
№ 教育委員会 学校名 各教育委員会における今後の感染症対策

佐喜浜中学校

室戸中学校

吉良川中学校

羽根中学校

中川内中学校

清水ヶ丘中学校

安芸中学校

甲浦中学校

野根中学校

4 奈半利町教育委員会 奈半利中学校

年間を通して予防接種実施者も増えているので、今後も呼びかけ等を通じて未実施者を減らしていく。
また、他の感染症に対しても年間を通じて予防接種の呼びかけをしていくことで、罹患者を増やさない
ことを目標にしていきたい。

5 北川村教育委員会 北川中学校
予防接種の勧奨だけでなく、具体的に病院予約の予定を書いてもらう機会を増やす。生徒への予防接種
についての理解を深めるための保健指導を実施する。

6 田野町教育委員会 田野中学校
うがいや手洗いなどの一般的な予防方法の励行、学校環境衛生基準の順守、予防接種の理解等に努め
る。未罹患者、未接種者の把握も行う。

馬路中学校

魚梁瀬中学校

8 安田町教育委員会 安田中学校 学校と連携し、個別勧奨等接種の必要性の啓発に努める。

9 芸西村教育委員会 芸西中学校
学校で予防すべき感染症について、教職員の知識理解を深めるとともに、生徒及び保護者への情報提供
や予防についての啓発を行う。

夜須中学校

香我美中学校

赤岡中学校

野市中学校

鏡野中学校

繁藤中学校

香北中学校

大栃中学校

城北中学校
○感染症情報を速やかに学校だよりや保健だより等で知らせる。配布物等を速やかに配布する。予防接種で予防
できる感染症については、情報を提供する。

城西中学校 ○呼びかけや保健だよりを配布する。

愛宕中学校 ○感染症の疑われる場合は、保健調査票や保護者への確認を早期に行い、感染症の拡大を防ぐ。

城東中学校 ○今後、麻しん等の感染症の発生動向に注意し、発生時は素早く対応する。

潮江中学校 ○家庭への啓発活動を行う。

一宮中学校
○感染症には、ワクチンで防げる病気があり、予防接種の有効性について手紙の配布や呼びかけを、何度も繰り
返し勧奨する。また、インフルエンザ等の感染症には予防接種以外にも、うがいや手洗いなどの予防法が大切で
あることを、保健だより等を使って啓発する。嘔吐物などの処理を適切に行う。

青柳中学校
○麻しんだけでなく、感染症全般の症状や流行等の正確な情報をお便りやポスター、授業の中など様々なところ
で保護者や生徒に知らせる。

朝倉中学校
○これまでと同様に、保健室や集会、学級の中で、個別又は集団に、感染症予防の呼びかけをしていきたいと思
う。

行川中学校
○感染症に対する知識や予防策を提供していく（保健便り、職員会、保健学習等）。地域の感染症情報を活用
し、状況を知らせていく。感染症流行期における健康観察（チェックリスト等）の工夫。

三里中学校 ○保護者（家庭）への啓発活動、生徒への啓発や保健指導、生徒の健康状態の把握を行う。

南海中学校
○朝の健康観察時に、生徒の健康状態を把握する。感染症の流行時には、保健指導や通信などで情報提供を行
い、予防について呼びかける。

西部中学校 ○三者面談や電話連絡、学校行事やお便りなどを通して、保護者と連携して対応する。

10 香南市教育委員会

・通常の感染症対策「手洗い、うがい」を常に呼びかける。
・感染の疑わしい生徒について､すぐに受診することを保護者に要請できるようにする。
・色々な感染症を知り､原因や経路、免疫など予防することについて、保健の授業等の機会を利用し指導や啓発を
続ける。
・市教委は就学時健診の機会を利用し、未接種者に対して予防接種の勧奨を行う。
・児童生徒に対しておたよりで予防接種について呼びかける機会に、教職員にも未接種者については合わせて接
種をするよう声がけをする。

11 香美市教育委員会

広報活動（健康だより等）を行う。感染症については予防（手洗い・うがい）を徹底して指導する。現中学１年
生については、今年度中に接種するよう勧奨するとともに関係機関と連絡を取り合う。新年度以降は、年度始め
に麻しん・風しんの罹患や接種状況調査を行い、状況把握に努める。教職員についても同様の対応を行う。発症
（麻しん）があった場合の対応について教職員で共通理解を図る。

12 高知市教育委員会

3 東洋町教育委員会
保健便りや懇談会等で、保護者に薦めていきたい。感染予防の呼びかけや世間で流行している感染症
等、常に最新の情報を知り、それに応じた対策をとっていく。

7 馬路村教育委員会 保健だより、学校だよりによる保護者への働きかけ

平成24年度第3期麻しんワクチン接種実施状況等調査集計表（3回目）　平成25年２月28日現在調査用

1 室戸市教育委員会
就学時健康診断において予防接種を受けていない児童の保護者に接種勧奨を行う。各学校には、児童生
徒への感染症予防のための健康管理指導や咳エチケット・うがい・手洗いの指導に取り組んでもらう。

2 安芸市教育委員会

・感染症予防の観点から、日頃の健康観察の充実に努めたい。また、必要に応じて、感染症予防に関する保健指
導の取組を行い、子どもたちが自らの予防知識をもとに、行動変容できるような促しを行っていきたいと考えて
いる。
・学校での感染症対策は地域の流行を把握し、注意喚起を呼びかけることが重要だと考える。集団生活をする上
では予防しきれない部分もありますので、健康観察を行なう、基本的な生活習慣と体力の向上についても指導し
ていきたい。



№ 教育委員会 学校名 各教育委員会における今後の感染症対策

介良中学校

大津中学校

旭中学校

横浜中学校

鏡中学校

土佐山中学校

春野中学校

高知市立養護学校

香長中学校

鳶ヶ池中学校

北陵中学校

北陵中学校希望が丘分校

香南中学校

14 大豊町教育委員会 大豊町中学校
日常の生徒の健康状態を把握し、感染症の予防に努める。感染症予防の指導を実施する。発生時の対応
マニュアルの再確認を行う。

15 本山町教育委員会 嶺北中学校
麻しんについて情報提供を行う。予防接種を受けていない生徒とその保護者には、未接種の理由を聞き
とり、接種不適当等の理由がない場合は、麻しんの予防接種の必要性を伝え、接種を勧奨する。

16 土佐町教育委員会 土佐町中学校
感染症についての情報を集め、それらを通信等にして生徒、家庭、教職員へ提供する。また、校内での
うがい、手洗い、換気の励行をすすめ、流行期における体調不良者の把握と適切な対応を心掛ける。

17 大川村教育委員会 大川中学校
感染症対策のために、基本的生活習慣の定着を図る。保健だよりや文書等で予防接種のお願いや実施状
況調査等を行う。

伊野中学校

伊野南中学校

神谷中学校

吾北中学校

本川中学校

吾川中学校

池川中学校

仁淀中学校

土佐南中学校

高岡中学校

戸波中学校

浦ノ内中学校 ・保健だよりなどで予防接種の情報を提供し、啓発を行う。

朝ヶ丘中学校 ・文書やパンフレットを配布する。

南中学校 ・感染症流行時には随時お知らせをして注意喚起し、うがい・手洗いの励行を呼びかける。

須崎中学校 ・生徒及び職員の予防接種の接種状況を確認する。

上分中学校 ・うがい・手洗い等基本的な取組について保健美化委員会の生徒とともに啓発を行う。

22 日高村教育委員会 日高中学校

感染症対策については、関係機関と連携して、予防接種その他の啓発をする。また、機をみて感染症情報を流
し、その対策についても啓発する。免疫力を高めるため、食を含めた基本的生活習慣の改善に取り組む。

23
日高村佐川町

学校組合教育委員会
加茂中学校 学校で感染症の予防教育を推進する。

19 仁淀川町教育委員会

感染症について「ほけんだより」等で広報する。学校や家庭で注意しなければならないことを知らせ実
施する。一般的な感染症の予防（うがい・手洗いの励行）を年間を通して行っていく。感染症対策につ
いて定期的に保護者や職員へ情報を発信し予防に努めたい。

20 土佐市教育委員会

高知県感染症情報や国内の感染症流行に関する情報を常に把握しておく。予防接種未接種者への接種勧奨や未接
種生徒の把握、流行時における予防などを行う。
毎日、本校生徒の欠席確認・健康チェックを実施するとともに校区内をはじめ地域の情報を把握する。地域での
流行状況の把握と感染者の早期発見が大切だが、中学生時代の予防接種の奨励は（部活の試合等がひかえている
と）なかなか難しいと感じる。
日頃から、生徒に対して基本的な感染症予防のための行動・生活を身につけさせる（保健教科での学習を含
む）。
感染症に関する知識・情報（流行状況を含む）をお便り等で保護者に発信し予防に努めてもらう。
感染症流行時には学校医等との連携を図り、流行を蔓延させないため閉鎖等を迅速に行う。

21 須崎市教育委員会

18 いの町教育委員会

平常時から、手洗いや咳エチケットの徹底といった予防策と、発生時の感染の拡大防止策を取ることが
基本となる。拡大を防ぐ策として、児童生徒の日々の健康観察を行い、体調が悪い場合は感染症も疑
い、速やかに医療機関受診を促す。そして診察後は学校保健安全法に従い、出席停止や学級閉鎖にする
などの対応の徹底を各学校へ周知する。

12 高知市教育委員会

13 南国市教育委員会
全国・県内の感染状況を一早く把握しつつ、流行を未然に防ぐための注意喚起を行う。感染予防の啓発
に向けて学校と連携を取り、情報発信等に努める。



№ 教育委員会 学校名 各教育委員会における今後の感染症対策

佐川中学校

尾川中学校

黒岩中学校

25 越知町教育委員会 越知中学校 手洗い・うがい・マスク着用などの呼びかけを行う。自身の体調の変化に早く気づくように指導する。

葉山中学校

東津野中学校

27 梼原町教育委員会 梼原中学校

関係機関との連携がとれていることや、家庭への連絡等が確実に行われているため、例年100％接種が
できている。また、予防接種への意識も高く、積極的に接種する家庭がほとんどである。今後も連携強
化に努めていきたい。

大野見中学校

久礼中学校

上之加江中学校

窪川中学校

興津中学校

北ノ川中学校

大正中学校

昭和中学校

十川中学校

下田中学校

中村中学校

蕨岡中学校

大用中学校

後川中学校

中村西中学校

大川筋中学校

八束中学校

東中筋中学校

中筋中学校

西土佐中学校

下ノ加江中学校

足摺岬中学校

清水中学校

三崎中学校

下川口中学校

小筑紫中学校

片島中学校

宿毛中学校

橋上中学校

東中学校

32 宿毛市教育委員会
今回の取組を踏まえ、より密に感染症に関する情報共有を市内小中学校との間で行い、学校を通じて感
染症予防を児童生徒、保護者に呼びかけ、適宜各種感染症に必要な対策を講じていく。

30 四万十市教育委員会

資料配布・ポスター掲示などにより啓発活動を継続していく。感染症についての知識理解を児童生徒・
保護者に促し、啓発に努める。感染症予防のための基本である手洗いやうがいを勧め、免疫力を高める
ための睡眠や栄養についての指導をしていく。

31 土佐清水市教育委員会

流行している感染症に対する情報を収集し、感染症予防・症状・治療・回復の資料を提供し、健康観察
項目を追加するなど校内での共通理解を図る。玄関や手洗い場に消毒液をおいて、手洗いやうがい、マ
スクの着用を呼びかけている。また、具合の悪い時は早めに対応し、医療機関を利用するように働きか
ける。

28 中土佐町教育委員会
各学校の養護教諭及び健康福祉課と連携を密にし、保護者の方に感染症を軽く考えずに予防接種を受け
るように強く勧めていきたい。

29 四万十町教育委員会

ほけんだより等により、お知らせを行う。感染症予防のために、手洗いうがいの呼びかけを行う。感染症情報に
注意を払い、生徒への情報伝達に心がける。保健だより、保護者面談時に学級担任から呼びかける。個別の声掛
け、個別指導、家庭への手紙等の配布。文書の配布。日々の感染症予防対策を徹底する。生徒の健康管理・早期
発見（出欠状況、欠席理由の確認、毎日の健康観察の実施）。教職員の健康管理を行う。手洗いなど基本的な予
防の徹底や環境整備を行う。基本的な生活習慣に関する個別指導。保健だよりの配布など、生徒、保護者、教職
員の感染症について関心を高めるための取組を行う。家庭への啓蒙を徹底する。

26 津野町教育委員会
どの感染症にも共通する予防策として、うがい、手洗いの励行を促す。また、学校の玄関やトイレ等にスプレー
式アルコール消毒を設置し、使用させる。予防接種に関する情報を家庭にも提供する。学校医との連絡を密に
し、状況に応じて指導を仰ぐ。

24 佐川町教育委員会
保護者の意識を高める工夫をする。日頃から生徒の健康観察を徹底し、感染症発生時には迅速・的確な対応が行
えるようにする。職員会等で感染症予防対策、発生時の対応等について共通理解を図る。感染症に関する最近の
情報を収集し、教職員だけでなく保護者にも提供することで、保護者の意識を高める工夫としていきたい。



№ 教育委員会 学校名 各教育委員会における今後の感染症対策

佐賀中学校

大方中学校

34 三原村教育委員会 三原中学校

保健だより等の通信で各感染症についての情報を発信する。感染症発症時の体制を整え、常に感染が広がらない
ようにする。また、学校医との連絡を密に行う。地域の関係機関（三原村住民課）と連携し、学校と地域の両方
から感染症対策の充実を図る。

35 大月町教育委員会 大月中学校
手洗い、うがいの励行とともに、免疫力を低下させないよう、食事や規則正しい生活を心がけるように指導して
いく。感染症についての情報を発信し、予防の啓発に努める。

36 予防接種の必要性と、保護者への正しい情報提供を重視する。

37
小児感染症歴と予防接種歴の確認と、地域の流行を把握する。教室の環境管理を行う。欠席理由の確認と、有症
状者の中で感染症を疑う場合の早期対応を行う。衛生的な習慣や規則正しい生活とバランスの良い食事を指導す
る。

38
保護者に対して、子どもの健康を守ることと感染予防のために予防接種の勧奨を行う。保健だよりの発行、接種
状況調査、期間内に接種するよう家庭連絡を行う。

39
今年度と同様、インフルエンザ流行前に保健指導を行ったり、教職員に対してもノロウィルス等の感染症対策に
ついての連絡を行っていく。

40
高知県感染情報センターのホームページで最新の感染症情報をチェックし、保健だより等で保護者へ情報を伝え
る。また、法令等が改正されたときは、その都度保護者へお知らせする。

41

感染が疑わしい場合にはすぐに家庭に連絡し、受診をお願いしている。在籍者の家族が感染症にかかった場合
も、出席停止の措置をとっている。特にインフルエンザ流行期の対応については、学校全体及び保護者にも徹底
しており、感染症対策に対する理解はされていると思うが、なお一層理解を深めてもらうためにも、保護者面談
や各クラスの指導を継続していく。

42 病院内の施設という利点を生かし、医師などと連携しながら感染症予防対策や接種勧奨を進めていきたい。

43
特別支援学校なので、一律ではなく個々の実態に応じた連絡・指導方法をとり、理解を得るように努める必要が
ある。

44

毎朝幼児児童生徒に実施している健康チェックが、体調異変を早期に把握する機会になっているため、継続して
いく。また、保護者との情報交換も継続し、学校と家庭が相応に健康面に気をつけられるように連携する。そし
て、家庭における感染者等を学校においても把握して、感染拡大を未然に防ぐように、注意喚起を促したり、生
活圏内における感染症流行状況や保健指導について保健だより等で情報提供していく。時節に応じた感染症予防
の手立てについても、随時、教職員に対してと、家庭に対しても、啓蒙していく。

45

入学時に児童生徒の予防接種歴・既往症を正確に把握し、予防接種で予防できる感染症に対しては、保健だより
やリーフレットを配布するなど家庭への接種勧奨を行う。教職員は、標準予防策＋感染経路別予防策に基づき学
校が策定した「感染症予防マニュアル」を遵守するとともに、自分の既往歴や予防接種歴を把握し、予防可能な
感染症については積極的に予防接種を受け、児童生徒への感染防止に努めるよう指導する。児童生徒や保護者に
対して、感染症予防の基本について指導・啓蒙する。

46

教職員への手洗い・うがい、手指消毒の励行やマスクの着用を促し、時には義務化するなどの対応を取ってい
る。教室の清掃や室温の管理及び消毒も日々実施している。体調不良があった場合には、保護者や児童生徒に早
めの連絡をお願いしている。教職員にも、その家族を含め、感染症が疑われるときには、迅速な連絡を求めてい
る。日頃からあらゆる感染症予防に細心の注意を払っており、今後もこの取組を継続していく。

47

48

49
保健だよりなどを利用して、感染症予防のための日常の健康管理の啓発に努める。また、予防接種の呼び掛けも
行う。

50
リーフレット等の配布。保健だよりなどの文書でお知らせする。

高知県立高知若草養護学校
子鹿園分校

高知県立日高養護学校

高知県立中村養護学校

高知県立高知江の口養護学校
高知大学医学部附属病院分校

高知県立盲学校

高知県立高知ろう学校

高知県立高知若草養護学校

高知県立高知若草養護学校
土佐希望の家分校

高知県立高知若草養護学校
国立高知病院分校

高知県立高知江の口養護学校

33 黒潮町教育委員会 麻しん・風しんの症状や予防接種の必要性等を、保護者と生徒に通信等で知らせていく。

高知県立安芸中学校

高知県立高知南中学校

高知県立中村中学校

高知県立山田養護学校

高知県立山田養護学校
田野分校


