
（令和４年４月１日現在）

自治体名 衛生部門担当窓口 連絡先 教育部門担当窓口 連絡先

北海道 保健福祉部感染症対策局感染症対策課 011-206-0359 教育庁学校教育局健康・体育課 011-204-5752
（学校生活に関する相談）青森県教育庁学校教育課 017-734-9883
（学校における感染症対策全般）青森県教育庁スポーツ健康課 017-734-9908

岩手県 保健福祉部医療政策室 019-629-5417 教育委員会保健体育課 019-629-6187
宮城県 保健福祉部疾病・感染症対策課 022-211-2632 保健体育安全課学校保健給食班 022-211-3666
秋田県 健康福祉部保健・疾病対策課 018-860-1427 教育庁保健体育課　 018-860-5203
山形県 健康福祉部コロナ収束総合企画課 023-630-2314 教育庁スポーツ保健課 023-630-2891
福島県 保健福祉部地域医療課 024-521-7238 教育庁健康教育課 024-521-8409
茨城県 保健医療部感染症対策課予防・対策グループ 029-301-3219 教育庁学校教育部保健体育課健康教育推進室 029-301-5349
栃木県 栃木県保健福祉部感染症対策課 028-623-2834 栃木県教育委員会事務局学校安全課 028-623-3418
群馬県 健康福祉部感染症・がん疾病対策課 027-226-2615 教育委員会事務局健康体育課 027-226-4707
埼玉県 保健医療部感染症対策課 048-830-7330 教育局県立学校部保健体育課 048-830-6963
千葉県 健康福祉部疾病対策課 043-223-2665 教育庁教育振興部保健体育課 043-223-4092

（都立学校について）教育庁都立学校教育部学校健康推進課保健管理担当 03-5320-6877
（区市町村立学校について）教育庁地域教育支援部義務教育課学校保健担当 03-5320-6878
（私立学校について）生活文化局私学部私学行政課小中高校担当 03-5388-3194

神奈川県 健康医療局医療危機対策本部室 045-210-4791 教育局指導部高校教育課 045-210-8260
新潟県 福祉保健部感染症対策・薬務課 025-280-5200 教育庁保健体育課 025-280-5622
富山県 厚生部健康対策室感染症対策課 076-444-8920 教育委員会保健体育課 076-444-3445
石川県 健康福祉部健康推進課 076-225-1438 教育委員会事務局保健体育課 076-225-1847
福井県 健康福祉部保健予防課 0776-20-0351 教育庁保健体育課 0776-20-0384
山梨県 福祉保健部健康増進課 055-223-1497 教育庁保健体育課 055-223-1785
長野県 健康福祉部感染症対策課 026-235-7148 教育委員会事務局保健厚生課 026-235-7444
岐阜県 健康福祉部感染症対策推進課 058-272-1111（内線2592） 教育委員会体育健康課 058-272-8768
静岡県 健康福祉部感染症対策局感染症対策課 054-221-2986 教育委員会健康体育課 054-221-3176
愛知県 感染症対策局感染症対策課 052-954-6272 教育委員会学習教育部保健体育課 052-954-6793
三重県 医療保健部感染症対策課 059-224-2712 教育委員会事務局保健体育課 059-224-2969
滋賀県 健康医療福祉部感染症対策課 077-528-3632 教育委員会事務局保健体育課 077-528-4614
京都府 健康福祉部健康対策課 075-414-4723 教育庁指導部保健体育課 075-414-5874
大阪府 健康医療部保健医療室感染症対策企画課 06-4397-3549 教育庁教育振興室保健体育課 06-6944-9365
兵庫県 保健医療部感染症等対策室感染症対策課 078-362-3264 教育委員会事務局体育保健課 078-362-3789
奈良県 福祉医療部医療政策局疾病対策課 0742-27-8800 教育委員会事務局健康・安全教育課　健康教育係　 0742-27-9862
和歌山県 福祉保健部健康局健康推進課 073-441-2657 教育庁学校教育局教育支援課 073-441-3700
鳥取県 福祉保健部健康医療局健康政策課 0857-26-7153 教育委員会事務局体育保健課 0857-26-7527
島根県 健康福祉部感染症対策室 0852-22-6532 教育庁保健体育課 0852-22-6145
岡山県 保健福祉部健康推進課 086-226-7331 教育庁保健体育課　 086-226-7591
広島県 感染症・疾病管理センター 082-513-3068 教育委員会事務局学びの変革推進部豊かな心と身体育成課 082-513-5036
山口県 健康福祉部健康増進課 083-933-2956 教育庁学校安全・体育課 083-933-4685
徳島県 保健福祉部感染症対策課 088-621-2228 教育委員会体育健康安全課 088-621-3171
香川県 健康福祉部感染症対策課 087-832-3302 教育委員会事務局保健体育課 087-832-3764
愛媛県 保健福祉部健康衛生局健康増進課 089-912-2402 教育委員会事務局管理部保健体育課 089-912-2980
高知県 健康政策部健康対策課 088-823-9677 教育委員会事務局保健体育課 088-821-4928
福岡県 保健医療介護部がん感染症疾病対策課 092-643-3597 教育庁教育振興部体育スポーツ健康課 092-643-3922
佐賀県 健康福祉部健康福祉政策課 0952-25-7075 教育庁保健体育課 0952‐25‐7234
長崎県 感染症対策室 095-895-2466 体育保健課 095-894-3392
熊本県 健康福祉部健康危機管理課 096-333-2240 教育庁県立学校教育局体育保健課 096-333-2712
大分県 福祉保健部感染症対策課 097-506-2679 教育庁体育保健課 097-506-5636
宮崎県 福祉保健部感染症対策課 0985-44-2620 教育庁スポーツ振興課 0985-26-7248
鹿児島県 くらし保健福祉部健康増進課 099-286-2724 教育庁保健体育課 099-286-5318
沖縄県 保健医療部ワクチン・検査推進課 098-866-2013 教育庁保健体育課 098-866-2726
札幌市 保健福祉局保健所感染症総合対策課 011-622-5199 教育委員会学校施設担当部保健給食課 011-211-3841

健康福祉局保健所感染症対策室 022-214-8452
青葉区役所家庭健康課 022-225-7211(代表)
宮城総合支所保健福祉課 022-392-2111(代表)
宮城野区役所家庭健康課 022-291-2111(代表)
若林区役所家庭健康課 022-282-1111(代表)
太白区役所家庭健康課 022-247-1111(代表)
秋保総合支所保健福祉課 022-399-2111(代表)
泉区役所家庭健康課 022-372-3111(代表)

さいたま市 保健所疾病予防対策課 048-840-2211 教育委員会事務局学校教育部健康教育課 048-829-1678
横浜市 健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全部健康安全課 045-671-4190 教育委員会事務局人権健康教育部健康教育・食育課 045-671-3275
川崎市 健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当 044-200-2440
相模原市 健康福祉局保健衛生部疾病対策課 042-769-8346 教育局学校教育部学校保健課 042-851-3106
新潟市 保健所保健管理課感染症対策室 025-212-8194 教育委員会保健給食課保健係 025-226-3206
静岡市 保健所保健予防課 054-249-3173
名古屋市 健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策部感染症対策室 052-972-2631 教育委員会学校保健課 052-972-3246
神戸市 健康局保健所保健課 078-322-6788(直通)
広島市 健康福祉局保健部健康推進課 082-504-2882 教育委員会学校教育部健康教育課 082-504-2491
北九州市 保健福祉局新型コロナウイルス感染症医療政策部感染症医療政策課 093-582-2090 教育委員会学校支援部学校保健課 093-582-2381

022-214-8882

東京都

仙台市

福祉保健局　感染症対策部　防疫・情報管理課　防疫担当 03-5320-5892

教育局総務企画部健康教育課

青森県 青森県健康福祉部保健衛生課 017-734-9284

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口一覧



福岡市 保健医療局健康医療部保健予防課 092-711-4270 教育委員会教育支援部健康教育課 092-711-4643
熊本市 健康福祉局感染症対策課 096-372-0700 教育委員会事務局健康教育課 096-328-2728
旭川市 保健所健康推進課保健予防係 0166-25-9848
盛岡市 保健所指導予防課 019-603-8307(直通) 教育委員会事務局学校教育課 019-639-9045(直通)
福島市 保健所保健予防課感染症対策係 024-572-3152
郡山市 保健所保健・感染症課感染症係 024-924-2163
いわき市 保健所総務課 0246-27-8595
水戸市 保健医療部保健所保健予防課 029-243-7315
前橋市 健康部保健予防課 027-220-5779 教育委員会事務局総務課 027-898-6012
高崎市 保健医療部保健予防課 027-395-6155 教育部健康教育課 027-321-1294
川越市 保健センター健康管理課予防接種担当 049-229-4123
川口市 保健所地域保健センター予防係 048-256-2022 学校教育部学校保健課 048-259-7664
船橋市 健康福祉局保健所健康づくり課 047-409-3836 学校教育部保健体育課 047-436-2874
八王子市 保健所健康政策課 042-645-5102
横須賀市 民生局健康部保健所企画課 046-822-4339 教育委員会事務局学校教育部保健体育課 046-822-8486
富山市 福祉保健部保健所保健予防課 076-428-1152 教育委員会学校保健課 076-443-2136

教育委員会学校教育課 0776-20-5350
教育委員会保健給食課 0776-20-5755

甲府市 福祉保健部保健衛生室医務感染症課 055-237-2587
長野市 保健所健康課感染症対策担当 026-226-9964 教育委員会事務局学校教育課指導担当 026-224-5063
松本市 保健所健康づくり課 0263-34-3217
豊橋市 健康部健康政策課 0532-39-9109
岡崎市 保健部保健予防課 0564-23-6714 教育委員会学校指導課 0564-23-6242
一宮市 一宮市保健所保健予防課 0586-52-3854
豊田市 保健部感染症予防課 0565-34-6584
和歌山市 健康局健康推進部保健対策課 073-488-5118 教育委員会事務局学校教育部保健給食管理課 073-435-1137
福山市 保健部保健予防課 084-928-1127 教育委員会学校保健課 084-928-1113
下関市 保健部健康推進課 083-231-1447 教育部学校保健給食課 083-249-6361
久留米市 健康福祉部保健所保健予防課 0942-30-9730
宮崎市 子ども未来部親子保健課 0985-73-8200 教育委員会保健給食課 0985-85-1837
小樽市 保健所健康増進課健康づくりグループ 0134-22-3110

福井市 保健衛生部健康管理センター 0776-28-1256


