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これまで発出した事務連絡一覧①
４月２８日付け事務連絡（第１報）

フェーズ４移行や政府の基本的対処方針の決定を受け、メキシコ渡航の自粛も含めた再

 検討など、行動計画に沿った対応を要請

５月１日付け事務連絡（第２報）

フェーズ５移行や政府の基本的対処方針の改定を受け、都道府県教育委員会等に対し、

 行動計画に沿った対応及び文部科学省への報告について要請

５月１４日付け事務連絡（第３報）

国内の修学旅行等について、都道府県教育委員会等に対し、都道府県保健部局等とよく

 相談するなど、正確な情報に基づく適切な対応等を要請

５月１６日付け事務連絡（第４報）

国内でも新型インフルエンザの感染事例が確認されたことを受け、政府において当面講

 ずべき措置の具体的内容を決めた「確認事項」が決定されたことを踏まえ、特に留意する

 点を示し適切な対応を要請
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これまで発出した事務連絡一覧②
５月２２日付け事務連絡（第５報）

政府の基本的対処方針が改定され、厚生労働大臣が学校の臨時休業の要請等に関する

 運用指針を定めたことを受けて、学校の臨時休業等において特に留意する点を示し適切

 な対応を要請

５月２８日付け事務連絡

修学旅行等の対応について、改めて自粛を求める状況ではないこと、また、当面の対応

 として修学旅行の実施を取り止める場合も、中止ではなく延期扱いとする等の配慮を要請

６月１日付け事務連絡

新型インフルエンザ発生による国内修学旅行の中止又は延期の状況及びキャンセル料

 負担状況等の調査結果について各都道府県・指定都市教育委員会に連絡

６月１２日付け事務連絡（第６報）

フェーズ６移行を受け、都道府県教育委員会等に対し、引き続き、警戒を怠らない一方、

 冷静な行動等を要請

６月１９日付け事務連絡（第７報）

学校の臨時休業の要請等に関する運用指針の改定を受け、学校の臨時休業等において

 特に留意する点を示し適切な対応を要請
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これまで発出した事務連絡一覧③
６月２６日付け事務連絡（第８報）

「学校における新型インフルエンザ・クラスターサーベイランスの流れ」を周知するとともに、

 保健所との連携等を要請

８月４日付け事務連絡

夏期休業中における部活動キャンプ等での集団感染の発生を受け、感染拡大防止につ

 いて要請

８月５日付け事務連絡（第９報）

文部科学省への報告について、報告事項や様式を変更し、要請

８月１９日付け事務連絡（第１０報）

厚生労働大臣コメントを踏まえ、新学期を控えて特に留意する点（手洗い・うがいの励行、

 咳エチケット、早期受診、早期治療等）について適切な対応を要請

８月２６日付け事務連絡（第１１報）

「学校における新型インフルエンザ・クラスターサーベイランスの流れ」の改定を周知する

 とともに、保健所との連携を要請
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８月２６日付け事務連絡

各都道府県における「新型インフルエンザに関する臨時休業の基準や目安」の作成状況

 について、情報提供

９月１日付け事務連絡（第１２報）

「文部科学大臣からのメッセージ」を周知するとともに、学校の臨時休業における適切な

 対応を要請

９月２日付け事務連絡

海外修学旅行及び高校生の留学等における新型インフルエンザに関する適切な対応に

 ついて依頼

９月２４日付け事務連絡（第１３報）

厚生労働省と協議した「学校の臨時休業の基本的な考え方」等を周知するとともに、各都

 道府県における「新型インフルエンザに関する臨時休業の基準や目安」の作成状況につい

 て、情報提供

これまで発出した事務連絡一覧④
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これまで発出した事務連絡一覧⑤
９月３０日付け事務連絡（第１４報）

文部科学省への報告について、「休校」に加えて、新たに「学級閉鎖」及び「学年閉鎖」を

 行った学校数の報告を要請

１０月１日付け事務連絡（第１５報）

「基本的対処方針」の改定、「ワクチン接種の基本方針」の決定、学校の臨時休業の要請

 等に関する運用指針の改定を受け、特に留意する点を示し適切な対応を要請
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これまで発出した事務連絡の  
事項別一覧
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（１）児童生徒等への指導について①
１０月１日付け事務連絡（第１５報）

・

 
外出に当たっては、人混みをなるべく避けるとともに、手洗い、うがい等を呼びかけること。

 咳等の症状のある者には、感染拡大を防ぐために、なるべく外出を避けるとともに、咳エチ

 ケットの徹底、混み合った場所でのマスク着用を呼びかけること。

・

 
学校においては、時差通勤・時差通学、自転車通勤・通学等の容認、発熱者に休暇取得

 を促すこと等、教職員や児童生徒等の感染機会を減らすための工夫を検討すること。

９月１日付け事務連絡（第１２報）

・文部科学大臣からの子どもたち、保護者・学校の教職員向けメッセージを発表。

［保護者・学校の教職員向け］

・子どもたちには、外から帰ったら、必ずうがいと手洗いをしっかりするよう指導

・子どもたちの健康観察を行い、子どもたちの健康管理に気を配る

・かぜやインフルエンザの疑いがあるときは、すぐに医師にかかるよう指導

・特に、慢性呼吸器疾患や慢性心疾患等の基礎疾患がある子どもたちには、早期受診、

 早期治療を指導

・症状が出た場合は、咳エチケットの励行、マスクの着用、外出の自粛を指導
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児童生徒等への指導について②
８月１９日付け事務連絡（第１０報）

・

 
今回の新型インフルエンザについては、慢性呼吸器疾患や慢性心疾患等の基礎疾患を

 有する方や妊娠中の方、乳幼児が重症化するリスクが高いとされていることに留意し、特

 に、こうした方々に対して、早期受診、早期治療を指導すること。

５月２２日付け事務連絡（第５報）

・

 
臨時休業等の措置を行った学校においては、当該期間中の生活指導、学習指導及び保

 健指導に十分な配慮がなされること。
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（２）集会、スポーツ大会等について
１０月１日付け事務連絡（第１５報）

・

 
集会、スポーツ大会等については、主催者において、感染機会を減らすための工夫を検

 討すること。
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（３）学校の臨時休業等について
１０月１日付け事務連絡（第１５報）
・厚生労働大臣が定める学校の臨時休業の要請等に関する運用指針が改定され、「学校・

 保育施設等の臨時休業については一定の効果があったところであり、引き続き、学校・保

 育施設等で患者が発生した際には、都道府県等が感染拡大防止等公衆衛生上必要であ

 ると判断した場合、当該学校・保育施設等の設置者等に対し臨時休業を要請する。また、

 感染防止拡大のため特に必要であると判断した場合、都道府県等は、患者が発生してい

 ない学校・保育施設等を含めた広域での臨時休業の要請を行うことが可能である。なお、

 臨時休業の要請がない場合にあっても、学校・保育施設等の設置者は必要な臨時休業を

 行うことができる。」とされたことを踏まえ、第１３報で送付した「学校・保育施設等の臨時休

 業の要請等に関する基本的考え方」等を参考にするなどし、臨時休業の措置が適切に講

 じられるようにすること。

９月２４日付け事務連絡（第１３報）
・厚生労働省と協議し、厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部が、「学校・保育施設

 等の臨時休業の要請等に関する基本的考え方」等を取りまとめたことを受け、各都道府県

 教育委員会等に対し、学校の臨時休業の際の意志決定の一助として参考までに送付。

９月１日付け事務連絡（第１２報）
・学校の臨時休業（学級閉鎖、学年閉鎖、休校）については、学校の設置者が保健部局等

 とよく相談するなど、適切に対応すること。

５月１６日付け事務連絡（第４報）
・

 
学校の臨時休業等の措置等を講じるに当たっては、患者等やその家族及び接触者に対

 する差別が起こらないよう十分留意すること。
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（４）修学旅行・留学生について①
９月２日付け事務連絡

海外修学旅行及び高校生の留学等における新型インフルエンザに関する対応について

・

 
インフルエンザを含め、病気やケガの治療費は生徒等にとって高額な出費となる場合が

 ありますので、インフルエンザ治療にも対応する旅行保険等に加入するよう勧めること。

・

 
緊急時に生徒等の状況を適切に家族や派遣元高等学校等へ連絡できるよう、あらかじ

 め、生徒等の母国或いは日本国内の緊急連絡先を把握し、または、派遣元高等学校等と

 の情報交換を行うなど、連絡先の確認を行うとともに、インフルエンザの予防方法、最寄り

 の医療機関や新型インフルエンザが疑われる場合の専門機関の情報などが、日本語の理

 解が不十分である生徒等にも確実に伝わるよう対応願います。その際、緊急時のワンス

 トップによる相談窓口の確保や、外国人の診療に信頼のおける病院の情報を得るなど学

 内体制の再確認を行うこと。

６月１日付け事務連絡

・

 
新型インフルエンザの影響により発生したキャンセル料等を自治体が負担した場合、各

 自治体の判断により、平成２１年度補正予算に計上されている「地域活性化・経済危機対

 策臨時交付金」の活用が可能であること。
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修学旅行・留学生について②
５月２８日付け事務連絡

・

 
修学旅行の教育的意義や児童生徒の心情等を考慮し、当面の対応として修学旅行の

 実施を取り止める場合も、中止ではなく延期扱いとしたり、既に取り止めた場合においても、

 改めて実施することを検討したりするなどの配慮が求められる。

５月２２日付け事務連絡（第５報）

・

 
国内の修学旅行等についても、臨時休業等の措置を講じている学校を除き、自粛を求

 める状況ではないこと。

・

 
海外修学旅行については、引き続き外務省の渡航関連情報及び感染症危険情報等を

 注視し、適切に対応すること。なお、メキシコへの海外修学旅行等については、４月２８日

 付け事務連絡「新型インフルエンザに関する対応について」において、自粛を含め再検討

 するよう学校に指導することとしていたが、５月２２日、外務省のメキシコへの渡航情報が

 変更されたため、メキシコ以外の国への渡航と同様の扱いとすること。

５月１４日付け事務連絡（第３報）

・

 
新型インフルエンザ発生国・周辺地域から帰国した児童生徒や教職員等が、各学校に

 おいて風評により不当な扱いを受けることがないよう冷静な対応をとるよう指導すること。
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修学旅行・留学生について③
４月２８日付け事務連絡（第１報）

・

 
留学中の生徒や、修学旅行等で海外に渡航している児童生徒及び引率教員に対して、

 在籍中の学校から以下の情報を伝えること。

・新型インフルエンザの症状、感染経路等

・効果的な予防方法（人混みの多い場所に行かない、うがい・手洗いの徹底等）

・症状を呈した場合の対応（医療機関受診等）

・海外での発生状況

・外務省の発出する渡航情報及び管轄在外公館による現地関連情報、注意事項等へ

の留意

・万一の場合の対応や健康に不安がある場合の相談方法（在外公館への連絡等）

・帰国する際の相談窓口等

・

 
重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）の教訓を踏まえ、新型インフルエンザ発生国・周辺地

 域から帰国した児童生徒や教職員等が、各学校において風評により不当な扱いを受ける

 ことがないよう冷静な対応をとるよう指導すること。また、新型インフルエンザ発生国・周辺

 地域にある日本人学校等から帰国した学齢児童生徒について、帰国が一時的なもので

 あっても、就学の機会が適切に確保されるよう周知すること。
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（５）保健部局、保健所との連携について
９月１日付け事務連絡（第１２報）

・

 
学校の臨時休業（学級閉鎖、学年閉鎖、休校）については、学校の設置者が、保健部局

 等とよく相談するなど、適切に対応すること。

８月２６日付け事務連絡（第１１報）

・

 
学校の設置者又は校長は、保健所に対し、「同一集団（原則として学級・部活動等）で、

 ７日以内にインフルエンザ様症状による２名以上の欠席者（教職員含む）が発生した場合、

 迅速に初期から情報伝達」を行うこと。

・

 
新たに、「保健所は、学校における感染状況等を把握した上で、地域における流行状況

 や学校に通う者の状況等を勘案し、必要に応じ、以下の対策を講じる。」とされており、学

 校の設置者及び校長は、保健所と十分に連携し、適切に対応すること。

①臨時休業の要請（学校の設置者からの臨時休業等に関する相談への対応を含む。）

②学校における基本的な感染防止対策の徹底の指導の依頼

③学校における基礎疾患を有する者等に対する早期受診、早期治療の指導の依頼
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（６）文部科学省への報告について
９月３０日付け事務連絡（第１４報）

・

 
学校が、新型インフルエンザ（疑いを含む。）による臨時休業（休校）の措置を講じた場合

 又は当該措置の内容を変更した場合については、引き続き報告すること。

・

 
新たに、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校が新型

 インフルエンザによる「学級閉鎖」、「学年閉鎖」及び「休校」を行った場合、当該「学校数」

 について、月曜日から金曜日の状況を翌週の火曜日の１７時までに報告すること。

５月１日付け事務連絡（第２報）

・

 
海外修学旅行から帰国した後、児童生徒及び引率教員等について、新型インフルエン

 ザに罹患した疑いが発生した場合、速やかに文部科学省へ調査票を提出すること。
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（７）情報提供①
１０月１日付け事務連絡（第１５報）

・

 
「基本的対処方針」の改定、「新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）ワクチン接種の基本方

 針」の決定、「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指

 針」の改定について

９月２４日付け事務連絡（第１３報）

・

 
「学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する基本的考え方」

・

 
９月１１日ＷＨＯ「学校における新型インフルエンザ対策に関する提案」の仮訳

・

 
各都道府県における「新型インフルエンザに関する臨時休業の基準や目安」の状況

→４７都道府県で作成

８月２６日付け事務連絡（第１１報）

・「学校における新型インフルエンザ・クラスターサーベイランスの流れ」の改定

８月２６日付事務連絡

・

 
各都道府県における「新型インフルエンザに関する臨時休業の基準や目安」の状況

→１５府県で作成、３２都道府県で未作成
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情報提供②
８月１９日付け事務連絡（第１０報）

・厚生労働大臣のコメント

６月２６日付け事務連絡（第８報）

・「学校における新型インフルエンザ・クラスターサーベイランスの流れ」

６月１９日付け事務連絡（第７報）

・「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」の改定

６月１２日付け事務連絡（第６報）

・

 
ＷＨＯが新型インフルエンザの警戒レベルをフェーズ５から６へ引き上げ
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（８）その他
５月１日付事務連絡（第２報）

・

 
文部科学省等及び地方公共団体の保健部局等からの臨時休業等の情報提供や要請

 に速やかに対応できるよう、教育委員会、附属学校を置く国立大学法人、私立学校担当の

 知事部局及び担当者と学校等との連絡網等について確認すること。なお、各学校において

 も、臨時休業等の情報提供や要請に迅速に対応できるよう各家庭との連絡網を確認する

 よう指導すること。

４月２８日付事務連絡（第１報）

・

 
平成２１年４月２８日に文部科学省新型インフルエンザ対策本部を設置するとともに、当

 面の間、文部科学省に「文部科学省新型インフルエンザ電話相談窓口」を設置。
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