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麻しんの予防接種実施状況調査の実施 

平成２２年度 第３期 平成２２年度 第２期 平成２２年度 第４期 

市町村間で接種率に大きな差が生じており、接種率の低い市町村が固定化 

原因は「接種率」という数値だけでは分からない。 

市町村における麻しんの予防接種の実施状況調査を実施 



＜未接種者への再度の接種勧奨（第２期）＞

1 今別町 107.7 電話連絡

2 田子町 100.0 〇各保育施設での健康教育時に直接口頭で勧奨（6月）

外ヶ浜町 100.0

佐井村 100.0 予防接種日に接種できるよう個別勧奨を実施

西目屋村 100.0 電話連絡（2ヶ月に1回） 〇役場来庁時に直接保護者へ接種勧奨実施

6 大間町 97.8 文書郵送（6月） 口頭で接種勧奨（2月）、文書郵送（2月）

7 野辺地町 95.9 文書郵送（10月）、電話連絡（12月） 自宅訪問（1月）、文書郵送（2月､3月） 〇就学時健診に職員を派遣し未接種者の保護者に口頭で勧奨

8 風間浦村 94.4

9 深浦町 91.5 文書郵送（10月､12月） 電話連絡（2月）

10 新郷村 90.0 電話連絡（12月） 〇就学時健診（10月）

11 三戸町 89.7 文書郵送（7月､10月､11月､12月） 文書郵送（1月､2月､3月） 〇幼稚園、保育所、児童館との会議の場で、協力を依頼（7月）

12 田舎館村 89.3 文書郵送、電話連絡（12月） 文書郵送（2～3月）

13 階上町 87.9 文書郵送（7月､12月） 文書郵送（3月）、電話連絡（2月､3月） 〇未接種者の保育所等へ接種勧奨依頼（3月）　〇未接種者の保護者来庁時等に口頭で勧奨（12月､1月､2月）

14 七戸町 87.4 文書郵送（4月､9月）、電話連絡（7月､12月） 文書郵送（1月､3月）、電話連絡（2月） 〇就学時健診に職員を派遣し未接種者の保護者に口頭で勧奨

15 藤崎町 87.1 ハガキ郵送（8月､12月） ハガキ郵送（2月） 〇就学時健診に保健師を派遣し勧奨　〇保育所参観日に保健師を派遣し勧奨（2月）

16 鰺ヶ沢町 86.8 文書郵送（7月､12月） 文書郵送（1月､2月､3月）、電話連絡（3月）

17 鶴田町 86.0 文書郵送（7月､12月） 文書郵送（3月） 〇各児童施設への文書配布

18 平川市 85.8 ハガキ郵送（9月） ハガキ郵送（1月）、文書郵送（2月）

19 大鰐町 83.9 文書郵送（10月） 文書郵送（1月）

20 むつ市 83.7 ハガキ郵送（1月）

21 東北町 83.4 文書郵送（7月､12月） 電話連絡（3月） 〇就学時健診時に未接種者の保護者に口頭、チラシで勧奨

22 板柳町 83.3 文書郵送（3月） 〇保育所・幼稚園に未接種者の勧奨依頼（9月に個別通知を保育所等より1回実施）　〇就学時健診に職員を派遣し未接種者の保護者等に口頭で勧奨

23 五所川原市 82.9 文書郵送（4月､8月､12月） 電話連絡（2月､3月）

24 三沢市 82.8 文書郵送（9月､12月） 文書郵送（2月）、電話連絡 〇保育所・幼稚園に接種勧奨を依頼

25 横浜町 81.8 文書郵送（12月） 電話連絡（最大2回）

26 六戸町 81.7 ハガキ郵送（7月､12月） 文書郵送（2月）、電話連絡（3月） 〇こども医療費などの申請で保護者が窓口に来た際に接種勧奨　〇就学時健診時に未接種者に対し接種勧奨

27 平内町 81.3 ハガキ郵送（12月）、電話連絡（8月､12月） ハガキ郵送（2月） 〇窓口に保護者が来庁したときに口頭で接種勧奨（随時）

28 八戸市 79.7 〇保育所、幼稚園、児童館へ勧奨を依頼（8月）　〇小学校へ就学時健診時に勧奨を依頼（通知を全員に配布してもらう）（10月）　〇小学校へ入学説明会時に勧奨を
依頼（通知を全員に配布してもらう）（1月）

29 十和田市 78.4 電話連絡（2月） 〇就学時健診に予防接種調査票及び勧奨案内を同封（9月）　〇小学校１日入学の際に勧奨チラシを配布

30 中泊町 78.3 文書郵送（10月） 文書郵送（2月）

31 六ヶ所村 77.3 文書郵送（7月､12月） 文書郵送（3月） 〇就学時健診時、他の予防接種接種状況とともに再勧奨通知　〇保育所長あて勧奨依頼（3月）

32 東通村 77.0 文書郵送、電話連絡（12月） 電話連絡（1月）、文書郵送（3月）

33 つがる市 76.3 文書郵送（2月） 〇保健師による保育所等における健康教育時に未接種者の保護者に接種勧奨　〇新入学児童懇談会開催時に接種勧奨

34 五戸町 75.2 文書郵送（2月）

35 弘前市 74.6 文書郵送（7月､12月）

36 南部町 74.2 ハガキ郵送（2月下旬～3月上旬）

37 おいらせ町 72.9 文書郵送（12月） 文書郵送（3月） 〇就学時健診での声掛け

38 青森市 71.5 ハガキ郵送（1月） 〇就学時健診時に勧奨チラシを配付（10月）

39 黒石市 71.0 電話連絡（3月）

40 蓬田村 61.9 電話連絡（1月､2月）

※平成２５年２月２１日時点

順位 市町村
第２期麻しん
ワクチン接種
率（%）

本人及び保護者への個別通知（文書郵送、ハガキ郵送、電話連絡等）
【参考】  その他（定期健診の機会を利用等）　（※回答のあった市町村のみ記載）

平成２４年４～１２月実施分 平成２５年１～３月実施分（※予定含む）



＜未接種者への再度の接種勧奨（第３期）＞

1 外ヶ浜町 102.8 電話連絡（6～7月）

2 五戸町 100.7 文書郵送（6月）

3 田子町 100.0 〇中学校を通じて再勧奨（4月）

蓬田村 100.0 電話連絡（6月） 電話連絡（1月）

佐井村 100.0 予防接種日に接種できるよう個別勧奨を実施

今別町 100.0 電話連絡

7 野辺地町 99.2 文書郵送（7月）、ハガキ郵送（9月）、電話連絡 自宅訪問（1月）、文書郵送、電話連絡（2月､3月） 〇学校養護教諭と連絡

8 むつ市 98.5 文書郵送（7月､9月､12月）

9 深浦町 98.4 文書郵送（6月）、口頭で勧奨（11月）、文書郵送（12月） 電話連絡（3月）

10 黒石市 96.7 ハガキ郵送（11月） 電話連絡（3月） 〇学校にハガキ郵送（11月）

11 東通村 96.6 文書郵送（10月）、電話連絡（12月） 電話連絡（1月）、文書郵送（3月）

12 おいらせ町 96.1 文書郵送（12月）

13 七戸町 94.4 文書郵送（4月､7月､10月､12月）、電話連絡（6月､9月､11月） 文書郵送（3月）、電話連絡（2月） 〇養護教諭部会（8月）

14 田舎館村 93.8 文書郵送（12月） 文書郵送（2～3月）

15 横浜町 93.3 文書郵送（7月､12月） 電話連絡（最大2回）

16 板柳町 93.2 文書郵送（3月） 〇養護教諭との連絡会議で未接種者（名簿により）の勧奨依頼（9月､12月､2月）　〇未接種者へ個別通知を作成し学校より保護者へ配布依頼（9月､12月）

17 南部町 92.6 ハガキ郵送（2月下旬～3月上旬）

18 新郷村 91.7 電話連絡（12月）

19 大鰐町 91.4 文書郵送（7月､10月） 文書郵送（1月）

20 西目屋村 90.9 電話連絡（2ヶ月に1回） 電話連絡（接種するまで実施） 〇役場来庁時に直接保護者へ接種勧奨実施

21 五所川原市 90.7 文書郵送（4月､8月､12月） 電話連絡（2月､3月）

22 東北町 90.2 文書郵送（7月､12月） 電話連絡（3月）

23 八戸市 90.0 文書郵送（11月）

24 風間浦村 89.7 未接種者3名のうち2名は4月転出、残り1名には通知、電話で
接種勧奨を実施 再度、接種勧奨の通知、電話連絡を実施

25 大間町 88.7 文書郵送（7月､12月） 文書郵送（2月）

26 階上町 88.5 文書郵送（7月､12月） 文書郵送（3月） 〇未接種者の保護者来庁時等に口頭で勧奨（2月）　〇町内中学校へ未接種者に対する接種勧奨依頼（3月）

27 六ヶ所村 87.7 文書郵送（7月､12月） 文書郵送（3月）

28 三戸町 86.6 文書郵送（7月､10月､11月､12月） 文書郵送（1月､2月､3月） 〇健康づくり推進協議会の場で、教育長に協力を依頼（6月）　〇養護教諭との会議の場で協力依頼（10月）　〇啓発パンフレットを学校を通じて配布予定（2月末～3
月上旬予定）

29 鶴田町 86.5 文書郵送（7月､12月） 文書郵送（3月） 〇各学校への文書配布

30 弘前市 86.1 文書郵送（7月､12月）

31 平内町 84.3 ハガキ郵送（7月､12月）、電話連絡（12月） ハガキ郵送（2月） 〇学校に未接種者の連絡を行い接種勧奨を依頼（夏休み前・冬休み前）　〇窓口に保護者が来庁したときに口頭で接種勧奨（随時）

32 青森市 83.5 ハガキ郵送（1月）

33 つがる市 83.1 文書郵送、電話連絡（2月） 〇担当地区の保健師による未接種者の保護者への口頭による接種勧奨

34 十和田市 82.7 〇学校を通じて未接種者へ勧奨案内を配布

35 平川市 81.3 ハガキ郵送（7月）、文書郵送（12月） 文書郵送（2月）

36 藤崎町 81.1 ハガキ郵送（8月､12月）、文書郵送（12月） ハガキ郵送（2月）、文書郵送（2月）

37 鰺ヶ沢町 80.2 文書郵送（7月､12月） 文書郵送（2月､3月）、電話連絡（3月） 〇学校へ未接種者リストを提供し勧奨依頼（12月､2月､3月）

38 三沢市 79.9 文書郵送（9月､12月） 文書郵送（2月）、電話連絡 〇中学校へ接種勧奨を依頼

39 六戸町 74.7 ハガキ郵送（7月､12月） 文書郵送（2月）、電話連絡（3月） 〇こども医療費などの申請で保護者が窓口に来た際に接種勧奨

40 中泊町 73.7 文書郵送（10月） 文書郵送（2月）

※平成２５年２月２１日時点

順位 市町村
第３期麻しん
ワクチン接種
率（%）

本人及び保護者への個別通知（文書郵送、ハガキ郵送、電話連絡等）
【参考】  その他（定期健診の機会を利用等）　（※回答のあった市町村のみ記載）

平成２４年４～１２月実施分 平成２５年１～３月実施分（※予定含む）



＜未接種者への再度の接種勧奨（第４期）＞

1 佐井村 100.0 予防接種日に接種できるよう個別勧奨を実施、電話で保護者
へ連絡し、広域予防接種の案内等を実施

風間浦村 100.0

今別町 100.0 電話連絡（1～2回）、文書郵送（4月､7月）

4 田子町 98.4 直接本人に再通知（4月）

5 野辺地町 95.0 文書郵送（7月）、ハガキ郵送（9月）、電話連絡 自宅訪問（1月）、文書郵送、電話連絡（2月､3月） 〇学校養護教諭に依頼文（7月）

6 外ヶ浜町 94.3 文書郵送、電話連絡（9月）
電話連絡（12月：最大3回） 家庭訪問（1回）

7 蓬田村 93.8 電話連絡（6月） 文書郵送、電話連絡（1月）

8 黒石市 91.2 ハガキ郵送（11月） 電話連絡（3月）

9 七戸町 91.1 文書郵送（4月､7月､10月､12月）、電話連絡（6月､9月､11月） 文書郵送（3月）、電話連絡（2月） 〇養護教諭部会（8月）

10 深浦町 90.7 文書郵送（7月､10月､12月） 電話連絡（2月）

11 大間町 89.6 文書郵送（7月､12月） 文書郵送（2月）

12 東北町 88.9 文書郵送（7月､12月） 電話連絡（3月）

13 五戸町 88.7 文書郵送（11月）

14 大鰐町 88.3 文書郵送（7月､10月） 文書郵送（1月）

15 西目屋村 88.2 電話連絡（2ヶ月に1回） 〇役場来庁時に直接保護者へ接種勧奨実施

16 五所川原市 88.0 文書郵送（4月､8月､12月） 電話連絡（2月､3月）

17 田舎館村 87.8 文書郵送（12月） 文書郵送（2～3月）

18 南部町 87.6 ハガキ郵送（2月下旬～3月上旬）

19 弘前市 87.4 文書郵送（7月､12月）

20 三沢市 87.0 文書郵送（9月､12月） 文書郵送（2月）、電話連絡 〇市内高校へ接種勧奨を依頼

東通村 87.0 文書郵送、電話連絡（12月） 電話連絡（1月）、文書郵送（3月）

22 平内町 86.1 ハガキ郵送（7月､12月）、電話連絡（12月） ハガキ郵送（2月） 〇町内の高校に未接種者連絡（12月）　〇窓口に保護者が来庁したときに口頭で接種勧奨（随時）

23 むつ市 86.0 文書郵送（7月､12月）

24 階上町 85.6 文書郵送（7月､12月） 町外の高校に通学している未接種者の保護者へ電話連絡（2
月）、文書郵送（3月） 〇未接種者が通学する町外の高校へ電話連絡（2月）

25 三戸町 85.0 文書郵送（7月､10月､11月､12月） 文書郵送（1月､2月､3月） 〇啓発パンフレットを学校を通じて配布予定（2月末～3月上旬予定）

26 鰺ヶ沢町 84.0 文書郵送（7月､12月） 文書郵送（2月､3月）、電話連絡（3月）

27 鶴田町 82.8 文書郵送（7月､12月） 文書郵送（3月）

28 十和田市 82.4 〇学校を通じて未接種者へ勧奨案内を配布

29 つがる市 82.0 文書郵送、電話連絡（2月）

30 平川市 81.7 ハガキ郵送（7月）、文書郵送（12月） 文書郵送（2月）

板柳町 81.7 文書郵送（9月､12月） 文書郵送（3月）

32 藤崎町 81.5 ハガキ郵送（8月､12月）、文書郵送（12月） ハガキ郵送（2月）、文書郵送（2月）

六戸町 81.5 ハガキ郵送（7月､12月） 文書郵送（2月）、電話連絡（3月）

34 八戸市 78.6 文書郵送（11月）

35 おいらせ町 78.5 文書郵送（12月）

36 中泊町 78.4 文書郵送（10月） 文書郵送（2月）

37 六ヶ所村 77.4 文書郵送（7月､12月） 文書郵送（3月） 〇六ヶ所高校における健康教育の際、対象者に対して直接勧奨

38 横浜町 76.1 文書郵送（7月､12月） 電話連絡（最大2回）

39 青森市 68.4 ハガキ郵送（1月）

40 新郷村 66.7 電話連絡（12月）

※平成２５年２月２１日時点

順位 市町村
第４期麻しん
ワクチン接種
率（%）

本人及び保護者への個別通知（文書郵送、ハガキ郵送、電話連絡等）
【参考】  その他（定期健診の機会を利用等）　（※回答のあった市町村のみ記載）

平成２４年４～１２月実施分 平成２５年１～３月実施分（※予定含む）



調査結果に基づく市町村への協力依頼 

 市町村予防接種担当者会議の場で協力を依頼するとともに、各市町村に対して
依頼文書を発出 
 

 ・平成２４年６月２８日 不活化ポリオワクチン導入にかかる市町村等連絡会議 
 ・平成２５年２月２５日 予防接種関係市町村等連絡会議 

 
 接種率向上に向けた取組の徹底 
   対象者等への個別通知による周知、 
   未接種者への再度の接種勧奨、学校等との連携・協力など 
 

 未接種者の接種機会の確保 
   市町村が指定した期間内に接種できなかった者に対する救済措置の実施 
   『青森県内広域予防接種』の活用 

依頼内容 

ポイントは、データをきちんと示すことで、市町村に麻しん対策における
接種率向上の重要性を認識してもらうこと。 



県民への周知 

新聞広報 （東奥日報、デーリー東北、陸奥新報） 

平成２４年度実績 ２回（９月、２月） 

ラジオ広報 （ＲＡＢ、ＦＭ青森） 

平成２４年度実績 １２回 （４月、５月、６月、７月、 
８月（２回）、１０月、１１月、１２月、１月、２月、３月） 

インターネット広報 
「メルマガあおもり」 

テレビ広報（ATV） 

平成２４年６月 
１０日（日）放映 

子ども予防接種週間の周知 





青森県感染症対策研修会の開催 

区分 施設数 人数 

市町村（予防接種担当課等） 27 33 

市町村立学校 56 57 

県立学校（高校・特別支援学校） 25 25 

私立学校（幼稚園～高校） 8 8 

区分 施設数 人数 

保育所 36 43 

市町村教育委員会 5 5 

医療機関等 3 3 

県関係機関 8 11 

 日時等 
  平成２４年１１月２日（金） １３時～１６時５０分 
  青森県総合学校教育センター大研修室（青森市大矢沢字野田80-2） 
 

 主な研修内容 
 ＜麻しん・風しん対策について＞ 
  １．講演「麻しん・風しん対策の最近の動向について」 
      国立感染症研究所感染症情報センター 主任研究官 砂川富正 先生 
  ２．県の麻しん・風しん対策について 
  ３．学校における接種率向上に向けた取組事例の紹介（五戸高校、弘前実業高校） 
 

 出席者数 
  １６８施設１８５名（※内訳は下表のとおり） 
 

 その他 
  青森県学校保健会主催「子どもの健康に関する研修会」と同時開催 
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