
総合政策課 6月3日
第2回新型コロナウイルス感染症に係る経済
雇用対策会議

宮崎観光ホテル
国・県・市長会・町村会・経済団体
等

50
・１テーブルにつき１人掛け、随行者を１名に制限
・手指消毒アルコールの設置、マスク着用の依頼

国民文化祭・障害者芸術文化祭課 6月29日 市町村担当課長会議 附属棟301 市町村職員 60 ・マイクの消毒等、定数の半分とするため出席者数を制限

人権同和対策課 7月9日、10日 人権担当者講座 九州労働金庫宮崎県本部3階会議室 企業の人権担当者等 60 ・収容人員の50％の遵守、アルコール消毒、定期的な換気

国民スポーツ大会準備課 7月6日
第81回国民スポーツ大会・第26回全国障害
者スポーツ大会宮崎県準備委員会第６回常
任委員会

宮崎観光ホテル
県準備委員会常任委員（知事、副知
事、議長、副議長、関係団体の長
等）

64 ・会場スペースの拡大、１人１机、入室時の検温、手指消毒機の設置

福祉保健課 7月5日
自殺対策に係る人材育成研修
（県看護協会委託事業）

宮崎県看護等研修センター 看護職
53

（スタッフ含
む）

・受講前の体温測定、座席の間隔を空ける、手指消毒液の設置、マスク着用、ロールプレイ時の
フェイスシールド装着

福祉保健課 7月3日
社会福祉研修センター事業
（記録技術研修（障がい児・者））

宮崎県福祉総合センター
人材研修館４階

社会福祉事業等従事者 77
・感染流行地域の滞在歴のある者は参加不可（アンケート実施）
・１席空ける、手指消毒液の設置、マスク着用、定期的な換気

福祉保健課 7月9日
社会福祉研修センター事業
（チーム力を高めるコミュニケーション研
修　管理職編）

宮崎県福祉総合センター
人材研修館４階

社会福祉事業等従事者 68
・感染流行地域の滞在歴のある者は参加不可（アンケート実施）
・１席空ける、手指消毒液の設置、マスク着用、定期的な換気

福祉保健課 7月10日
社会福祉研修センター事業
（認知症の基本理解研修）

宮崎県福祉総合センター
人材研修館４階

社会福祉事業等従事者 81
・感染流行地域の滞在歴のある者は参加不可（アンケート実施）
・１席空ける、手指消毒液の設置、マスク着用、定期的な換気

医療薬務課 6月12日 宮崎県内基幹型臨床研修病院説明会 宮崎大学医学部　臨床研修講義棟２０５ 宮崎大学医学部生 114
・例年より広い会場（定員320名）で実施（一定の間隔をとって配席）
・受付に体温計、手指消毒アルコールを設置
・受付時の検温・手指消毒、会議中のマスク着用の徹底

国民健康保険課 6月22日
保健事業説明会（重複服薬指導、データ
ベース分析）

744会議室 市町村・国保連職員 50 ・１席空ける、マスク着用、定期的な換気

国民健康保険課 7月1日 市町村国保広域化等連携会議 745会議室 市町村・国保連職員 70 ・１席空ける、マスク着用、定期的な換気

長寿介護課
医療・介護連携推進室

6月22日 成年後見制度市町村職員等研修 県福祉総合センター 市町村職員等 77
・体調確認シートの提出
・１席空ける、手指消毒機の設置、マスク着用、定期的な換気

長寿介護課
医療・介護連携推進室

6月29日 高齢者虐待対応研修 県福祉総合センター 市町村職員等 78
・体調確認シートの提出
・１席空ける、手指消毒機の設置、マスク着用、定期的な換気

衛生管理課 6月7日 日曜犬猫譲渡会 みやざき動物愛護センター 県民（犬猫飼養希望者等） 280
・感染流行地域の滞在歴のある者は参加不可
・運営ガイドラインの作成、密集防止のため循環方式による開催、入場制限あり、手指消毒機の設
置、マスク着用、定期的な換気

衛生管理課 6月14日 日曜犬猫譲渡会 みやざき動物愛護センター 県民（犬猫飼養希望者等） 153
・感染流行地域の滞在歴のある者は参加不可
・運営ガイドラインの作成、密集防止のため循環方式による開催、入場制限あり、手指消毒機の設
置、マスク着用、定期的な換気

６月１日～７月10日の実施済み県又は関係団体主催会議、イベント等の実施状況

課室名 日付 会議、イベント等名 会場 対象
規模

（人数）
備考（開催に当たっての工夫）
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６月１日～７月10日の実施済み県又は関係団体主催会議、イベント等の実施状況

衛生管理課 6月21日 日曜犬猫譲渡会 みやざき動物愛護センター 県民（犬猫飼養希望者等） 159
・運営ガイドラインの作成、密集防止のため循環方式による開催、入場制限あり、手指消毒機の設
置、マスク着用、定期的な換気

衛生管理課 6月28日 日曜犬猫譲渡会 みやざき動物愛護センター 県民（犬猫飼養希望者等） 135
・運営ガイドラインの作成、密集防止のため循環方式による開催、入場制限あり、手指消毒機の設
置、マスク着用、定期的な換気

衛生管理課 7月1日 公衆衛生業務研究発表会 宮崎県福祉総合センター 県職員 60

・感染流行地域の滞在歴のある者は参加不可
・参加者を限定し、会場の間隔を確保
・手指消毒機の設置、マスク着用、定期的な換気
・開催時間の短縮（半日）

衛生管理課 7月5日 日曜犬猫譲渡会 みやざき動物愛護センター 県民（犬猫飼養希望者等） 147
・運営ガイドラインの作成、密集防止のため循環方式による開催、入場制限あり、手指消毒機の設
置、マスク着用、定期的な換気

こども政策課 6月23日
宮崎県幼稚園・保育所・認定こども園等新
規採用者研修

宮崎県福祉総合センター 幼稚園等職員 70
・大会場への変更による参加者間の距離の確保、手指消毒機の設置、マスク着用、定期的な換気、
発熱・呼吸器症状等のある者の参加自粛要請

こども政策課 7月1日 宮崎県子ども・子育て支援連携推進会議 附属等301号室 市町村職員 74 ・１席空ける、マスク着用、定期的な換気、手指消毒機の設置

森林経営課 6月24日 森林整備事業担当者会議 ７４４会議室 市町村、森林組合職員等 55
・１席空ける、手指消毒機の設置、マスク着用、
　定期的（１時間おき）な換気

商工政策課(県後援)
6月7日、21日
7月5日

いっちゃが宮崎楠並木朝市 県庁前楠並木 県民等 3,000 ・アルコール消毒設置、マスク着用・アルコール消毒使用の呼びかけ

畜産振興課
（主催：宮崎県酪農青年女性連絡協議会）

6月22日 宮崎県酪農青年女性連絡協議会定期総会 JAAZM 酪農家等 54

・席の間隔を空ける（３人掛けのテーブルに１人着席）
・手指消毒液の設置
・マスク着用
・定期的な換気

畜産振興課
（主催：宮崎県畜産協会）

6月26日 宮崎県畜産協会定期総会 宮崎観光ホテル 協会会員 約50

・席の間隔を空ける（３人掛けのテーブルに１人着席）
・手指消毒液の設置
・マスク着用
・体温計を準備し、希望者には検温を実施

中部農林振興局
（主催：宮崎県土地改良事業団体連合会）

6月6日 農業体験学習（加納小学校） 加納小学校 小学生 150
・全体を２班に分けて実施
・説明及び田植えは屋外で実施
・全員のマスク着用

中部農林振興局
（主催：地元役員）

6月28日 基盤整備地元説明会（小松・跡江地区） 跡江公民館 地区内地権者 100
・受付前に消毒液を配置
・マスクを持参し、着用していない人に配布
・公民館の窓やドアは開放

中部農林振興局
（主催：宮崎県土地改良事業団体連合会）

7月2日 農業体験学習（瓜生野小学校） 瓜生野小校区内ほ場 小学生 50 ・説明及び田植えは屋外で実施

南那珂農林振興局
（主催：JAはまゆう）

6月25日 子牛品評会 JAはまゆう畜産部 生産者等 60
・屋外での実施
・ソーシャルディスタンスの確保

南那珂農林振興局
（主催：串間市漁協）

6月25日 串間市漁協通常総会 漁協2階会議室 漁協組合員 77 ・換気、マスク着用、手指消毒剤の設置

南那珂農林振興局
（主催：外浦漁協）

6月26日 外浦漁協臨時総会 漁協2階会議室 漁協組合員 52 ・換気、マスク着用、手指消毒剤の設置



６月１日～７月10日の実施済み県又は関係団体主催会議、イベント等の実施状況

串間市アクティブセンター 無人ヘリ防除班代表者他 60

NOSAI宮崎南那珂センター 無人ヘリ防除班代表者他 40

7月6日 JAはまゆう北郷支所 生産者等 30 ・換気、マスク着用、手指消毒剤の設置

7月7日 ＪＡはまゆう本所研修館 生産者等 90 ・換気、マスク着用、手指消毒剤の設置

7月8日 南郷ハートフルセンター 生産者等 100 ・換気、マスク着用、手指消毒剤の設置

7月8日 ＪＡはまゆう串間支所 生産者等 80 ・換気、マスク着用、手指消毒剤の設置

北諸県農林振興局
（主催：JA都城）

6月5日 肉用牛子牛郡市共進会 都城地区家畜市場 生産者等 120
・ソーシャルディスタンスの確保
・換気、マスク着用、手指消毒・人体消毒（ミスト）の実施

北諸県農林振興局
（主催：JA都城）

6月15日～17日 子牛セリ市 都城地区家畜市場 生産者等
750

(250人×3日)
・ソーシャルディスタンスの確保
・換気、マスク着用、手指消毒・人体消毒（ミスト）の実施

北諸県農林振興局
（主催：JA都城）

7月7日 肉用牛子牛郡市共進会 都城地区家畜市場 生産者等 120
・ソーシャルディスタンスの確保
・換気、マスク着用、手指消毒・人体消毒（ミスト）の実施

西諸県農林振興局
（主催：西諸畜連）

6月12日 ６月期子牛郡品評会 子牛市場 農家､JA･市町職員 200 ・マスク着用、手指消毒の徹底

児湯農林振興局
（主催：JA尾鈴）

7月7日 ＪＡ尾鈴いちご部会総会 ＪＡ尾鈴本所 農業者等 60 ・手指の消毒液の設置、マスク着用、間隔を開けて着席､換気

児湯農林振興局
（主催：児湯畜連）

6月2日 子牛品評会 児湯畜連 農業者等 100 ・手指の消毒液の設置、マスク着用､屋外で実施

児湯農林振興局
（主催：児湯畜連）

6月9日、10日 子牛セリ市 児湯地域家畜市場 管内・管外畜産農家 1000
・セリ場内は購買者、関係機関のみ（生産者は外）
・市場に入る場合は、手指消毒、マスク着用。昼食は外のテントを利用

東臼杵農林振興局
（主催：東臼杵郡市畜連）

7月1日 子牛郡共進会 東臼杵郡市畜連 農業者等 約100名 ・手指の消毒液の設置、マスク着用､屋外で実施

河川課 6月22日 現場研修会 建設技術センター
建設業
工事関係者

68
・収容人数の５０％以下の規模で開催
・消毒液の設置、マスク着用、常時換気

日南土木事務所 6月29日 日南ダム地元説明会（飫肥地区） 飫肥芸能館 飫肥地区住民 58 ・検温の実施、マスク着用、換気の実施

南那珂農林振興局
（主催：JAはまゆう）

経営継続補助金説明会

・毎年、１箇所に100名程度参集しての会議であるが、三密を避けるために本年は、日南市と串間市
に会場を分けて開催
・１席空ける、手指消毒機の設置、マスク着用、定期的な換気

南那珂農林振興局
（主催：NOSAI宮崎南那珂センター）

6月11日 無人ヘリ防除班代表者会議



６月１日～７月10日の実施済み県又は関係団体主催会議、イベント等の実施状況

西臼杵支庁土木課 6月18日 神代川出前講座 神代川 高千穂小4年生 約70
・マスク着用
・児童との適度な距離

西臼杵支庁土木課 6月25日 神代川出前講座 荒立神社 高千穂小4年生 約70
・マスク着用
・児童との適度な距離

建設技術センター 6月2日～5日 用地初任者研修 建設技術センター 県・市町村職員 57
・事前確認事項の実施（体調不良、検温等）
・１席空ける、手指消毒機の設置、マスク着用、定期的な換気、休憩時間にマイク消毒、終了御
机・椅子等の消毒等

高校教育課 6月4日 令和２年度使用教科用図書採択事務説明会 ひなた武道館
県立高校教員
私立高校教員

60 マスク着用、消毒、換気、座席を空ける。

高校教育課 7月7日
資質・能力育成研究会授業研究部門全体説
明会

ひなた武道館
県立高校教員
宮崎大学教員

50 マスク着用、消毒、換気、座席を空ける。

義務教育課 6月4日 教科書採択事務説明会 ひなた武道館
市町村職員
他

58
・ホール利用、１席空ける、手指消毒機の設置、マスク着用、
　定期的な換気

スポーツ振興課 6月27日 特別スポーツ大会２０２０（卓球） 宮崎市総合体育館 高校生 200
・問診票提出、検温
・１席空ける、手指消毒機の設置、マスク着用、定期的な換気

スポーツ振興課 ７月4日、5日
特別スポーツ大会２０２０（体操・新体
操）

宮崎県体育館 高校生 100
・問診票提出、検温
・１席空ける、手指消毒機の設置、マスク着用、定期的な換気

文化財課
（県総合博物館）

7月9日 「どこでも博物館in上野小・中学校」 上野体育館
小中学生
地域住民

150
・マスク着用、手指消毒用アルコール設置、会場の換気を行う
・密にならないように、会場の状況を見て職員が声かけ・案内を行う

教育研修センター 7月1日 県立学校初期研修２年目 研修ホール他 教職員 67 ・検温、席の間隔を空ける、手指消毒機の設置、マスク着用、定期的な換気

教育研修センター 7月2日 選択研修「キホン！学級経営」 研修ホール他 教職員 88 ・検温、席の間隔を空ける、手指消毒機の設置、マスク着用、定期的な換気

教育研修センター 7月6日
公立中学校初期研修1年目・5年経過研修
ジョイント研修

研修ホール他 教職員 81 ・検温、席の間隔を空ける、手指消毒機の設置、マスク着用、定期的な換気

教育研修センター 7月9日
公立小学校初期研修１年目・５年経過研修
ジョイント研修A日程

研修ホール他 教職員 76 ・検温、席の間隔を空ける、手指消毒機の設置、マスク着用、定期的な換気

教育研修センター 7月10日
公立小学校初期研修１年目・５年経過研修
ジョイント研修B日程

研修ホール他 教職員 80 ・検温、席の間隔を空ける、手指消毒機の設置、マスク着用、定期的な換気


