
■発令期間

９月２２日（木）～当面の間

（終期は、医療のひっ迫状況等を見極めて判断）

を延長！

基
本
的
考
え
方

新規感染者の減少が続く中、病床使用率も30％を下回る水準まで安定的に低下し
ており、県内の医療提供体制への負荷は軽減されていることから、 21日(水)を
もって県独自の「医療非常事態宣言」を終了し、「医療緊急警報」に移行する。

※本県への「BA.5対策強化地域」の指定は、９月２１日（水）をもって終了

へ移行

資料２
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主な行動要請
内容 医療非常事態宣言 医療緊急警報

発令期間 8月11日～9月21日 9月22日～

外出・移動
○外出・移動は家族などいつも一緒にいる身近な人と
○混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出･移動の自粛

－
同左

会食

○飲食店を利用する場合
・1卓4人以下､2時間以内 (テーブル間の席の移動は控えて)

○高齢者や基礎疾患を有する方､医療従事者及び高齢者施設等
従事者は会食は家族などいつも一緒にいる身近な人と

○ひなた飲食店認証店を利用する場合
・感染リスクの高まるような大人数、長時間での会食は

控えて

○ひなた飲食店認証店以外を利用する場合
・1卓4人以下､2時間以内 (テーブル間の席の移動は控えて)

同左

高齢者施設
等の面会 ○対面での面会を制限（ガラス越しやオンラインでの面会を) 同左

イベント

○規模や内容等を踏まえ、開催について慎重に判断の上、延
期できるものは延期を

○収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度
・収 容 率 ：大声あり50％以内、大声なし100%以内
・人数上限：5,000人又は収容定員50%以内 のいずれか

大きい方
※5,000人超のイベントで、感染防止安全計画を策定した場合

は、収容定員まで追加可（大声なしが前提）

○飲食時における感染防止対策の徹底（「ひなた飲食店認証
店」の認証基準に準じた対策の実施）

－

同左

同左
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ワクチン接種の積極的な検討を！

県民の皆さまへのお願い（９月２２日～）
会食は「みやざきモデル」で！

高齢者施設・障がい者施設の対面での面会制限

緊急やむを得ない場合を除き、高齢者施設等での
対面での面会は制限してください。（ガラス越し
やオンラインでの面会をお願いします。）

基本的な感染防止対策（マスク、手洗い、換気）の徹底を！
不織布マスクの適切な着用やこまめな手洗い、十分な換気の実施など、基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。
なお、熱中症予防の観点から、屋外で人との距離が確保できている場面や会話をしない場面では、マスクを外すこと
を推奨しています。

混雑した場所や感染リスクの高い場所への
外出・移動の自粛を！

高齢者や基礎疾患のある方及びこれらの方と日常的
に接する方は、特に注意をお願いします。また、家
族など､いつも一緒にいる身近な人以外と会う際は､
必ず不織布マスクの着用をお願いします。
（会話をする時はマスクを外さないで！）

「ひなた飲食店認証店」を利用し、「みやざきモデ
ル」の徹底（特に感染リスクの高まるような大人
数・長時間は控えて）をお願いします。認証店以外
では、１卓４人以下、２時間以内でテーブル間の移
動は控えてください。自宅等での会食においても
「みやざきモデル」を徹底してください。

宮崎県新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症受診･相談ｾﾝﾀｰ  ☎0985(78)5670 (24時間対応)
宮崎県検査相談ｺｰﾙｾﾝﾀｰ  ☎0985(68)1001(受付時間:9時～17時)※土日祝を含む

３

65歳以上の方や基礎疾患がある方、お子さんや妊
娠している方は、少しでも体調に異変がある際は､
すぐに身近な医療機関を受診してください。
※無症状で感染に不安がある方は、無料検査を受検して

ください。

症状が軽いなど、医療機関を受診せず、自宅で速や
かに療養を開始したい方は、抗原定性検査キットで
検査を行い、陽性であった場合は、陽性者登録セン
ターに連絡し、自宅等で療養を行ってください。
［対象者］

65歳未満の方、重症化リスクを有しない方、
妊娠していない方

宮崎県陽性者登録センター ☎0570(089)050（受付時間：9～18時）

ワクチン接種により、発症予防効果や入院予防効果に
加え、後遺症のリスクが低くなることも報告されてい
ます。また、小児接種が努力義務化されました。小児
ワクチンの副反応は、大人と比べ軽い傾向があります。
ワクチン接種の積極的な検討をお願いします。

【ハイリスクの方等】

重症化リスクに応じ、適切に医療機関の受診・療養を！
【ハイリスクの方以外】



医療提供体制等の対応について
１ 入院受入病床の取扱い

２ 自宅療養者初期治療センターの受入状況

実 績 受入人数 稼働日数

自宅療養者
初期治療ｾﾝﾀｰ 延べ112人 32日間

（8/8～9/20)

３ 陽性者登録センターの受入状況

実 績
抗原検査ｷｯﾄ
の配布個数 陽性判定

（登録）うち市町村
配布個数

陽性者
登録ｾﾝﾀｰ

77,402個 6,381人
(8/8～9/20 44日間)

11,644個

圏域 宮崎
東諸県

都城
北諸県

延岡
西臼杵 西諸 西都

児湯
日向
入郷

日南
串間 計

病床数 145 65 77 24 21 30 19 381

※検査キットの直接配布（宮崎港）は、9月25日(日)を
もって、終了。なお、WEB申込みによるキットの配送
は継続

４

病床確保計画上のフェーズについて、非常時フェーズからフェーズ２に引き下げ、今
後の入院状況等を踏まえながら、適切に病床数を管理していく。

※センターの運営は9月25日(日)をもって、休止

［9月21日時点］

※病床確保計画上のフェーズ 8/17～9/21 ：非常時フェーズ 9/22～：フェーズ２



社会経済活動との両立に向けた対応について

○陽性者の療養期間（9/7～）

0日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目

有症状の方
発症日

無症状の方
検体採取日

通常

検査キット
使用の場合

発症日を0日目とし、7日間

検体採取日を0日目とし、7日間

療養
最終日

検体採取日を0日目とし、5日間

陰性
確認

療養
最終日

療養
最終日

※要健康観察期間

※要健康観察期間

※【要健康観察期間】
健康状態の確認、ハイリスク者と
の接触やハイリスク施設への不要
不急の訪問、感染リスクの高い場
所の利用や会食等を避け、マスク
を着用すること等の感染予防行動
を徹底する

○療養期間のイメージ（9/7～）

５

［有症状者］

発症から10日間 ７日間

（入院・高齢者施設入所の場合は10日間）［無症状者］

検体採取から７日間 検査キットによる検査で5日間経過後に解除

（検査を行わない場合は7日間）

※陽性者について、原則外出自粛だが､｢有症状の場合で症状軽快から24時間経過後」または「無症状の場合｣
には、移動時は公共交通機関を使わないこと、マスクを着用するなど、自主的な感染予防行動を徹底する
ことを前提に、食料等の買い出しなど、必要最小限の外出を行うことは可能



オミクロン株の特徴を踏まえた濃厚接触者特定等の対応方針

感 染 者 の
発 生 場 所

濃 厚 接 触 者
の 特 定

濃 厚 接 触 者 へ の
行 動 要 請

濃 厚 接 触 者 へ の
検 査

ハイリスク施設
（医療機関、高齢
者施設、障がい福
祉施設等）

保健所にて
特定する ５日間の自宅待機を要請する

保健所が実施。
症状が認められれば、
医療機関受診または
自己検査。

同一世帯内
同居の方は
原則濃厚接触者
とする

５日間の自宅待機を要請する
症状が認められれば、
医療機関受診または
自己検査。

保育所・幼稚園、
学校等 保健所等による濃厚接触者の特定・行動制限の要請は行わない。

・保育所・幼稚園、学校等及び一般事業所は、必要に応じて濃厚接触者に該当する可
能性がある者に、自己検査や一定期間の外出自粛等の自主的な感染予防行動につい
て周知することができる。

一般事業所

R4.9.22～

６
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12歳以上 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100歳以上

30代以下の接種率
が依然低い状況！

■３回目接種率（２回目接種から５か月経過した方の割合）

年代別のワクチン接種率 （令和４年９月２０日現在）

■ ４回目接種率（６０歳以上） 人口比 ６２．９％ ３回目から
５か月経過者 ７６．１％

■ 小児接種率 （５ｰ１１歳） １回目 ２４．５％ ２回目 ２２．６％ ７



オミクロン株対応ワクチンの接種について

従来型ワクチンを上回る重症化予防効果と、短期間ではあるものの、
オミクロン株に対する感染予防効果と発症予防効果が期待される。

１ ワクチンの効果

(1) 接種対象者
２回以上の接種を完了した１２歳以上の全ての住民

(2) 接種開始時期等
・まずは、現在の４回目接種対象者（高齢者、基礎疾患、医療従事者等）で未接

種者を接種
・上記の一定の完了が見込まれれば、その他の２回以上の接種完了者に移行

（市町村によっては、エッセンシャルワーカー等を優先）

２ 接種対象者・接種開始時期等

従来ワクチンによる４回目接種を完了した者を含め、令和４年中に希望する全て
の接種対象者がオミクロン株対応ワクチン接種を受けられるよう、10月から
11月にかけて全国で１日当たり100万回（１日当たり人口比0.8％分）を超える
ペースで接種を行うことが可能となる体制をとる。

【国の基本的な考え方】
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県では、オミクロン株対応ワクチンの集団接種を
実施します。

１ 場 所
県庁職員健康プラザ〈県防災庁舎 東側〉

２ 期 間
10月14日（金）から開始予定〈金曜夜間及び土曜〉

３ 対象者
２回接種を完了した12歳以上〈３・４回目接種対象〉

４ 使用ワクチン
ファイザー社ワクチン〈オミクロン株対応〉

大規模集団接種の実施について

９



○大切な方を守るために、早めの３回目接種をお願いします。

○小児ワクチンの副反応は、大人と比べ軽い傾向があります。
ワクチン接種の積極的な検討をよろしくお願いします。

○小児接種が努力義務化されました。

○４回目接種には重症化を予防する効果がありますので、

早めの接種をお願いします。

積極的なワクチン接種の検討を！

○コロナに感染すると、若い方でも重症化する場合や、感染後も

後遺症に悩む場合があります。

○３回目接種者は、未接種者に比べ、BA･5 に感染して発症するリスク
が65%減少します。（接種後３か月以降でも54%）

30代以下の皆様へ

60歳以上の皆様へ

保護者の皆様へ

10



ジモ・ミヤ・タビ キャンペーンの対応について

「個人旅行」及び家族など「いつも一緒にいる
身近な人との旅行」に限定していた条件を解除
し、キャンペーンを適用

９月２２日（木）以降の新規予約の受付

その他（キャンペーンの利用期間等）※変更なし

○利用期間：令和４年９月３０日宿泊分
（１０月１日チェックアウト）分まで

○利用対象：九州在住者（宮崎県、福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、鹿児島県）

○利用条件：ワクチン３回接種歴又はＰＣＲ検査等の陰性証明の提示
11



販売再開 9月22日（木）午前９時から

※レストラン、居酒屋、
スナック、バー等で
利用可能

(最大６口まで)

販売状況 販売済（約８割）
約166,000口

約２割
約44,000口

約８割が販売済み

利用期間 ９月30日（金） → 11月30日（水）まで

販売残りがあった場合、新規及び既購入者を
対象に、１人あたり更に３口まで購入可能と
する。

○

○

○

○

追加購入

ひなた認証お食事券の販売再開について

10月１日（土）午前９時から

新規購入者を対象に、1人あたり３口
（販売額：15,000円）まで購入可能

既購入（３口） 追加購入（３口）＋
新規購入（６口まで）

既購入者

新規購入者
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