
調査日： 令和２年１月２７日時点

取りまとめ： 福祉保健部

部局名 課名
1月6日 厚生労働省健康局より「中華人民

共和国湖北省武漢市における非
定型肺炎の集団発生に係る注意
喚起について」発出

1月7日 ・厚生労働省健康局通知を県医師
会、医療機関、保健所・衛生環境
研究所へ通知し注意喚起
・保健所・衛生環境研究所は患者
発生時の対応の確認

県医師会より市郡医師会を通じ医
療機関へ周知

1月16日 ・保健所長会発出の「新型コロナウ
イルスに対する保健所の対応への
助言」及び国立感染症研究所掲
載情報を保健所・衛生環境研究所
へ提供し、患者発生時の対応につ
いて確認
・保健所・衛生環境研究所は患者
発生時の対応の確認

1月16日 厚生労働省福岡検疫所宮崎空港
出張所とサーモグラフィーの設置、
ポスターの掲示等の水際対策の強
化、患者発生時の対応等について
情報共有

1月17日 衛生環境研究所が国立感染症研
究所における検査体制の確保及
び保健所へ検体搬入方法につい
て確認

1月20日 厚生労働省発出の「患者発生に係
る注意喚起について」発出

1月20日 ・厚生労働省発出の「患者発生に
係る注意喚起について」「院内感
染対策」「疑似症サーベイランス運
用ガイダンス」を医師会、医療機
関、保健所等へ通知
・保健所・衛生環境研究所は患者
発生時の対応の確認

県医師会より市郡医師会を通じ医
療機関へ周知

1月21日 県ホームページに注意喚起につ
いて掲載

新型コロナウイルスに関連した対応状況について                                                            

関係機関の対応国（関係省庁）の通知・対応 県の対応
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1月21日 第１種感染症指定医療機関との連
絡会議を開催し、患者発生時の受
け入れ体制について確認

1月23日 厚生労働省健康局結核感染症課
より「新型コロナウイルスに関する
検査対応について」発出

1月23日 衛生環境研究所における検査体
制の整備

1月23日 保健所、衛生環境研究所との連絡
会議の開催（患者発生時の対応等
について確認）

1月26日 厚生労働省健康局結核感染症課
が「新型コロナウイルスに関するＱ
&Ａ」をＨＰで公開

1月27日 内閣官房新型インフルエンザ等対
策室が「新型コロナウイルスに関連
した感染症対策に関する対応につ
いて」HPを開設

衛生管理課 1月23日 厚生労働省医薬・生活衛生局生
活衛生課より事務連絡「新型コロ
ナウィルスに関連した肺炎患者の
発生に係る協力依頼について」発
出

1月24日 ・厚生労働省事務連絡を県生衛セ
ンター、県ホテル旅館生活衛生同
業組合、保健所へ発出し、協力を
依頼
・保健所は相談体制を整備、旅館
業営業者へ依頼文を発出し、協力
を依頼

・県生衛センター、県ホテル旅館
同業組合から組合加入事業者へ
の周知

秘書広報課
広報戦略室

1月27日 県HPの「注目情報」に感染症対策
室作成の注意喚起をアップ

総合交通課 1月27日 各公共交通機関の対応状況に関
する情報収集

みやざき文化振興課 1月24日 文部科学省から事務連絡「新型コ
ロナウイルスに関連した感染症対
策に関する対応について（依頼）」
発出

1月27日 県内の私立学校（小学校、中学
校、高等学校）、専修学校及び各
種学校へ同名の事務連絡を発出
し、対応を依頼

消防保安課
（消防担当）

1月16日 消防庁救急企画室より「新型コロ
ナウイルスに関連した肺炎の患者
の発生について」発出

1月17日 消防庁救急企画室通知を県内各
消防本部（局）、関係町村へ通知
し適切な対応を依頼

消防保安課
（防災救急航空担
当）

1月27日 大阪航空局総務部より「新型コロ
ナウイルスに関連した感染症対策
に関する協力依頼について」発出
されたことを受けて、宮崎空港事
務所よりメールによる協力依頼

1月27日 協力要請内容について、航空セン
ター内に周知
（感染予防策を講じること、状況に
変化が生じた場合の対応の確認
等）

総合政策部

総務部
危機管理局

健康増進課
感染症対策室



環境森林部 循環社会推進課 1月22日 環境省環境再生・資源循環局より
「廃棄物処理における新型コロナ
ウィルスに関連した感染症対策に
ついて」発出

1月23日 ・環境省環境再生・資源循環局通
知を県医師会、医療機関、県産業
資源循環協会、市町村、保健所へ
通知し注意喚起
・保健所は廃棄物処理における指
導内容の確認

・県産業資源循環協会より会員へ
周知

観光推進課 1月16日 観光庁より「中国湖北省武漢市に
おける新型コロナウイルスによる肺
炎の発生に係る注意喚起につい
て」発出

1月22日 観光庁通知を、県知事登録旅行
業者等（日本旅行業協会及び全
国旅行業協会非加入の19社）へ
通知し、情報収集及び旅行者への
情報提供等について協力等依頼
※日本旅行業協会及び全国旅行
業協会加入業者の44社へは、観
光庁から協会を通じて通知済み

各旅行業者等は情報収集先（観
光庁ＨＰなど）及び旅行者への呼
びかけ内容等の確認。

観光推進課 1月21日 観光庁より「新型コロナウイルスに
よる肺炎の発生に係る情報提供等
について」発出

1月23日 観光庁通知を、県知事登録旅行
業者等（日本旅行業協会及び全
国旅行業協会非加入の19社）へ
通知し、情報収集及び旅行者への
情報提供等について協力等依頼
※日本旅行業協会及び全国旅行
業協会加入業者の44社へは、観
光庁から協会を通じて通知済み

各旅行業者等は情報収集先（観
光庁ＨＰなど）及び旅行者への呼
びかけ内容等の確認。

オールみやざき営業課 1月27日 ・県内7つのパスポート申請窓口
で、パスポート交付の際に注意喚
起文書を手交、最新の渡航情報を
掲示
・各パスポート申請窓口に消毒用
アルコールを設置
・上海、香港の海外事務所に感染
予防対策の徹底、情報収集を指
示
・香港事務所は、香港政府の要請
等を踏まえ２月２日（日）まで閉鎖
・上海事務所（日中経済協会）は、
上海市政府の要請等を踏まえ、２
月９日（日）まで閉鎖

1月27日 ・東京及び宮崎のアンテナショップ
（公益社団法人宮崎県物産貿易
振興センターに委託）の出入口に
消毒用アルコールを設置
・みやざき外国人サポートセンター
（公益財団法人宮崎県国際交流
協会委託）の受付に消毒用アル
コールを設置

商工観光労働部



港湾課 1月16日 国土交通省港湾局より「武漢市に
おける原因不明肺炎に関する対
応について」発出

1月20日 １月１６日付け国土交通省港湾局
通知を各港湾事務所へ通知し注
意喚起

1月21日 国土交通省港湾局より「新型コロ
ナウイルスに関連した感染症への
対応について（協力依頼）」発出

1月22日 １月２１日付け国土交通省港湾局
通知を各港湾事務所へ通知し注
意喚起

1月24日 国土交通省港湾局より「新型コロ
ナウイルスに関連した感染症への
対応について（協力依頼）」発出

1月27日 ・１月２４日付け国土交通省港湾局
通知を各港湾事務所へ通知し注
意喚起
・宮崎カーフェリーターミナルビル
に啓発ポスターの掲示依頼

1月28日 宮崎カーフェリーターミナル１階、
待合室内の「乗船カウンター前立
看板型掲示板」と「トイレ入口横壁
面」の２箇所に啓発ポスターを掲示

スポーツ振興課 1月22日 スポーツ庁地域振興担当より「新
型コロナウイルスに関連した感染
症対策について」発出

1月29日 通知を各市町村生涯スポーツ担当
主管課に発出予定

生涯学習課 1月24日 文部科学省総合政策教育局より
「新型コロナウイルスに関連した感
染症対策に関する対応について」
事務連絡発出

1月27日 県の社会教育施設、市町村社会
教育施設担当課及び社会教育関
係団体へ通知し注意喚起

県立３病院 1月24日 新型コロナウイルス感染症疑いの
患者対応について、対応フロー図
を作成し、院内掲示板を通じ職員
へ周知

県立延岡病院及
び県立日南病院

1月27日 病院出入口等に、発熱・呼吸器症
状があり２週間以内に海外渡航歴
がある患者や武漢市から帰国した
患者は、病院内へ入る前に電話や
インターフォンで連絡する旨を記
載した貼り紙を日本語と外国語表
記で掲示
※　宮崎病院は、常時、海外渡航
後の発熱者向けの掲示板を設置

警察本部 警備第二課 1月29日 警察庁警備局警備運用部警備第
二課長名で「新型コロナウイルスに
関連した感染症への対応につい
て」が発出

1月30日 警察本部警備部長名で「新型コロ
ナウイルスに関連した感染症への
対応について」を発出

・関係機関との連絡体制の確立
・管理者対策の徹底
・関連情報入手時の報告
・職員の感染予防対策
・新型インフルエンザ蔓延時の行
動計画の確認

病院局

教育委員会

県土整備部

港湾課
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