
市長定例記者会見

令和４年1１月10日（木）



オリックス・バファローズ　　祝 日本一！

26年ぶり5回目の日本一　おめでとうございます　！
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スポーツの秋！ ゴルフマンス到来 ！

写真挿入
（予定）

国内最高峰の男子プロゴルフツアー

日程　：　１１月17日（木）から20日（日）まで

場所　：　フェニックスカントリークラブ

ダンロップフェニックストーナメント

写真挿入
（予定）

女子プロゴルフツアー最終戦

日程　：　11月24日（木）から２７日（日）まで

場所　：　宮崎カントリークラブ

ＪＬＰＧＡツアーチャンピオンシップリコーカップ
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「ぐるっぴー」宮崎駅前停留所の移設について
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アミュプラザ　うみ館

JR宮崎駅

現停留所

移設箇所

<現停留所>

白線イメージ（ロゴ）

新停留所看板

高千穂口（西口）西３のりば

<移設箇所>

○ 利用者の利便性向上を図るため、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年１１月１９日（土）から宮崎駅前停留所を移設します。



住民税非課税世帯等に対し、 価格高騰緊急支援給付金を支給します

１　住民税非課税世帯　　　　※対象世帯へ11/9 から書類発送

　令和４年９月３０日において、宮崎市に住民登録があり、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年度分の世帯全員の住民税が非課税である世帯

２　家計急変世帯　　　　　　　※申請書は受付窓口や総合支所、地域センター等で配布

　令和４年度分の住民税均等割が課税である世帯が、予期せず、令和４年１月以降の世帯収入が減少し、
　世帯全員の収入が「住民税非課税世帯」と同様の事情になった世帯

令和４年の収入見込みが
右記限度額を下回る世帯

 

「住民税非課税相当」世帯とは

対象世帯

申請期限は
令和５年１月３１日

受け取りには
申請が必要

支給額
世帯当たり５万円

収入額 ９６．５万円 以下 １４６．９万円 以下 １８８．0万円 未満 ２３２．８万円 未満 ２７８．０万円 未満

所得額 ４１．５万円 以下 ９１．９万円 以下 １２３．４万円 以下 １５４．９万円 以下 １８６．４万円 以下

【参考１】　非課税相当収入限度額（例）

単身世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯
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夜間中学に関するパブリックコメントと学校名の公募を実施します

目的

１．受付期間　
　　令和４年１１月１４日（月）～令和４年１２月１３日（火）

２．閲覧場所
　　宮崎市ホームページ、市民情報センター、各総合支所等　２７か所

３．提出先及び提出方法
　　・　宮崎市ホームページの専用フォームに入力
　　・　各閲覧場所に提出
　　・　郵送・ファクシミリ・メールにて教育委員会企画総務課へ提出

・「宮崎市公立夜間中学設置基本計画（案）」についての意見募集

・本市が設置する夜間中学の学校名の公募

実施方法
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市長定例記者会見

令和４年1１月1０日（木）



宮崎市公式LINEがリニューアル！

発表事項１
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宮崎市公式LINEがリニューアル

●リニューアルの概要

登録はこちらから↓

ＳＮＳでの情報発信の強化および市民の利便性の
向上を目的として、市公式LINEに新たな機能を導入

●リニューアル日
令和４年１１月１０日（木）

●新たな機能
①トーク画面下部メニューの拡張
②項目に応じたメッセージ配信
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新たな機能の紹介

①トーク画面下部メニューの拡張

これまで（最大６メニュー）　　　　　　　 拡張後（最大１２メニュー×３タブ）

★さらにメニューをタップすることで知りたい情報に誘導されます



★受信設定を登録することで、自分好みの情報が届きます
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新たな機能の紹介

②項目に応じたメッセージ配信

・旬な自分好みの情報がＰＵＳＨ通知で届く！
・受信設定はいつでも変更が可能！
・緊急情報や防災情報などは、これまでどおり全登録者へ配信！
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宮崎市公式LINEリニューアルキャンペーン

市公式Twitter・Facebook・YouTubeでも
市政情報を配信中！

ぜひご登録をお願いします！

応募期間：第１弾 令和４年１１月１０日(木)～１２月２８日(水)
   第２弾 令和５年１月５日(木)～３１日(火)　第３弾 令和５年２月１日(水)～２８日(火)

応募条件：宮崎市在住で応募時点でお友だち登録している人

応募方法：市公式LINEメニュー「登録者プレゼント」から入力

　

応募された方から抽選で

豪華景品をプレゼント！

Twitterでも
キャンペーンを
実施するよ！！



企業版ふるさと納税の寄附増に
向けた取組強化について

発表事項２
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企業版ふるさと納税の寄附増に向けた取組強化について

特に寄附を募集する事業を６つのメニューに刷新します
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企業版ふるさと納税の寄附増に向けた取組強化

その他の取組み
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10万～100万円未満 100万円以上

市HPに企業名及び
企業HPリンクの掲載

＋感謝状贈呈式の開催、市長との意見交換、
マスコミへのリリース、市公式SNSでの紹介等

※ハード事業の場合、対象施設に寄附企業のネームプレートを設置予定

寄附企業のベネフィットの設定など
【主なベネフィット】 

企業版ふるさと納税は、正式名称を「地方創生応援税制」といい、国が認定した地方公共団体の
地方創生の取り組みに対し、市外に本社を置く企業が寄付を行った場合に、寄付額の最大9割を
法人関係税から税額控除する制度。

【参考】企業版ふるさと納税とは



客引き行為等の禁止に係る
啓発について

発表事項3
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客引き行為等の禁止に係る啓発について

条例の概要（R4.1.1全面施行）
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禁止行為 禁止区域

違反者に対する措置 氏名・住所・店舗名の公表

１０箇月が経過



客引き行為等の現状

客引き行為等の禁止に係る啓発について
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巡回指導の様子

客引き行為、勧誘行為などが禁止となり、

日々の巡回指導に取り組んでいる。

その結果、つきまとうなどの悪質な客引き行為等

は減っているが、

未だに疑いのある行為が散見される状況にある。

口頭指導が１３件

年末・年始に向けて、ニシタチ周辺を訪れる

市民等が増えていくと思われるが、

安全安心なニシタチになるよう、

客引き行為等の禁止について啓発に努めていく。



客引き行為等の禁止に係る啓発について
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啓発方法
※啓発期間　　令和４年１１月下旬から令和５年３月まで

地域団体と連携 市民や観光客の皆様は、
路上での客引き行為等を

利用しない！

横断幕 街頭ビジョン

路面シート＜試行＞ 音声案内＜試行＞

【例】客引き行為等を
　　　　 しない！
        させない！
        利用しない！



新型コロナウイルス感染症について

発表事項4
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※令和4年11月8日時点

1889.6

214.6

宮崎市の感染状況（新規感染者数の日毎の推移 ①）

○ 直近1週間の10万人当たりの新規感染者数は、214.6人 (11月8日時点)
○ １０月中旬まで減少傾向であったが、10月下旬から増加傾向。
○　1１月8日に、宮崎市を含む宮崎・東諸県圏域が「感染警戒圏域（オレンジ圏域）」から
    「感染急増圏域（赤圏域）」に変更
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※令和4年11月8日時点

宮崎市の感染状況（新規感染者数の日毎の推移 ②）

○ 直近の1０月３０日～1１月５日の週の新規感染者数は７４９人
○1週間の新規感染者数は、10月下旬から3週連続で前週を上回っている。
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ポイント

○ 今冬は新型コロナウイルス感染症と季節性
インフルエンザの同時流行が想定され、発熱
外来がひっ迫する可能性があります。

○感染拡大前に新型コロナウイルスとインフ
ルエンザのワクチン接種をご検討ください。

○発熱などの体調不良時にそなえ、新型コロ
ナウイルスの抗原定性検査キットや解熱鎮痛
薬を準備しておきましょう。

○抗原定性検査キットを購入する際には、国
が承認した体外診断用医薬品や第一類医薬
品と記載されたものを選びましょう。

今冬の感染拡大に備えた準備について
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年代別の３回目接種率・接種回数（１１月９日時点）
（３回目接種対象者（２回目接種から３か月経過した方）に対する割合）

3回目接種率

※5～11歳
1・2回目接種の状況

※5～11歳の接種回数について、令和4年8月22日から、使用ワクチンが「ファイザー（5～11歳用)」の接種回数を計上
※5～11歳は、R4.1.1時点の住民基本台帳人口（26,652人）に対する1・2回目接種の割合を表示

※12歳以上は、2回目接種から３か月経過した方の接種率を表示

5～11歳の  ■1回目接種率   ■2回目接種率

12～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80～89歳 90～99歳 100歳以上 全体
３回目接種回数 6,229 5,978 12,634 17,480 21,718 34,601 38,515 43,276 46,582 25,757 7,170 280 248,013
3回目接種対象者 22,918 28,679 32,876 46,966 45,476 46,594 48,204 26,729 7,471 291 306,204

5～11歳

３回目接種における年齢区分別の接種状況（３回目接種対象者ベース）
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高齢者の接種率：96.0％
（102,544回／106,804人）



4回目接種の接種状況
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高齢者（65歳以上） 12～64歳

住基人口ベース
（R4.1.1時点）

接種対象者
（3回目接種から

3か月経過）
ベース

住基人口ベース
（R4.1.1時点）

接種対象者
（3回目接種から

3か月経過）
ベース

接種回数 86,377回
（うちオミクロン株対応ワクチン：4,515回）

44,987回
（うちオミクロン株対応ワクチン：19,875回）

接種率 75.4％ 84.9％ 18.5％ 32.6％

対象者数 114,573人 101,737人 243,356人 137,910人

 4回目接種回数・接種率（令和4年11月9日時点）

  ※接種対象者ベースは、3回目接種から3か月経過した方に対する接種率



〇　小児（5～11歳）＜小児用ワクチン（ファイザー）を使用＞

〇　12歳以上　＜従来ワクチン（ファイザー）を使用＞

　　　　⇒11月26日（土）　※以降も3週間に1回のペースで実施

1・2回目接種について
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・今後、1・2回目接種の機会が減っていきます！
・1・2回目接種を受けていない方はオミクロン株対応
　ワクチンの接種を受けることができません！

年内に1・2回目接種を完了することを検討ください！

集団接種での1・2回目接種（11月の実施日程）



3回目以降の接種（オミクロン株対応ワクチン）
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直近の接種（2～4回目）から「3か月」を経過する前
に接種券が届くように、10月31日発送分以降、当初
のスケジュールを前倒しして接種券を発送しています

12歳以上の方は、10月21日から接種間隔が
「5か月」⇒「3か月」に短縮されました！

接種可能日に直近の接種から「5か月」後の日付が記
載された接種券をお持ちの方でも、「3か月」後には接
種が可能です



【集団接種】

3回目以降の接種（オミクロン株対応ワクチン）
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実施日程
受入定員

（人）
夜間帯
の実施

１１月１０日（木） 900

　　　　 １１日（金） 1,230 〇

　　　　 12日（土） 1,230 〇

　　　　 17日（木） 900

　　　　 18日（金） 780 〇

　　　 　19日（土） 1,230 〇

   　　　20日（日） 900

　　　　 24日（木） 900

　　　　 25日（金） 1,230 〇

        26日（土） 780 〇

【個別接種】
・約230の医療機関で実施

・予約は実施医療機関に
　直接行ってください

・実施医療機関の情報等の
　詳細は　市ワクチン特設
　サイトで確認又は市ワクチン　
　コールセンターにお問い合
　わせください

※12月以降も継続して実施します



未就学児　69人
小学生     50人
乳児        22人
中学生       5人
新生児       4人

新
型
コ
ロ
ナ
で
入
院
し
た

子
ど
も
の
基
礎
疾
患
の
有
無

（3月10日～８月15日に入院した20歳未満の
　220人。日本集中治療医学会の調査結果より作成）

乳幼児への新型コロナワクチン接種

（出典）時事通信社配信記事

①酸素投与が必要な中等症以上で入院した20歳未満の220人
　 を分析（日本集中治療医学会） 

・未就学児（1歳以上）が
　69人と最も多く、乳児
　（生後28日以上の0歳
　児）も22人
・症状としては、グループ症
　候群、熱性けいれん、急性
　脳症など

②18歳未満の小児新型コロナウイルス感染症入院例847人を
　  分析（国立成育医療研究センター、国立国際医療研究センター）

⇒酸素投与、集中治療室入院、人工呼吸管理などのいずれか
   要した”より重症と考えられる患者”43名のうち、2回接種を
　 受けていた者は0人 4-9



乳幼児への新型コロナワクチン接種

〇オミクロン株流行下での3回目接種後7日以降の
　　発症予防効果は73.2％

乳幼児用ワクチン（ファイザー）の有効性・安全性

〇安全性に重大な懸念は認められない

生後6か月以上5歳未満のすべての小児に新型コロナワクチン接種
を推奨します。
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38度以上
の発熱 6か月～1歳：6.8％（5.9％）  2～4歳：5.1％（4.2％）

接種部位
の痛み 6か月～1歳：16.0％（11.8％） 2～4歳：26.7（13.4％）

日本小児科学会の見解（2022年11月2日）

※第38回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より。3回目接種後のデータで、（　）内は偽薬投与分



〇接種券の発送
　　・対象となる方（生後6か月以上4歳以下の方）には、接種券を

　　　11月10日（木）に発送
　　・10/28までに先行発送の申出のあった方には既に発送済み
〇接種体制
　　・医療機関での「個別接種」
　　・3回接種（1-2回目間隔：3週間、2-3回目間隔：8週間）
　　・乳幼児用ワクチンの有効成分は12歳以上用の10分の1

乳幼児への新型コロナワクチン接種

乳幼児はマスクや手洗い等の対策が難しいため、ワクチン
接種が積極的な予防策になります
かかりつけ医等によく相談したうえで接種を検討ください！
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市民の皆様へ（新型コロナワクチンの積極的な接種を！）

（出典）NHK配信記事



市民の皆様へ（新型コロナワクチンの積極的な接種を！）

□　　「第8波」の前にオミクロン株対応ワクチンを
　　　接種しておくことが感染拡大の抑制に繋がります

できるだけ早期のワクチン接種を検討ください

□　今冬は新型コロナウイルス感染の「第8波」と
　　　インフルエンザの同時流行が懸念されています

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは
同時接種できます
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