、第１ランナーには、サポ

ートランナーとして、市内小中学生 20 名が伴走します。 

 日 時  

 ・令和 3年 5月 25 日（火） 午前 9時 40 分～ミニセレブレーション(聖火点火式) 

              午前 9時 50 分～聖火第１走者スタート 

  ※駐車場には限りがありますので、ご来場の際は公共交通機関のご利用をお願いします。 

 場 所 

 ・ミニセレブレーション(聖火点火式)：天橋立公園内グラウンド 宮津市字文珠地内 

・聖火リレー：天橋立公園松並木 2.6km 

  ※ミニセレブレーション会場での観覧者は現在募集中です。 

(募集定員 100 名 4/21～5/6)  入場の際には手荷物検査を実施します。 

※ご来場時には、必ずマスクの着用をお願いします。(コース沿道での応援も同様。) 

 

 内 容 

 【聖火リレー】 

・午前 9:00～  開場(ミニセレブレーション会場) 

・午前 9:40～  聖火点火式(市長あいさつ・第 1ランナー紹介・聖火点火・記念撮影等) 

・午前 9:50～  第 1 走者スタート(小中学生 20 名のサポートランナー伴走) 

・午前 10:23～ 最終走者ゴール 

・午前 11:15～ 取材会見(宮津市民体育館於)【組織委員会・聖火ランナー】 

        ランナーに認定書授与・ランナー取材・写真撮影等 

【撮影ポイント】 ①ミニセレブレーション会場(聖火点火式、プレステントを用意) 

  ②大天橋(第 1 走者の終盤地点にプレス用エリアを設置) 

          ③ゴール地点 ④市民体育館(取材会見時) 

         ※①～③の撮影ポイント間は移動できません。 

【担当者のコメント】 

・聖火ランナーの走行の模様は、インターネット(NHK 特設サイト)のライブ中継でも視 

聴していただけます。 

・聖火リレーの実施にあたり、100 名のボランティアの方々にご協力いただきます。 

東京 2020 オリンピック聖火リレーの開催について 

＼新規／ 
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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 

 

Press Release  
宮津市 

 

■京都府コースの概要 

【5月 25 日(火)】 

京丹後市⇒宮津市⇒舞鶴市⇒綾部市⇒福知山市⇒長岡京市⇒亀岡市(京都スタジアム) 

【5 月 26 日(水)】 

宇治市⇒宇治田原町⇒城陽市⇒木津川町⇒精華町⇒京田辺市⇒八幡市⇒久御山町 

 ⇒京都市(岡崎公園) 

 ■聖火ランナー(13 名) 

  募集期間     令和元年 7月中旬～8月 31 日 

  スポンサー選定  4社(トヨタ・コカコーラ・NTT・日本生命)の募集により 11 名選定 

  京都府選定    京都府の募集により 2 名選定(宮津市から 87名応募) 

           川﨑菜々紗さん・和田宏さん 【ともに宮津市在住】 

 

 ■宮津市のコース 

  天橋立公園内(2.6km)  文珠(日本三景の碑前) ⇒ 府中(全国健称マラソンの碑前) 

 

 ■駐車場(無料) 

  市営天橋立駐車場(文珠側)…スタート地点まで徒歩 5 分 

  府中公園(府中側)…ゴール地点まで徒歩 5 分 

  ※駐車場には限りがありますので、公共交通機関の利用をお願いします。 

なお、通行規制実施中は、天橋立公園内への車両の進入(自転車、オートバイの持ち 

込みを含む)は、できませんのでご注意ください。 

 

 ■車両等通行規制 

  午前 8 時 30 分から午前 11 時 30 分まで天橋立公園周辺で車両の通行規制をします。 

  午前 9 時 30 分から午前 10 時までは、大天橋の通行止め（歩行者含む）をします。 

   

 ■その他 

  ・ミニセレブレーション会場には、プレステントを設置します。(受付で腕章を提示し 

てください。) 

  ・聖火点火時には、フォトセッション(記念撮影)を行います。 

  ・会場舞台前、大天橋周辺に撮影エリアを設置します。(係員の指示に従ってください。) 

  ・文珠をスタートした車両・聖火ランナーをゴールまで追い抜くことはできません。 

  ・天橋立公園上空は、許可を受けたドローン以外の飛行は禁止しています。 

  ・新型コロナウィルス感染症対策のため、マスク着用、３密対策、応援は拍手とするな 

どの対策をお願いします。 

  ・新型コロナウィルス感染症の拡大状況等により、本市における聖火リレーが中止とな 

る場合があります。 
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日時 令和３年 5 月 25 日（火） 

開 場 午前 9 時から 

点火式 午前 9 時 40 分から 

場所 天橋立公園内グラウンド 

区間 日本三景の碑 

    ⇒ 全国健称マラソンの碑(2.6km) 

聖火ランナー 13 名(約 200m/1 人) 

ランナー集合場所 宮津市民体育館 

交通規制 午前 8 時 30 分から 11 時 30 分まで 

【京都府聖火リレールート】 

◆1 日目(5 月 25 日(火)) 

 京丹後市⇒宮津市⇒舞鶴市⇒綾部市 

 ⇒福知山市⇒長岡京市⇒亀岡市 

◆2 日目(5 月 26 日(水))  

 宇治市⇒宇治田原町⇒城陽市⇒木津川市 

 ⇒精華町⇒京田辺市⇒八幡市⇒久御山町 

⇒京都市 

※全国で 1 万人のランナーが聖火を繋ぎます。 

 
 
 

ゴール地点 

【ミニセレブレーション及びスタート】 

天橋立公園内グラウンド内  

日本三景の碑 

 

 

選手集合場所 

本部テント 

関係団体本部 

撮影ポイント ① 

プレステント 

  

観客席（立ち見）

る） 

  

会場受付 

手荷物検査所  

  

東京 2020 オリンピック聖火リレー事業(概要図) 

【宮津市聖火リレールート】 

【ミニセレブレーション会場】 

舞台 
(点火ステージ) 

聖火ランナー走路 

 

 
※大天橋の通行止め 
9 時 30 分から 10 時まで  

待機テント 

来賓テント 

撮影ポイント① 
ミニセレブレーション会場  

撮影ポイント② 
大天橋(府中側) 

撮影ポイント④ 
宮津市民体育館 

撮影ポイント③ 
全国健称マラソンの碑 
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お問い合わせ先 産業経済部 / 商工観光課 / 商工係   TEL：0772-45-1663 

 

令和３年４月 28 日 

新型コロナウイルス感染拡大により大きな影響を受けている地域経済について、宮津市

内の経済団体が一堂に会し、情報共有を行うとともに今後の対策について協議する、今年度

１回目の「宮津市新型コロナウイルス感染症経済対策会議」を開催します。 

 

 京阪神を中心に新型コロナウイルス感染拡大が未だ猛威を振るうことから、京都府では３

回目の緊急事態措置となりました。観光地である本市では、外出・移動の自粛等による観光

客の減少により、本市の経済活動は、大変厳しい状況にあります。 

つきましては、現在の状況について情報共有するとともに、今後の対策について協議する

ため、今年度１回目（昨年度４回開催）となる「宮津市新型コロナウイルス感染症経済対策

会議」を開催します。 
 

 日 時 

 ・令和３年５月 10 日（月）午前 10 時～ 

 

 場 所 

 ・宮津商工会議所 会議室 

 

 内 容 

 ・現状について 

・今後の対策について 

 

 出席団体 

 ・京都府丹後広域振興局、宮津商工会議所、天橋立観光協会、宮津天橋立観光旅館協同

組合、宮津料理飲食業組合、京都銀行宮津支店、京都北都信用金庫、ハローワーク峰

山、宮津市 

 

宮津市新型コロナウイルス感染症経済対策会議の開催 

Press Release  
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お問い合わせ先 健康福祉部 / 健康・介護課 / 健康増進係  TEL：0772-45-1624 

 

令和 3年 4月 28 日 

 

 宮津市では、65 歳以上の高齢者向けの新型コロナワクチン接種について、個別接種を 5月

17 日（月）から、集団接種を 5月 22 日（土）から実施することとして、準備を進めていま

す。予約状況などについてお知らせします。 

  

 【接種予約の状況】 

 予約人数（実人数） 備考 

個別接種 

4 月 23 日時点 
3,437 人 

市内 14医療機関での受付人数 

※なお、与謝野町、伊根町の住民など、宮津市外の方も含んで

います。 

集団接種 

4 月 26 日時点 
850 人 

6 月 1日までの 1回目接種（6日間：850 人分）を受付していま

したが、4月 26 日（月）に全ての予約枠が埋まりました。 

※7月 10 日以降の予約（5日間：800 人分）は 5月上旬から受

付予定 

 

※先行接種について 

特別養護老人ホーム入所者及び従事者を対象に、4月 28 日（水）から順次先行してワク

チン接種を始めます。 

●対象施設 5 施設（青嵐荘、天橋の郷、夕凪の里、安寿の里、マ・ルート） 

 

【その他】 

 ■接種券発送 

 ・75 歳以上 ……………  発送日：4月 8日～  対象者数：4,371 人 

・65 歳以上 75 歳未満 … 発送日：4月 22 日～ 対象者数：3,196 人  

  

■コールセンターについて 

設置日 4 月 8 日（木） 開設時間 9:00～17:00 電話番号 45-1262 

   開設日 5 月末まで…平日と土日（祝日は開設しない） 

6 月以降 …平日のみ 

   ※4/25 までの問合せ件数：1,262 件 

   

 

新型コロナワクチン接種  

高齢者向け接種 5 月 17 日スタート 4,287 人の予約を受付 

Press Release  
宮津市 
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令和 3年 4月 28 日 

 

 4 月 25 日から 5月 11 日までを実施期間として、東京都、京都府、大阪府、兵庫県に緊急

事態宣言が発令されたことに伴い、宮津市では次のとおり措置することとしております。 

  

 利用休止 

 
・杉末会館（電話相談除く） ・杉末児童館  ・旧三上家住宅 

・みやづ歴史の館 ・中央公民館 ・各地区公民館 ・各地区社会教育活用施設 

・市民体育館（全国等につながる公式大会のみに利用を限定） 

・市立幼小中学校の社会教育利用（体育館、遊戯室、グラウンド） 

・宮津市Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館   ・宮津市海洋釣り場 

[福祉・教育総合プラザ内] 

コミュニティルーム、クッキングルーム、浜町ギャラリー、 

にっこりあ（電話相談除く） 

  ※宮津市立図書館は午後７時までの利用制限を当面継続、貸出返却のみ。 

[都市公園有料施設] 

宮津運動公園（市民球場、市民グラウンド、市民テニスコート）、 

西宮津公園（ゲートボール場）、府中公園（テニスコート）  

※上位大会（全国大会、近畿大会等）につながる中高生の公式戦は無観客で実施可 

※その他の無料グラウンドは使用自粛 

 

 

 酒類提供なしで営業等 

 
・宮津漁師町観光商業センター(ととまーと) 10 時～15 時（営業時間は通常） 

・おさかなキッチンみやづ(HAMAKAZE Café) 

金、土、日曜日 10 時～20 時（時短営業） 

                   月、火、木曜日 10 時～17 時（通常営業） 

 

 

緊急事態宣言の発令に伴う宮津市の対応 
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 通常営業 

・市営天橋立駐車場  ・市営宮津駅前駐車場 

[宮津まちなか地域振興拠点施設] 

  浜町立体駐車場、観光案内所、宮津まごころ市 

   ※島崎公園多目的広場臨時駐車場の開設（４月 29 日から５月５日まで） 

 

 

その他 

 

[観光関連施設] 

 ・天橋立駅観光案内所 通常営業 

・天橋立ビューランド 展望所のみ営業 ※遊園地は休業 

・傘松公園 通常営業 

・天橋立観光船 通常営業 

※伊根湾めぐり遊覧船 通常営業 

 

[金引の滝混雑対策]（宮津観光ピント会ほか） 

 ・車両乗り入れ自粛の呼びかけ（看板設置）：４月 30 日から５月５日まで 

 ・混雑緩和（警備員配置）：５月２日（状況に応じて５月４日まで） 

 

[天橋立観光協会（体験プログラム等）] 

 ・ガイドツアー 中止  

 ・天橋立アクティビティセンター シーカヤックのみ実施 

 

[ＧＷイベント対応] 

 （中止）パーク＆クルーズ（丹海観光船）、府中小学校臨時駐車場 

 （実施）文珠地区交通整理（警備員配置） 
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	1.聖火リレー開催
	1.東京2020オリンピック聖火リレー事業(概要図)【事業等説明資料添付】※赤点付
	2.第5回経済対策会議プレス（R3.5.10開催）
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