
宮津市定例記者会見 
 

令和４年４月28 日（木）午後２時～ 

宮津市役所応接室 

 

【内 容】 

 

１. 令和４年度 ５月１日付人事異動について 

 （京都府派遣職員（部長級）） 

 

２. 前尾記念クロスワークセンターMIYAZU がオープン 

 （5/6 オープニングセレモニー＆交流イベント） 

 

３. 新型コロナウイルスワクチン ５月以降の接種について 

 （接種場所を宮津武田病院に一本化。３回目接種率 71.4%） 

 

４.京都サンガ F.C.のホームタウンに宮津市が新たに追加 

 （丹後地域初。京都府下 15 例目） 

 

５. 今後の行事予定 

 

 

  

 

次回予定 ５月19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 総務部 / 総務課 / 職員係   TEL：0772-45-1603 

 

令和４年４月 28 日 

 

 

京都府より派遣を受ける職員（部長級）について、下記のとおりお知らせします。 

 

 【部長級】 

新   任 氏 名 前 任 

企画財政部長 土井 和久 京都府 

 

  ※参考）前職の企画財政部長 浅野 誠は京都府に帰任 

   

 

 

令和４年度 ５月１日付人事異動について 
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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４月２８日 

～ 5 月 6日にオープニングセレモニー＆交流イベントを行います ～ 

 

 市内のワーケーション等の「中核拠点」として、“ワーケーションの推進”や“都市と

地域の交流による関係人口の創出等”を行う「前尾記念クロスワークセンターMIYAZU」の

運営開始に当たり、オープニングセレモニーのほか、施設入居企業や未来天橋塾第１期

生、市内高校生などをつなぐ交流イベント等を行います。 

本施設は、市内のワーケーション施設や関係団体と連携し「市内まるごとワーケーショ

ン」を推進するとともに、レンタルオフィスに入居いただく９社と共に、拠点に集まる都

市部企業等の人材と地域事業者及び住民が交流できる場を創出することで、様々な化学反

応を起こし、共創による地域活性化を図ることを目的としています。 
 

 日 時 

・令和４年５月６日（金）  

【第１部：オープニングセレモニー】午後３時～午後４時 10 分 

※第２部までの間、施設見学や名刺交換など歓談 

【第２部：交流イベント】     午後４時 40 分～午後６時 
 

 場 所 

・前尾記念クロスワークセンターMIYAZU（鶴賀 2164-2） 
 

 内 容 

【第１部：オープニングセレモニー】  

・市長／来賓あいさつ 

 ・指定管理者（（株）FoundingBase）／ﾚﾝﾀﾙｵﾌｨｽ入居企業（９社）のご紹介 

 ・テープカット 

【第２部：交流イベント】  

 ・オープニング（ロゴ披露 ～ロゴに込めた場のあり方・想いとは～） 

 ・市内高校生（宮津天橋高校、海洋高校、京都暁星高校）による探究等活動発表 

   ～高校生が考える地域のまちづくり・地域に対する想いとは～ 

 ・施設入居企業×地域の若者（未来天橋塾１期生）×市内高校生によるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

   ～みんなの想いをクロスさせた、明日の宮津のためにやりたいこととは～ 
 

【担当者のコメント】 

・本施設が、地域内外の学生や事業者、様々な立場の人が集い、出会い、交流し、語り合え

る、「共創のまちづくり」の場として、皆さんから愛される施設になれば幸いです。今回の

このイベントがその第１歩につながることを期待しております。 

前尾記念クロスワークセンターMIYAZU がオープン 

Press Release 

宮 津 市 



新型コロナウイルスワクチン

宮津市では、新型コロナワクチンの接種が進んでいることから、5月以降は宮津武田病
院に一本化して接種を進めます。※小児ワクチン除く

2022.4.27版

問い合わせ：宮津市健康福祉部健康・介護課健康増進係　Tel：0772-45-1624

5月以降の接種について

  9：30 ～ 12：00土曜日
17：00 ～ 19：00金曜日

与謝野町内の医療機関の状況等ワクチン接種の
情報については、宮津市HPをご確認ください。

宮津武田病院に一本化
1・2・3回目接種

4/17 で終了しました。

集団接種は終わったの︖

市内でのワクチン接種
が進み、申し込みが少
なくなったことから、
宮津武田病院に一本化
して接種を進めます。

1回目接種︓91.4%
（全国︓81.3％）

2回目接種︓91.1％
（全国︓79.9％）

3回目接種︓71.4％
（全国︓49.5％）

接種率はどのくらい︖

いつから打てるの︖

2回目接種︓
　1回目接種から 3週
　間以降の日

3回目接種︓
　2回目接種から 6か
　月以降の日

再発行には申請が必要
です。詳しくは宮津市
HPをご確認ください。

接種券を無くしました…

本人の同意なく、ワク
チン接種が行われるこ
とはありません。
接種のリスクと利益を
考え、接種するかどう
かを判断しましょう。

ワクチンは強制なの︖

2 回目接種を受けた日
の 5 か月後の 20 日頃
に送付します。

2回目接種︓R4.2.10
3 回目接種券︓R4.7.20
頃に発送します。

接種券はいつ届くの︖

例

宮津武田病院に直接予約
Tel:0772-22-2157

予約方法

9︓00～ 17︓00平日
9︓00～ 12︓00土曜



 
 

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４月 28 日 

～ 宮津市は京都サンガ F.C.を応援し、スポーツを通じた地域の元気づくりに取り組みます～ 
 

 今シーズンから J1 リーグに昇格し、活躍している京都サンガ F.C.のホームタウンとし

て、J リーグに承認されました。 

 これからは、ホームタウン活動を通じた市民の皆さんと京都サンガ F.C.との交流を創出

し、スポーツを通じた地域の元気づくりに取り組みます。 
 

 承認日   

・令和４年４月 26 日（火） 
 

 京都府下のホームタウン（14 市１町） 

1994 年（J リーグ準加盟登録） 京都市 

2010 年 宇治市、城陽市、長岡京市、向日市、京田辺市 

2012 年 木津川市 

2014 年 亀岡市 

2017 年 南丹市、京丹波町 

2019 年 福知山市、舞鶴市、綾部市 

2020 年 八幡市 

2022 年 宮津市 
 

 市長コメント 

このたび、宮津市が丹後で初となる京都サンガ F.C.のホームタウンに加わることがで

き、大変嬉しく思っています。京都サンガ F.C.は「サンガに関係する全ての人々と夢と

感動を共有し、地域社会の発展に貢献する」を理念に、日々活動をされています。 

 本市においては、SOMPO ボールゲームフェスタや市民スポーツ DAY などの開催を通

じ、子ども達から大人まで様々な形でスポーツに触れ、生涯にわたるスポーツライフの

実現につながる機会を創出するとともに、今年度からジュニアスポーツの育成を充実さ

せていくこととしています。 

 今回のホームタウン決定は、京都サンガ F.C.の選手との交流を通じた、ジュニアスポ

ーツの育成はもとより、様々な地域スポーツの振興や地域との交流、学校教育との連携

など、ホームタウン活動による地域の元気づくりにつながっていくものと期待していま

す。私たち宮津市は、京都サンガ F.C.を応援します。 
 

その他 

・令和４年４月 26 日 ニュースリリース 

京都サンガ F.C.広報部、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

宮津市が「京都サンガ F.C.」のホームタウンに追加 
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令和４年４月 28 日 

 

 
 イベント情報 

 

天橋立パーク＆クルーズ（観光船臨時便の運航） 

交通渋滞を緩和し、多くの観光客の皆様にご満足頂くために、また、海を活用した魅

力を楽しんでいただくため、天橋立パーク&クルーズを実施します。 

・４月 29 日(金・祝)～５月１日(日)は、9：50～16：30 の間、１時間置きに運航 

・５月３日(火・祝)～５日(木・祝)は、9：50～17：00 の間、30 分置きに運航 

  ・宮津桟橋から天橋立桟橋までの乗船料は、片道 500 円、往復 900 円※小児半額 

  ・宮津桟橋から一の宮駅までの乗船料は、片道 1,200 円、往復 2,000 円※小児半額 

  ・道の駅「海の京都・宮津」にある立体駐車場に駐車し、宮津桟橋から観光船を利 

用された方は、立体駐車場が終日無料 

  問合せ 天橋立観光協会（℡22-8030） 

 

パークヨガ 

と き ５月４日(祝・水) ６：30～７：30 

 ところ 島崎公園芝生広場 

 内 容 爽やかな海辺の風を受けながら心も身体も気持ちよく開放し、伸び伸びと過

ごす公園でのパークヨガ 

     対象：小学生以上（小学生無料） 

     参加料：1,500 円 ※HAMAKAZE Café のワンドリンク付 

 問合せ 宮津市民実践活動センター(℡25-1630) 「花笑み結よが」との共催 

 

 

 その他情報 

 

宮津市長選挙及び宮津市議会議員一般選挙 立候補予定者説明会 

と き ５月 18 日(水) ９：30～ 

 ところ 宮津市中央公民館大会議室 

 問合せ 宮津市選挙管理委員会事務局(℡45-1602) 

 

 

 

 

今後の行事予定について 
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