新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催状況及び協議内容
日時

会議名等

協議内容

協議後の対策

R2.2.26

福岡県での感染者発生を受けて対策を協議
（協議内容）
第1回みやき町新型コロナウイルス感
・施設入口への消毒液の設置・手洗いの励行、
染症対策本部会議
掲示物の増設を決定
・町主催イベント等の自粛の方針を決定

R2.3.5
感染予防チラシ全戸配布

R2.2.27
午前

今後の対応対策の協議
第2回みやき町新型コロナウイルス感 （協議内容）
染症対策本部会議
・学校・保育園での対応策を協議
・家電を活用した健康予防対策の検討

加湿器の配布検討

R2.2.27
午後

第2回対策本部会議協議内容の再検討
第3回みやき町新型コロナウイルス感 （協議内容）
染症対策本部会議
・保育園での対応
・小中学校での対応

・児童生徒保護者への通知書
の発送及び関係機関等への
連絡

R2.2.28

第4回みやき町新型コロナウイルス感 （協議内容）
染症対策本部会議
庁内各課の対応対策の確認

R2.3.3

第5回みやき町新型コロナウイルス感 （協議内容）
染症対策本部会議
庁内各課の対応対策の確認

R2.3.13

町立学校再開に関する協議等
（協議内容）
第6回みやき町新型コロナウイルス感 ・小中学校の対応
・児童クラブの対応
染症対策本部会議
・社会教育・社会体育施設の対応
・通学支援バスの対応

R2.3.14

県内での感染者発生を受けて対策を協議
（協議内容）
・町民への対応
・庁舎内、職員への対応
・社会教育・社会体育施設の対応
・学校の対応
・保育園・幼稚園の対応
第7回みやき町新型コロナウイルス感
・放課後児童クラブの対応
染症対策本部会議
・児童館等の対応
（感染者県内発生を受け緊急開催）
・特別支援学校放課後児童クラブの対応
・南花園の対応
・デイサービスセンターさわやかの対応
・福祉バスの対応
・通学支援・コミュニティバスの対応
・その他の地区行事等への対応
・感染予防のための加湿器貸出の検討

・臨時区長協議会開催
・町内保育園・幼稚園への
加湿器の設置意向確認

新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催状況及び協議内容
日時

会議名等

協議内容

R2.3.16

県内での感染者発生を受けて対策を協議
第8回みやき町新型コロナウイルス感 （協議内容）
染症対策本部会議
・職員の感染予防対策の徹底
・福祉施設等の対策の協力要請実施

R2.3.26

4月以降の対応に関する協議
（協議内容）
・社会教育・社会体育施設の対応
・児童館等の対応
第9回みやき町新型コロナウイルス感 ・幼稚園・保育園の対応
染症対策本部会議
・乳幼児健診等の対応
・通学支援バス等の対応
・いきいき百歳体操等の対応
・地区敬老事業（北茂安校区）への対応
・職員の感染予防対策

R2.3.31

第10回みやき町新型コロナウイルス感 （協議内容）
染症対策本部会議
4月以降の対応に関する再確認

R2.4.2

県内等での感染者発生を受けて対策を協議
（協議内容）
・南花園の対応
・ボランティアセンターの対応
・図書館の対応
第11回みやき町新型コロナウイルス感 ・Ｂ＆Ｇ海洋センターの対応
染症対策本部会議
・社会教育・体育行事の対応
・各種乳幼児健診の対応
・児童館の対応
・四季彩の丘みやき・持丸古民家の対応
・元気が出る学校等の対応
・消防団入退団式の対応

R2.4.4

町内での感染者発生を受けて対策を協議
（協議内容）
・南花園の対応
・ボランティアセンターの対応
・福祉バスの対応
第12回みやき町新型コロナウイルス感
・デイサービスさわやかの対応
染症対策本部会議
・社会教育・体育施設の対応
（町内での感染者発生を受け緊急開
・図書館の対応
催）
・Ｂ＆Ｇ海洋センターの対応
・町立学校の対応
・コミュニティバス（学童輸送）の対応
・スポーツ政策ディレクター委嘱式の対応
・職員の感染予防対策

協議後の対策

・町民への感染症対策に関する緊急
連絡文書（第2号）の配布

・全区長に感染者情報を提供

新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催状況及び協議内容
日時

会議名等

協議内容

R2.4.5

濃厚接触者２名の陽性確認報告を受けて対策を協議
（協議内容）
・ボランティアセンターの対応
・福祉バスの対応
・デイサービスさわやかの対応
・町立学校の対応
第13回みやき町新型コロナウイルス感 ・みやキッズパークの対応
染症対策本部会議
・各種健診の対応
・産前産後サポートステーションの対応
・児童館の対応
・放課後児童クラブの対応
・四季彩の丘みやき・持丸古民家の対応
・いきいき百歳体操等の対応
・狂犬病予防集合注射の対応

R2.4.7
午前

特別措置法に基づく緊急事態宣言後の対応を協議
第14回みやき町新型コロナウイルス感
（協議内容）
染症対策本部会議
・庁内各課での対応対策の確認

R2.4.7
午後

特別措置法に基づく緊急事態宣言後の対応を協議
第15回みやき町新型コロナウイルス感 （協議内容）
染症対策本部会議
・緊急事態宣言後の対応の周知方法、一時帰省者
への対応

R2.4.8

特別措置法に基づく緊急事態宣言後の対応を協議
第16回みやき町新型コロナウイルス感 （協議内容）
染症対策本部会議
・一時帰省者用窓口設置、緊急事態宣言を受けた町の
対応方針

R2.4.14

町内での感染者発生後の対策の変更点を協議
（協議内容）
・南花園の対応
・社会教育・体育施設の対応
・図書館の対応
・Ｂ＆Ｇ海洋センターの対応
第17回みやき町新型コロナウイルス感 ・町立学校の対応
染症対策本部会議
・コミュニティバス（学童輸送）の対応
・産前産後サポートステーションの対応
・児童館の対応
・放課後児童クラブの対応
・四季彩の丘みやき・持丸古民家の対応
・県内一斉ふるさと美化活動の対応
・いきいき百歳体操等の対応

協議後の対策

・全区長に感染者情報を提供
・町民への感染症対策に関する緊急
連絡文書（第3号）の配布

●町民への感染症対策に関する緊急
連絡文書（第4号）の配布

新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催状況及び協議内容
日時

会議名等

協議内容

R2.4.17
午前

第18回みやき町新型コロナウイルス感 緊急事態措置後の学校の対応を協議
（協議内容）
染症対策本部会議
●町立学校の臨時休業

R2.4.17
午後

第19回みやき町新型コロナウイルス感 緊急事態措置後の各課の対応準備内容を協議
（協議内容）
染症対策本部会議
●町立学校の臨時休業等

R2.4.22

第20回みやき町新型コロナウイルス感
染症対策本部会議

緊急事態措置後の各課の対応準備内容を協議
（協議内容）
・総合相談窓口の設置
・南花園の対応
・社会教育・体育施設の対応
・図書館の対応
・Ｂ＆Ｇ海洋センターの対応
・町立学校の対応
・コミュニティバス（学童輸送）の対応
・児童館の対応
・放課後児童クラブの対応

第21回みやき町新型コロナウイルス感
染症対策本部会議

緊急事態宣言延長を想定した各課の対応内容を協議
（協議内容）
・南花園の対応
・社会教育・体育施設の対応
・図書館の対応
・Ｂ＆Ｇ海洋センターの対応
・町立学校の対応
・コミュニティバス（学童輸送）の対応
・通学支援バスの対応
・産前産後サポートステーションの対応
・児童館の対応
・放課後児童クラブの対応
（その他）
・疾病および感染症予防等に関する協定について

第22回みやき町新型コロナウイルス感
染症対策本部会議

県の緊急事態措置発表後の各課の対応内容を協議
（協議内容）
・南花園の対応
・社会教育・体育施設の対応
・図書館の対応
・Ｂ＆Ｇ海洋センターの対応
・町立学校の対応
・コミュニティバス（学童輸送）の対応
・通学支援バスの対応
・産前産後サポートステーションの対応
・児童館の対応
・放課後児童クラブの対応

R2.5.1

R2.5.7

協議後の対策

●町民への感染症対策に関する緊急
連絡文書（第5号）の配布

●町民への感染症対策に関する緊急
連絡文書（第6号）の配布

新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催状況及び協議内容
日時

会議名等

協議内容

協議後の対策

6月以降のの各課の対応内容を協議
（協議内容）
・社会教育・体育施設の対応
・図書館の対応
・Ｂ＆Ｇ海洋センターの対応
・町立学校の対応
・四季彩の丘みやき、持丸古民家の対応
・介護予防事業の対応
・職員の行動について

R2.6.2

第23回みやき町新型コロナウイルス感
染症対策本部会議

R2.7.28

第24回みやき町新型コロナウイルス感
県内感染拡大に伴う町民への文書発出について協議
染症対策本部会議

R2.8.4

第25回みやき町新型コロナウイルス感 （協議内容）
染症対策本部会議
8月以降の対応に関する再確認

R2.8.12

町内での感染者発生を受けて対策を協議
第26回みやき町新型コロナウイルス感
（協議内容）
染症対策本部会議
・公共施設等の取り扱い

R2.8.25

第27回みやき町新型コロナウイルス感
感染症予防に関する町民への文書発出について協議
染症対策本部会議

R2.11.25

第28回みやき町新型コロナウイルス感
町内での感染者発生を受けて対策等を協議
染症対策本部会議

R2.12.2

第29回みやき町新型コロナウイルス感
町内での感染者発生を受けて対策等を協議
染症対策本部会議

R3.1.13

・特別措置法に基づく緊急事態宣言（福岡県）後の対応を協
第30回みやき町新型コロナウイルス感
議
染症対策本部会議
・県東部地区の感染拡大に備えた対策等を協議

●町民への感染症対策に関する緊急
連絡文書（第8号）の配布

●町民への感染症対策に関する緊急
連絡文書（第9号）の配布

新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催状況及び協議内容
日時

会議名等

協議内容

協議後の対策

R3.1.25

①施設の利用制限
●社会教育・社会体育施設
・屋内・屋外を問わず、緊急事
態宣言が発令された11都府県居
住者の使用中止
（期間）
令和3年1月27日から
緊急事態宣言解除まで
特別措置法に基づく緊急事態宣言及び県内での感染状況を踏 ●児童館・みやキッズパーク
まえ対策を協議
・緊急事態宣言が発令された11
（協議内容）
都府県居住者の使用中止
①施設の利用制限について
（期間）
第31回みやき町新型コロナウイルス感
●社会教育・社会体育施設
令和3年1月27日から
染症対策本部会議
●児童館・みやキッズパーク
緊急事態宣言解除まで
②感染予防対策の実施状況調査について
※ホームページで周知
●体育協会・社会体育事業
②感染予防対策の実施状況調査
●町内保育園・幼稚園
について
●体育協会・社会体育事業
・活動時の感染症予防対策、活
動時間等の調査の実施
・各団体への注意喚起文書の発
送
●町内保育園・幼稚園
・加湿器の設置状況調査
・未設置施設への貸与の検討

R3.2.2

第32回みやき町新型コロナウイルス感 ・特別措置法に基づく緊急事態宣言延長後の対応を協議
染症対策本部会議
●施設の利用制限について

R3.3.9

町内でのカラオケ喫茶関連の感染拡大を踏まえ対策を協議
第33回みやき町新型コロナウイルス感
（協議内容）
染症対策本部会議
町民への協力要請、情報発信について

●町民への感染症対策に関する緊急
連絡文書（第15号）の配布

新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催状況及び協議内容
日時

R3.4.22

R3.4.23

会議名等

協議内容

協議後の対策

町内での感染者発生、県対策本部会議の方針を踏まえ対策を
第34回みやき町新型コロナウイルス感 協議
●町民への感染症対策に関する緊急
連絡文書（第17号）の配布
染症対策本部会議
（協議内容）
町民への協力要請、情報発信について

県内及び県外隣接自治体での感染拡大を踏まえ対策を協議
（協議内容）
感染状況に応じた対策レベルを決定
●レベル１
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域居住者の
利用を制限
第35回みやき町新型コロナウイルス感 ●レベル２
染症対策本部会議
県外居住者の利用を制限
●レベル３
町外居住者の利用を制限
●レベル４
施設等の休館

①施設の利用制限
●社会教育・社会体育施設
・県外居住者の新規受付中止
（期間）
令和3年4月23日午後から
令和3年5月19日まで
●児童館・みやキッズパーク
・県外居住者の使用中止
（期間）
令和3年4月24日から
令和3年5月19日まで

県外隣接自治体の感染拡大を受けレベル２の適用を決定

R3.4.23

町職員の感染を受けて対応を協議
第36回みやき町新型コロナウイルス感
（協議内容）
染症対策本部会議
中原庁舎の閉鎖、住民への周知等について

●16時から中原庁舎閉鎖
●庁舎内の執務室及び共用部分
の消毒作業の実施
●町ホームページ等での周知

R3.4.25

町職員の感染を受けて対応を協議
第37回みやき町新型コロナウイルス感
（協議内容）
染症対策本部会議
同課職員の陰性確認を受けて中原庁舎開庁日を協議

●4月26日（月）より中原庁舎を
開庁
（町立図書館は4月27日（火）よ
り開館）

R3.5.7

第38回みやき町新型コロナウイルス感
県内の感染状況を踏まえ対策を協議
染症対策本部会議

●施設の利用制限
対策レベル３
町外居住者の利用を制限

R3.6.4

第39回みやき町新型コロナウイルス感
県内の非常警戒措置解除を踏まえ対策を協議
染症対策本部会議

●施設の利用制限
対策レベル２
県外居住者の利用を制限

第40回みやき町新型コロナウイルス感
国の沖縄県を除く緊急事態宣言の解除を踏まえ対策を協議
染症対策本部会議

●施設の利用制限
対策レベル１
緊急事態宣言やまん延防止
等重点措置の対象地域在住者の
利用を制限

R3.6.17

新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催状況及び協議内容
日時

会議名等

協議内容

協議後の対策

R3.7.30

まん延防止等重点措置区域拡大を踏まえ対策を協議
第41回みやき町新型コロナウイルス感
（協議事項）
染症対策本部会議
利用制限を行う施設について協議

●施設の利用制限
8月2日から、みやキッズパーク
については緊急事態宣言やまん
延防止等重点措置の対象地域在
住者の利用を制限

R3.8.5

緊急事態宣言の区域変更を踏まえ対策を協議
第42回みやき町新型コロナウイルス感
（協議事項）
染症対策本部会議
利用制限を行う施設について協議

●施設の利用制限
8月6日から、社会教育・社会体
育施設について、県外居住者の
利用を制限

R3.9.30

国の緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置解除を踏まえた
対策を協議
●施設毎の対策レベルを全て解
第43回みやき町新型コロナウイルス感
（協議事項）
除（感染状況により施設独自で
染症対策本部会議
施設の利用制限について協議
の対策あり）
職員の服務規律について協議

R4.1.20

県内の感染状況を踏まえ対策を協議
第44回みやき町新型コロナウイルス感
（協議事項）
染症対策本部会議
施設の利用制限について協議

●施設の利用制限
福岡県がまん延防止等重点措
置を国へ要請した場合、施設の
利用制限を対策レベル２にす
る。
対策レベル２
県外居住者の利用を制限

R4.1.26

まん延防止等重点措置の対象地域となり、
第45回みやき町新型コロナウイルス感 27日から措置を受ける状況を踏まえ対策を協議
染症対策本部会議
（協議事項）
施設の利用制限について協議

●施設の利用制限
施設の利用制限を対策レベル
３にする。
対策レベル３
町外居住者の利用を制限

新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催状況及び協議内容
日時

会議名等

協議内容

協議後の対策

R4.1.27

まん延防止等重点措置の対象となり、
第46回みやき町新型コロナウイルス感 町内の感染状況を踏まえ対策を協議
染症対策本部会議
（協議事項）
施設の利用制限について協議

●社会教育・社会体育施設を休
館
（期間）
1月28日～当面の間
●小中学校の運動上・体育館の
一般利用の禁止
（期間）
1月28日～当面の間
●みやキッズパーク・とっこい
広場・児童館の休館
（期間）
1月28日～当面の間
●四季彩の丘みやき・持丸古民
家の休館
（期間）
1月28日～当面の間

R4.4.8

県内の感染者の状況を踏まえ対策を協議
第47回みやき町新型コロナウイルス感
(協議事項)
染症対策本部会議
施設の利用制限について協議

●社会教育・社会体育施設の
県外居住者の利用を制限
（期間）
５月８日まで

