
宮津市定例記者会見 
 

令和４年１月 27日（木) 午後２時～ 

宮津市役所応接室 

 

【内 容】 

 

１．京都府にまん延防止等重点措置が適用されたことに伴う対応 

（１月26 日(水)に市長メッセージを発信 など） 

 

２．新型コロナワクチン追加接種（３回目接種）２月１日から本格スタート 

  （個別接種は２月１日(火)から、集団接種は２月６日(日)から） 

 

３．宮津市新型コロナウイルス感染症経済対策会議を開催 

（１月28 日(金)に今年度2 回目の会議を開催、現状や今後の対策について議論） 

 

４．第３回宮津市地域医療のあり方検討委員会を開催 

（１月28 日(金)に開催、提言に向けた最終検討） 

 

５．「海ノ民話のまち」のアニメーション『天のかけ橋と金樽いわし』完成！ 

（２月10 日(木)に完成報告会、２月26 日(土)に京都府立丹後郷土資料館で上映会） 

 

６．丹後半島風力発電事業に対する意見書の送付について【再】（1/21発信済み） 

（１月21 日(金)に京都府に送付した市の意見書に係る基本スタンスについて） 

 

 

 

 

次回予定 ２月17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 



 

お問い合わせ先 

宮津市新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 

（総務部 / 消防防災課 / 消防防災係）TEL:0772-45-1605 

（健康福祉部 / 健康・介護課 / 健康増進係）TEL：0772-45-1624 
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 令和 ４ 年 １ 月 27 日 

京都府にまん延防止等重点措置（令和４年１月 27 日～２月 20日）が適用されたことに

伴う主な対応は以下のとおりです。 

 

① １月 26日(水)に市長メッセージを発信し、市民に感染防止策の徹底などを呼びかけ 

 市民の皆さまへ 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、明日から京都府に「まん延防止等重点措置」

が適用されることとなりました。 

今般、急速に感染拡大しているオミクロン株は非常に感染力が強いとされておりま

す。市民の皆さまには、感染の拡大を徹底して防ぐため、引き続き、基本的な感染防止  

（マスクの着用、こまめな手洗い、身体的距離の確保、換気による空気の入れ替え）や、

リスクを低減する行動（混雑した場所への外出自粛、不要不急の都道府県間の移動は 

極力控える）などの徹底にご協力をお願いいたします。 

市としましても、引き続き、国、京都府、関係機関と連携し、感染拡大の防止に全力

であたってまいります。ともに力を合わせて、新型コロナに打ち勝っていきましょう。 

令和４年１月 26日 宮津市長 城﨑 雅文 
 

② 市施設・事業等の対応については変更なし 

 市立施設等については、感染防止策を徹底した上で引き続き開館していきます。 

市主催行事・事業等については、感染防止策を徹底した上で引き続き実施していきます。 

※ただし、今後の感染状況等を踏まえて変更する場合があります。 
 

③ 宮津天橋立「カニぶり」キャンペーンの新規予約・発行を止める 

 京都府に「まん延防止等重点措置」が適用されたことに伴い、感染拡大防止の観点から、

12月 22日(水)から実施中の宮津天橋立「カニぶり」キャンペーンにおいて、１月 27日

(木)午前 10 時から宿泊割引クーポン(じゃらん・楽天トラベル)を利用した新規予約を

停止し、カニぶり食事クーポン(3,000円・1,500円)の新規発行を中止するもの。 

 ※発行済みクーポンについては、キャンペーン期間中（２月 28 日まで）は利用可能。 

 ※キャンペーン期間の延長及び発行再開は予定していません。 

 ※今後、国等の行動制限要請等の状況により、キャンペーンを中止する場合（クーポ 

ン利用中止を含む）があり、クーポン利用中止に伴うキャンセル費用の補償はなし。 

＜お問い合わせ先＞ 

 GO TO MIYAZU タスクフォース事務局（宮津市商工観光課）Tel.0772-45-1625 

天橋立観光協会 Tel.0772-22-8030 
 

京都府にまん延防止等重点措置が適用されたことに伴う対応について 



 
 

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４年１月 27日 

 

２月１日から高齢者等住民への新型コロナワクチン追加接種を実施します。 

 
 個別接種 

 ・接種開始日：令和４年２月１日（火） 

・接種ができる医療機関：市内 14医療機関、伊根町 2医療機関、与謝野町 10医療機関 

 ※市民の方は、宮津市・伊根町・与謝野町内の医療機関で接種できます。 

・予約方法：個別医療機関に直接予約 

 
 集団接種 

 ・接種開始日：令和４年２月６日（日） 

17日間実施（６/５までの第１・第３土日） 

・接種会場：宮津市民体育館（駐車場：パーキングはままち） 

・予約方法：宮津市新型コロナワクチン接種コールセンターに電話予約または Web予約 

 

 前倒し接種対応 

  追加接種は、２回目接種から８ヶ月経過後に接種することとなっていますが、国の 

前倒し実施の方針を受け、次のとおり実施します。 

・65歳以上の高齢者 … R4.2月 1日以降は「2 回目接種から 6ヶ月経過後」接種可能 

・64歳以下の方   … R4.3月 1日以降は「2 回目接種から 7ヶ月経過後」接種可能 

※なお、現時点で追加接種の対象は 18歳以上の方。 

 
 その他 

 〇宮津市新型コロナワクチン接種コールセンター 

  令和４年１月 20日（木）～ 平日 9：00～17：00 Tel：0772-45-1262 

 
 

新型コロナワクチン追加接種（３回目接種） 

２月１日から本格スタート 個別接種は２/１～ 集団接種は２/６～ 
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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４年１月 27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２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。 

 

 新型コロナウイルス感染症については、新たな変異株による全国的な感染 

拡大が急速に拡大するなか、京都府においてもまん延防⽌等重点措置区域と 

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２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４年１月 28日（金）午前９時 30分～ 

 

 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を開催 
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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４年１月 27日 

 

この検討委員会は、宮津市の持続可能な地域医療体制のあり方について検討するために、

昨年３月に設置したもの。今回の第３回会議が最終の検討委員会の予定で、宮津市長への 

提言（案）をまとめることとしています。 

 
 第３回検討委員会 

 ・開催日：令和４年１月 28日（金）午後７時～ 

・場 所：福祉・教育総合プラザ４階 応接会議室 

・内 容：持続可能な地域医療に向けた市長への提言（案）について 

【検討委員会】 

・委員長：山根行雄（一般社団法人与謝医師会長） 

・委 員 ７名 

  所属・役職 氏 名 

学識経験者 福知山公立大学 地域経営学部准教授 星 雅丈 

事業者代表 
一般社団法人与謝医師会 会長 山根 行雄 

京都府立医科大学附属北部医療センター 病院長 落合 登志哉 

市民代表 
宮津市自治連合協議会 副会長 瀬戸 享明 

宮津市地域女性の会 会長 黒岡 芳子 

行政機関 
京都府丹後保健所 所長 重見 博子 

宮津市 副市長 今井 真二 
 

 
 その他 

 〇検討委員会開催状況 

・第１回 令和３年３月１日 

・第２回 令和３年 10月 19日 

〇提言について 

 第３回会議での議論を踏まえた内容整理を行った後、２月中に山根委員長から 

城﨑市長に提言書を提出する予定です。 
 

第３回宮津市地域医療のあり方検討委員会を開催 

 ～提言に向けた 最終検討～ 
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お問い合わせ先 
企画財政部 / 企画課 /文化・スポーツ総括課長 

TEL：0772-45-1664 
 

Press Release 
 
宮津市 

 令和 ４ 年 １ 月 27 日 

～宮津市が日本昔ばなし協会の「海ノ民話のまち」に京都府内で初めて認定される中、 

地域に伝わる民話・伝承をもとにしたアニメーション『天のかけ橋と金樽いわし』 

の完成報告を受けるとともに、京都府立丹後郷土資料館と連携して上映会等を開催～ 

 

① アニメーション『天のかけ橋と金樽いわし』の完成報告会 
 日 時  

 令和４年２月 10日（木） 午後３時 30分から 

 場 所 

 宮津市福祉・教育総合プラザ４階 応接会議室 

 内 容 

 城﨑市長をはじめとした「宮津市・海ノ民話のまち実行委員会」のメンバーがアニメー

ション『天のかけ橋と金樽いわし』を制作していた「海ノ民話のまちプロジェクト実行

委員会」から完成報告を受け、今後に向けた意見交換を行うもの。（新型コロナウィルス

感染症の感染拡大状況によってはリモートでの報告となる場合があります。） 
 

② アニメーション『天のかけ橋と金樽いわし』のふるさとミュージアム丹後での上映会 
 日 時  

 令和４年２月 26日（土） 午後１時 10分から３時 10分まで 

 場 所 

 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 

 ２月 19日から４月３日まで、ふるさとミュージアムコレクション「天橋立名勝 100年・

特別名勝 70 年コーナー」が設けられる中で、その関連行事として、アニメーション  

『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」講演会やワークショ

ップ「砂からマイクロプラスチック探し」を行うもの。 
 

※「海ノ民話のまちプロジェクト」は日本財団が推進する海と 

日本プロジェクトの一環として、一般社団法人日本昔ばなし 

協会が 2018年度から展開されているもので、2021年度まで 

に全国の 27自治体が「海ノ民話のまち」に認定され、地域に 

伝わる民話・伝承がアニメーション化されています。 
 

【担当者のコメント】 

2022年は「天橋立名勝 100年・特別名勝 70年」。地域の宝のアニメーション化をもとに、 

今後、学校等で上映会やワークショップを行うなど、子ども達に伝え継いでいきたいです。 

「海ノ民話のまち」のアニメーション『天のかけ橋と金樽いわし』完成！ 



（京都府立丹後郷土資料館）
〒629-2234 京都府宮津市字国分小字天王山611-1

TEL 0772-27-0230 FAX 0772-27-0020

H P http://www.kyoto-be.ne.jp/tango-m

交通 京都丹後鉄道宮豊線「天橋立駅」または「岩滝口駅」から

丹海バス伊根方面行き「丹後郷土資料館」下車すぐ、また
は「国分」下車徒歩５分／「与謝天橋立IＣ」から車で１０分

【講演会】「マイクロプラスチックの海洋汚染！

－琴引浜の漂着物から海を漂うごみ問題を考える－」

【講 師】 安松 貞夫 氏・安松 美佐子 氏
（琴引浜ネイチャークラブハウス）

※同時開催（アニメ上映会 午後１時10分）

「天のかけ橋と金樽いわし」

【日 時】 令和４年２月26日（土）

午後１時10分から３時10分まで

【場 所】当館 第一研修室

【定 員】20名（事前申込み・先着順）

申込み先：当館 Tel.0772-27-0230

申込期間：２月１日（火）～同月23日（水・祝）

【共 催】宮津市・海ノ民話のまち実行委員会

【開館時間】 ９：００～１６：３０

【休館日】 月曜日 ただし、3/21は開館し、翌日休館

【入館料】 大人２００円 小中学生５０円（団体割引あり）

＊友の会会員、６５歳以上の方、障害者手帳などをお持ちの方とその介護者は無料

＊「きょうと子育て応援パスポート」ご利用可能

＊小中学校等の学校教育活動の場合は申請により無料

＊新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によって、中止・変更・人数制限等を

行うことがあります。

主な展示品

天橋立真景図、与謝蕪村筆
「菊石図」天橋立観光パンフ
レット、溝尻の漁撈用具

天橋立名勝100年・特別名勝70年

コーナーを併設！

天橋立に関するアニメ「天のかけ橋と金樽いわし」が完成しました。

これを記念して、２月26日実施の講演会ではアニメを上映します。

ぜひご家族そろってお越しください。

企画展 与謝蕪村筆 四季耕作図

「天のかけ橋と金樽いわし」

関連行事



 
 

所 管 部 局 市民環境部 / 市民環境課 / 環境衛生係  TEL：0772-45-1663 

 

 

【再】令和４年１月 21日に発信済みのもの＋α 

 

 

 

(仮称)丹後半島第一風力発電事業及び第二風力発電事業に係る計画段階環境配慮書につ

いての環境の保全の見地から意見を取りまとめ、京都府に送付しました。 

 
 送付日 

 ・令和４年１月 21日（金） 

 

 内 容 

 ・別紙のとおり 

 

 その他 

 ・意見書の内容については、宮津市ＨＰで公表しています。 

・当該意見書は、令和 3年 12月 13日付けの京都府からの照会に対する環境保全の見地

からの回答となります。 

 

 

 

 

 

 

 宮津市の基本スタンス 

 ・宮津市は地球温暖化防止（「ゼロカーボンシティ宣言」、「気候非常事態宣言」）の観点から、

再生可能エネルギーを推進する立場であるが、導入には、地域共生、環境調和、住民理解が

必要で、現時点では事業の可否を判断できる状況にないと考えております。まずは、市民の

多様な意見を踏まえ、しっかりとした調査の実施を事業者に対して求めて行きます。 

 

 

 

丹後半島風力発電事業に対する意見書の送付について 
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令和４年１月 27日 

～ １月下旬から２月中旬 ～ 

 

 
 イベント情報 

  

SDGs男女共同参画講演会 

「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 

 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 

 問合せ 市民環境課課人権啓発係(℡45-1615) 

 

 その他情報 

  

宮津市新型コロナウイルス感染症経済対策会議 

 と き １月 28日(金) 9：30～ 

 ところ 宮津商工会議所 会議室 

 問合せ 商工観光課課商工係(℡45-1663) 

 

宮津市地域医療のあり方検討委員会  

 と き １月 28日(金) 19：00～ 

 ところ 福祉・教育総合プラザ４階 応接会議室 

 問合せ 健康・介護課健康増進係(℡45-1624) 

 

「海ノ民話のまちプロジェクト」実行委員会 宮津市表敬訪問  

 と き ２月 10日(木) 15：30～ 

 ところ 福祉・教育総合プラザ４階 応接会議室 

 問合せ 企画課企画政策係(℡45-1664) 

 

 

今後の行事予定について 
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