平 成 ２ ５ 年 度 事 業 報 告 書
（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）
Ⅰ

概

況

近年、学校現場においては、社会環境や生活様式の急激な変化による、アレルギー疾患、
薬物乱用、生活習慣の乱れ及び感染症の問題等、子どもが健やかに成長する上での様々な健
康課題が生じている。
本会は、平成２４年６月１日、財団法人日本学校保健会から公益財団法人日本学校保健会
へ移行し、これらの健康課題への解決に向け、学校保健の当面する健康課題についての調査
研究及びその成果の提供、会報・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・斡旋等並びに健康教育推進学校の表彰及び講演会・研修会の実施等を通
じて、学校保健の振興、普及及び啓発を図ったところである。

Ⅱ

事業
本会の学校保健事業について、次の３事業に重点を置いて推進した。

１．学校保健の振興に関する事業
〔一般事業〕
（１）保健学習授業推進委員会（野津有司委員長ほか５名）
平成 16 年度と 22 年度に調査された「保健学習推進上の課題を明らかにするた
めの実態調査」を踏まえ、保健学習のより着実な推進に資するため提言をまとめ、
ポータルサイトで公開した。
（２）身長・体重成長曲線に基づく児童生徒の健康管理に関する実践・普及啓発委員会
（村田光範委員長ほか７名）
成長曲線に基づく児童生徒への管理体制の確立のための内容検討を行った。
（３）熱中症対策支援事業
熱中症予防啓発 DVD「熱中症に気をつけよう！～水分補給の大切さ～」を作
成、学校保健ポータルサイト上で無料配信・ダウンロードを行っている。
（４）メールマガジン作成委員会（準備委員会）
ポータルサイト「学校保健」の活用を促すためにメールマガジン配信の準備委
員会を設置した。
（５）職域研究大会等への助成
全国学校保健研究大会、学校環境衛生・薬事衛生研究協議会、全国学校歯科保健研
究大会、全国養護教諭研究大会、全国養護教諭連絡協議会研究協議会への助成を行っ
た。
〔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）児童生徒の健康状態サーベイランス委員会（大関武彦委員長ほか８名）

ライフスタイル領域、リスクファクター領域、アレルギー性疾患及び学校生活
に関する広範囲で平成 24 年度調査を行い、その結果を報告書にまとめた。
（２）学校経営の観点に立った、保健室経営の在り方調査研究委員会（采女智津江委員長
ほか６名）平成 20 年度に作成した『保健室経営計画作成の手引』の検証及び学校
経営の観点に立った保健室経営の在り方について調査研究のため内容を検討した。
（３）学校保健に関する効果的な広報啓発の在り方調査研究委員会（西岡伸紀委員長ほ
か５名）本会の広報啓発資料の認知度向上、活用促進のための調査を行った。
（４）保健主事に関する状況調査委員会（畑攻委員長ほか 10 名）
保健主事の使命や役割の浸透状況、活動状況、保健主事研修の状況及び活動環
境の状況を平成 24 年度に全国規模で調査し、報告書にまとめた。
（健康増進事業）
（１）エイズ予防教育検討委員会（衞藤隆委員長ほか３名）
エイズ教育・性教育推進の一環としてエイズに関するポスター用絵画・キャッ
チコピーを全国の小・中・高等学校等から公募する「エイズ教育推進ポスターコ
ンクール」を実施、「小学校部門」「中学校部門」「高等学校部門」の各部門に応
募のあった作品を委員会にて審査して、部門ごとにポスター化し、全国の学校へ
配布した。
（２）保健学習推進委員会（野津有司委員長ほか 12 名）
平成 20・21 年に改訂された学習指導要領の趣旨や内容に基づいて思考力・判
断力等の育成を目指した保健学習の指導とそれに伴う評価を踏まえた授業およ
び評価方法等について検討するため、実地調査を行った。
（３）「学校環境衛生活動実践事例集」作成委員会（鬼頭英明委員長ほか６名）
学校環境衛生活動のさらなる普及及び啓発を図り、環境衛生活動を通した健康
教育の広がりも見据えた実践事例集を含む参考資料を作成した。
（４）思春期の学校歯科保健推進委員会（安井利一委員長ほか７名）
思春期の歯科保健の課題を抽出し、学校歯科保健の推進、中学校・高等学校の
生徒の健康観の保持増進を図るための調査を行い、報告書にまとめた。
（５）「養護教諭を中心とした学校における児童生徒虐待対応マニュアル」作成委員会
（井出浩委員長ほか６名）子供たちの健康な成長を促す場である学校では学校保
健の観点からも児童生徒虐待への対応に一層取り組む必要があると考え、マニュ
アルを作成した。
（６）がんの教育に関する検討委員会（植田誠治委員長ほか８名）
平成 24 年のがん対策推進基本計画を受け、「がん教育」に関する現状、がん対
策推進基本計画の内容、「がん教育」の必要性・目標・内容、「がん教育」の実施
に当たっての留意点、「がん教育」の今後検討すべき論点、「がん教育」の学校教
育での位置づけ等について報告書にまとめ、ポータルサイトで公開した。
（７）ブロック別研究大会等への助成
全国 11 カ所のブロック別研究大会等へ助成した。

（８）降灰地域等学校保健事業
鹿児島市の降灰実態に対し、児童生徒の健康被害の軽減のための支援事業とし

て、学校プール清掃のためのクリーナーを貸し出し、その維持経費を助成した。

２．学校保健の普及に関する事業
〔一般事業〕
（１）会報「学校保健」編集委員会（雪下國雄委員長ほか７名）
会報「学校保健」を６回（５月、７月、９月、11 月、１月、３月）発行した。
都道府県・市区町村教育委員会、小・中・高・特別支援学校（学校各３部）、学
校保健関係者及び購読者に配付した。
（２）学校保健の動向編集委員会（勝野眞吾委員長ほか５名）
年度ごとに学校保健活動に関する最新の情報を学校保健関係者に提供するた
め、
『平成 25 年度版学校保健の動向』を作成、発行した。
（３）学校保健関係図書等の頒布
学校保健振興事業及び文部科学省での調査研究報告書等を頒布目的で発行し
た。
（９報告書頒布）
（４）日本学校保健会ホームページでの広報
インターネット上において、年度ごとの本会の事業報告などの公開のほか、本
会の図書販売、斡旋品の申込みなど本会に関する諸情報を提供している。
（５）学校保健用品等の推薦・斡旋
学校現場の良好な環境衛生の維持に関する資料・資材の推薦並びに学校現場での環
境衛生検査の実施に必要な化学物質検査分析を斡旋した。

（６）受託事業：外部団体の委託事業、刊行物等の監修
① 学校生活における健康管理に関する調査委員会（衞藤隆委員長ほか 13 名）
文部科学省からの委託を受け、学校生活における健康管理（心臓・腎臓・ア
レルギー疾患等）について全国調査を実施し、調査結果を報告書にまとめた。
② アサヒビール未成年者飲酒予防基金
③ 公益社団法人アルコール健康医学協会助成
〔国庫補助事業（健康教育振興事業費補助金）
〕
（普及指導事業）
（１）日本学校保健会事業報告会
本会の事業を広く一般へ公開するため、毎年１回、本会の学校保健事業の報告
会を開催した。平成 26 年２月 20 日（木）日本医師会館 大講堂
（２）学校保健情報提供委員会
① 統括委員会（衞藤隆委員長ほか４名） 年２回開催
ウェブサイト「学校保健ポータルサイト」の管理・運営に関わる方針等を
協議、検討した。
② 企画運営委員会（小Ａ）
（衞藤隆委員長ほか５名）
ウェブサイト「学校保健ポータルサイト」の普及を図るため、特集ページ
の企画をはじめ運営に関する協議、検討を重ね、学校生活に身近な保健の話

題を提供する等学校保健に関する様々な情報を広く配信した。
③ 学校感染症等情報収集システム事業委員会（小Ｂ）
（大日康史委員長ほか３名）
学校欠席者情報収集システムの運用及び普及、推進のため、協議、検討を
重ねた。25 年度はそれまでの 20 県・４政令指定都市に加え、新規に福島県、
福井県、広島市の導入があった。
３．学校保健の啓発に関する事業
〔一般事業・国庫補助事業〕
（１）健康教育推進学校表彰審査委員会（横倉

義武委員長ほか 26 名）

平成 25 年度は、最優秀校６校、特別協賛社賞（日本コカ･コーラ株式会賞）受賞校
２校を含む優秀校 10 校、優秀校 66 校を表彰した。
平成 26 年 2 月 20 日（木）日本医師会館

大講堂

（２）学校保健関連研究会等支援：講師派遣
①平成 25 年７月 31 日（水） 山口県養護教諭会 山口県養護教諭研修会
②平成 25 年 10 月 24 日（木） 滋賀県学校保健会 滋賀県学校保健研究大会
③平成 25 年 11 月 19 日（火） 福島県学校保健会北会津支部 学校保健講習会
以上３か所に講師を派遣した。
（３）研修会・講演会の開催
①第４回夏季セミナー「未成年者飲酒予防研修会～学校に求められる未成年飲酒
防止教育・実態とその背景～」
平成 25 年７月 25 日（木） 京都府 キャンパスプラザ京都（179 人参加）
②第２回未成年飲酒予防基金助成事業 ①②同時開催
③学校のアレルギー疾患に対する取組ガイドライン支援事業
全国 19 会場での「食物アレルギー・アナフィラキシー対応研修会」の開催
参加者総数：9,866 名
④『自信をもって取り組める医薬品教育』〔国庫補助事業〕
平成 26 年１月 10 日（金） 滋賀県 栗東芸術文化会館さきら（122 人参加）
平成 26 年１月 15 日（水） 茨城県 茨城県庁講堂（354 人参加）
平成 26 年１月 16 日（木） 熊本県 くまもと森都心プラザ（161 人参加）
⑤『喫煙・飲酒・薬物乱用防止に関する指導参考資料』
〔国庫補助事業〕
平成 26 年２月４日（火） 島根県 ビッグハート出雲（76 人参加）
（４）全国学校保健会啓発事業
①全国学校保健会運営担当者会議
平成 25 年 4 月 18 日（木）東京都

日本財団ビル会議室

②全国学校保健会中央大会
平成 25 年 11 月 8 日（金）秋田県秋田市

秋田拠点センターアルヴェ
市民交流プラザ 2F 多目的ホール

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
（２）第 63 回全国学校保健研究大会〔平成 25 年 11 月７日（木）
・８日（金）
〕の開催
への協力（秋田県）
Ⅲ

管理運営に関する会議
管理運営に関する会議等においては、公益財団法人移行後初めての役員（理事、監事）の
改選期となり、平成 25 年度～26 年度の理事及び監事の選任、会長及び業務執行理事の副
会長、専務理事、常務理事を選定した。

１．総務企画・財務担当理事会
第１回総務企画担当理事会〔平成 25 年 5 月 16 日（木）〕

平成２５年度
第１号議案

名誉会長、顧問、理事及び監事候補者の選出（案）について

第２号議案

評議員の交代について

平成２５年度

第１回総務企画・財務担当理事会〔平成 25 年 5 月 16 日（木）〕

第３号議案

平成２４年度（６月１日～３月３１日）事業報告（案）について

第４号議案

平成２４年度（６月１日～３月３１日）決算（案）について
―

監査報告

―

平成２５年度第 1 回定時評議員会開催（案）について

第５号議案

（報告事項）①今後の審議日程
②平成 25 年度

評議員会、理事会、学校保健関係者の交流会について

全国大会等大会日程について

第２回総務企画・財務担当理事会〔平成 26 年 3 月 6 日（木）
〕

平成２５年度
第１号議案

平成２５年度補正予算（案）について

第２号議案

平成２６年度事業計画（案）について

第３号議案

平成２６年度収支予算（案）について

第４号議案

事務局規程の改正（案）について

（報告事項）
（１）平成２６年度拠出金について
（２）平成２６年度全国及び各地区ブロック大会等の日程について
（３）要望書について
２．理事会
平成２５年度

第１回理事会〔平成 25 年 5 月 31 日（金）〕

第１号議案

平成２４年度（６月１日～３月３１日）事業報告（案）について

第２号議案

平成２４年度（６月１日～３月３１日）決算（案）について
―

第３号議案

監査報告

―

平成２５年度第１回定時評議員会の開催（案）について

第２回理事会〔平成 25 年 6 月 27 日（木）〕

平成２５年度
（報告事項）

（１）評議員会決議事項について
①名誉会長について
②顧問について
③理事及び監事の選任について
④評議員の交代について
第１号議案

代表理事及び業務執行理事の選定（案）について

（１）会長（代表理事）の選定について
（２）副会長（業務執行理事）の選定について
（３）専務理事（業務執行理事）の選定について
（４）常務理事（業務執行理事）の選定について
（報告事項）
（１）平成２４年度（６月１日～３月３１日）事業報告について
（２）平成２４年度（６月１日～３月３１日）決算について
（３）土地収用に係る会計処理について
（４）その他
①学校生活における健康管理に関する調査について
②がんの教育に関する検討委員会について
③平成２４年度（６月１日～３月３１日）収入割合
第３回理事会〔平成 26 年 3 月 14 日（金）〕

平成２５年度
第１号議案

平成２５年度補正予算（案）について

第２号議案

平成２６年度事業計画（案）について

第３号議案

平成２６年度収支予算（案）について

第４号議案

その他

①事務局規程の改正（案）について
②会長及び業務執行理事の職務報告
（報告事項）
（１）平成２６年度拠出金について
（２）平成２６年度全国及び各地区ブロック大会等の日程について

３．評議員会
第１回定時評議員会〔平成 25 年 6 月 27 日（木）〕

平成２５年度
第１号議案

平成２４年度（６月１日～３月３１日）事業報告（案）について

第２号議案

平成２４年度（６月１日～３月３１日）決算（案）について
―

第３号議案

監査報告

―

名誉会長及び顧問について

（１）名誉会長について
（２）顧問について
第４号議案

理事及び監事の選任（案）について

（１）加盟団体からの理事候補者
（２）職域及び学識経験者からの理事候補者
（３）職域からの監事候補者
第５号議案

評議員の交代について

（報告事項）
（１）平成２５年度事業計画
（２）平成２５年度予算
（３）土地収用に係る会計処理について
（４）その他
①学校生活における健康管理に関する調査について
②がんの教育に関する検討委員会について
③平成２４年度（６月１日～３月３１日）収入割合
平成２５年度

第２回評議員会〔平成 25 年 8 月 26 日（月）〕

第１号議案

理事の選任及び監事の交代について

第２号議案

評議員の交代について

４．監事会
平成２５年度

監事会〔平成 25 年 5 月 9 日（木）〕

（１）平成２４年度（６月１日～３月３１日）事業報告書（案）について（監査）
（２）平成２４年度（６月１日～３月３１日）決算報告書（案）について（監査）

