令和 2 年度事業計画
Ⅰ

基本方針
子供を取り巻く生活環境や社会環境が急激に変化している中、心身両面に関わる様々
な健康課題が顕在化の傾向にある。この様な子供の現代的健康課題に適切に対応するた
め、学校保健が当面する健康課題解決に向け、調査研究及びその成果の提供、会報の発
行、学校保健関係図書等の頒布、ウェブサイトでの広報、学校保健用品等の推薦・斡旋、
健康づくり推進学校の表彰、研修会・講演会等の実施を通じて、学校保健の振興、普及
啓発、調査研究を図ることを基本方針としている。
令和 2 年度は、新規事業として「教職員のための子供の健康相談及び保健指導の手引」
の作成を行うとともに、昨年度からの継続事業として、学校心臓検診資料等の改訂やア
レルギー講習会、就学時の健康診断研修会等の開催を予定している。本年は 100 周年記
念行事を控え、実行委員会を中心に着実に準備を進めていく。
運営面では、経費節減に努め、賛助会費等の外部資金の確保、事業収入の拡充方策を
講ずるなど、本会の経営安定化に力を尽くしている。公益財団法人として、将来を見据
えた財政基盤の確立に取り組みたい。

Ⅱ

事

業

１．学校保健の振興に関する事業
〔一般事業〕
（１）熱中症対策支援 ［継続］（特別協賛）
啓発ポスター・パンフレットの作成・配付、動画配信
（２）学校における飲酒防止教育支援 ［継続］（特別協賛）
啓発ポスターの作成・配付
（３）児童生徒の生活習慣向上啓発 ［継続］（特別協賛）
『学校と家庭で育む子どもの生活習慣』を基にした啓発資料作成・配付
（４）成長曲線普及推進 ［継続］
成長曲線の普及方策検討、校務支援システム連携促進
（５）成長曲線に基づく児童生徒等の健康管理モデル地区プロジェクト推進

［継続］

郡山市教育委員会との連携事業、令和 5 年度まで 5 年計画の 2 年目
（６）「学校心臓検診の実際」改訂

［継続］

平成 24 年度に改訂した学校心臓検診関係資料の改訂版作成、令和 2 年度全国配付
（７）「学校検尿のすべて」改訂

［継続］

平成 23 年度に改訂した学校検尿関係資料の改訂版作成、令和 2 年度全国配付
（８）メディアリテラシーと子どもの健康調査委員会報告書改訂 ［継続］
平成 24 年度に作成した同報告書の改訂版作成、令和元年度
令和 2 年度

報告書作成、全国配付

（９）事業企画準備委員会

［継続］

特別協賛事業の企画運営等

調査実施、

（10）国際化事業 ［継続］
学校保健に関する情報発信
（11）学校健康づくり啓発 ［一般事業に変更］
児童生徒から原画等公募、標語入りポスター（小・中・高等学校版）作成、配付
（12）運動器検診の手引作成
令和 2 年度

[新規]

学校運動器検診関連資料の作成

令和 3 年度配付

（13）職域研究大会等への助成 ［終期設定なし］
全国大会、歯科保健、学校環境衛生、養護教諭、保健主事の各大会へ助成
〔国庫補助事業〕（健康教育振興事業費補助金）
（調査研究事業）
（１）児童生徒の近視実態調査［新規］
令和 2 年度

小・中学生対象の視力に関する実態調査実施、報告書作成、

都道府県・指定都市・市町村教育委員会、小・中・高・特別支援学校等に配付
（健康増進事業）
（１）保健教育推進 ［継続］
令和 2 年度

保健教育に関する調査の実施、研修会の企画･運営

令和 3 年度

報告書作成、配付

（２）「学校保健の課題とその対応」改訂
令和 2 年度

［継続］

令和元年度実施した調査を基に平成 23 年度に発行した同資料の改訂版

を作成、
都道府県・指定都市・市町村教育委員会、小・中・高・特別支援学校等に配付
（３）精神疾患に関する指導参考資料作成
令和 2 年度

［継続］

精神疾患の学習指導に関する参考資料の作成、

都道府県・指定都市・市町村教育委員会、高・特別支援学校等に配付
（４）「喫煙･飲酒･薬物乱用防止に関する指導参考資料」改訂

［継続］

平成 21～23 年度（小・中・高）発行の同資料の改訂版作成、
令和元年度小学校版、令和 2 年度中学校版、令和 3 年度高等学校版発行、全国配付
（５）教職員のための子供の健康相談及び保健指導の手引作成

[新規]

平成 23 年度に文部科学省から発行された同資料の改訂版作成
令和 2 年度

改訂作業

令和 3 年度

手引作成、配布

（６）保健主事のための実務ハンドブック改訂

[新規]

平成 21 年度に文部科学省から発行された同資料の改訂版作成
令和 2 年度

改訂作業

令和 3 年度

実務ハンドブック作成、配布

（７）降灰地域等学校保健事業 ［終期設定：事業計画］
降灰実態等に対し児童生徒の健康被害の軽減のためのクリーナーの貸与等
鹿児島県委託（鹿児島市）
（８）ブロック別研究大会への助成 ［終期設定なし］
全国８カ所のブロック別研究大会（北陸三県・四国除く）

２．学校保健の普及に関する事業
〔一般事業〕

［終期設定なし］

（１）100 周年事業実行委員会
令和２年 12 月 5 日(土)に記念式典・祝賀会を開催予定
八十年史を基に新たに百年史を作成
（２）会報「学校保健」の発行
会報「学校保健」を年６回（５月、７月、９月、11 月、１月、３月）発行
都道府県・指定都市・市町村教育委員会、小・中・高・特別支援学校等（各３部）
学校保健関係者及び購読者に配付
（３）「学校保健の動向」の発行・頒布
各年度の学校保健活動に関する最新情報の提供（年１回）
（４）学校保健関係図書等の頒布・出版
調査研究した成果をまとめた報告書等の頒布
学校保健関係の出版支援
（５）学校保健会広報
本会ウェブサイトで運営組織や事業内容等を広報
（６）学校保健用品等の推薦・斡旋・販売
学校等の良好な環境衛生の維持に関する資料・資材の推薦
学校等での環境衛生検査の実施に必要な化学物質検査等を斡旋
（７）受託・委託事業、刊行物等の監修
（８）学校等欠席者・感染症情報システム運営

［終期設定なし］

運営委員会開催、新規導入等受付、システム改修、研修会企画等
〔国庫補助事業〕
（普及指導事業）
（１）日本学校保健会事業報告会 ［終期設定なし］
年１回 事業成果報告会開催、本会の事業を公開し普及啓発に寄与
事業報告書を参加者及び都道府県・指定都市学校保健会に配付
令和３年 ２月 18 日（木）開催予定
（２）学校保健情報提供 ［終期設定なし］
学校保健会ポータルサイト「学校保健」より学校保健情報を配信
特集記事、募集事業案内、発行物（デジタルアーカイブ）、教材用コンテンツ、
学校等欠席者・感染症情報システム等
統括委員会等で運営管理
３．学校保健の啓発に関する事業
〔一般事業〕
（１）全国健康づくり推進学校表彰

［終期設定なし］

公募制により健康づくりの推進に積極的に取り組み成果を挙げている学校を毎年
100 校程度表彰

表彰式：令和３年２月 13 日（土）開催予定

（２）学校保健関連研究会等支援

［継続］

各地域で開催される研究会等への講師謝金補助
（３）研修会・講演会の開催
〔一般事業〕
① 「子供の健康とスマホ・ゲーム依存」講習会 ［継続］1 会場
② 学校等欠席者・感染症情報システム研修会

［継続］2 会場

③ 成長曲線活用研修会

［新規］2 会場

④ 学校における飲酒防止教育支援研修会

［継続］1 会場（特別協賛）

⑤ 「子供の睡眠と健康」講習会

［継続］1 会場（特別協賛）

⑥ 中高生を指導する養護教諭のための研修会

［継続］2 会場（特別協賛）

⑦ 思春期の皮膚トラブルについての研修会

［新規・予定］1 会場（特別協賛）

〔国庫補助事業〕
（健康増進事業）
① 興味をもって取り組める医薬品の教育研修会

［継続］1 会場

② アレルギー講習会

［継続］8 会場

③ 就学時の健康診断研修会

［継続］3 会場

④ 学校におけるプールに関する保健衛生管理研修会

［継続］1 会場

⑤ 保健教育推進研修会

［継続］2 会場

⑥ 学校環境衛生研修会

［継続］2 会場

〔一般事業〕
（４）全国学校保健会啓発事業

［終期設定なし］

① 全国学校保健会運営担当者会議

令和２年４月 17 日（金）

日本消防会館

本会加盟団体の運営担当者への事業説明、情報提供等
② 全国学校保健会中央大会

令和２年 11 月 13 日（金）

全国の学校保健会（連合会）の代表が参加
日本学校保健会及び各団体の活動報告、国への要望事項の協議
４．その他
（１）文部科学省、日本医師会、日本学校歯科医会、日本薬剤師会、本会加盟団体、
教育関連団体等との連携

＊中央教育審議会への対応

（２）令和２年度全国学校保健・安全研究大会の開催への協力（富山県・富山市）
〔令和２年 11 月 12 日（木）
・13 日（金）〕
（３）本会の目的達成に必要な事業（緊急対応課題等）

