平成27 年度事業報告書
（平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日）

Ⅰ

概

況

子供の現代的健康課題に適切に対応するため、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、健康教育
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、普及啓発を図った。
中でも、文部科学省の監修で改訂された『児童生徒の健康診断マニュアル』は全国各教育委
員会、国公私立全校へ約４万冊配布し、一般頒布販売で約２万５千冊となり現在順調に推進さ
れ、成長曲線に関してのみ 28 年度に支援研修会を計画している。他の新規事業も順調に推進
した。
運営については、事業拡大で経費増はあるが概ね経費節減に努めた。事業収入では広告費の
拡充について課題が残った。さらに財政基盤の確立に取り組みたい。

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（野津有司委員長ほか５名）
平成 25 年度に作成した提言書を基に、保健学習授業実施をより着実に推進するために、
研修会の開催や表彰事業の基盤確立について検討を行った。
（２）熱中症対策支援
熱中症予防啓発ポスターを監修、会報「学校保健」312 号に差し込み全国の学校等へ配
布した。また、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。
（３）学校における飲酒防止教育支援（松下幸生委員長ほか 6 名）
教育関係者や医療関係者等への情報発信について、学会での分科会開催、研修会の開催
のほか、短期的な活動として啓発ポスターの作成、長期的な活動として普及活動の検討
を行った。
（４）学校薬剤師活動に関する啓発ＤＶＤ作成（永瀬久光委員長ほか５名）
学校薬剤師を目指す薬剤師や学校薬剤師活動に関する実務実習を受ける薬学生向けの情
報をまとめ、ＤＶＤを作成した。
（５）職域研究大会等への助成
全国学校保健・安全研究大会、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（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
広範囲な内容の調査を平成 26 年度に行い、その結果を報告書にまとめた。
（２）保健室利用状況に関する調査（采女智津江委員長ほか６名）
５年ごとに調査している「保健室利用状況調査」の調査票を 28 年度調査に向け検討した。
（３）学校生活における健康管理に関する調査分析（衞藤隆委員長ほか 10 名）
平成 25 年度に文部科学省委託で全国調査した内容をさらに詳しく分析し、提言書をまと
め文部科学省に提出した。
（健康増進事業）
（１）健康診断啓発（衞藤隆委員長ほか３名）
健康診断啓発の一環として健康診断に関するポスター用絵画を全国の小・中・高等学校
等から公募する「健康診断啓発ポスターコンクール」を実施、「小学生部門」「中学生部
門」
「高校生部門」の各部門に応募のあった 1,865 点の作品を委員会にて審査し、部門ご
とに選定した 1 点の採用作品をポスター化して全国の学校等へ配布した。
（２）保健学習推進（渡部基委員長ほか９名）
児童生徒の保健の学力の実態を把握するとともに、保健学習の推進上の課題を明らかに
するため調査を実施した。
（３）児童生徒の健康診断マニュアル改訂（雪下國雄委員長ほか 10 名・小委員会８名）
平成 26 年４月 30 日に公示された学校保健安全法施行規則の一部改正に伴い、
『児童生徒
の健康診断マニュアル（平成 18 年度改訂）』の改訂し、全国の教育委員会、国・公・私
立学校（小学校・中学校・中等教育学校・高等学校･特別支援学校）へ配付した。
（４）薬物乱用防止教室マニュアルの改訂
平成 26 年度に改訂した標記冊子を公立小・中・高・中等教育・特別支援学校へ配付した。
（５）児童生徒の心と体を守るための啓発教材の改訂（勝野眞吾委員長ほか５名・小委員会４名）
文部科学省で全ての高等学校１年生に配付している『健康な生活を送るために』の改訂
作業を行い、版下を作成した。
（６）学校における水泳プールの保健衛生管理の改訂（鬼頭英明委員長ほか６名）
平成 21 年度に改訂された標記冊子の再改訂に当たり調査を実施した。
（７）精神保健に関する指導参考資料作成（渡邉正樹委員長ほか６名）
中学生及び高校生における心の健康に関する教育の改善に役立つ指導参考資料作成の検
討を行った。
（８）降灰地域等学校保健事業
鹿児島市・垂水市及び熊本県阿蘇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。
（９）ブロック別研究大会等への助成
全国 10 カ所のブロック別研究大会等へ助成した。

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」の発行（弓倉

整委員長ほか８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、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」の発行（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
27 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。
（３報告書頒布）
（４）学校保健会広報

（ＨＰ）

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、学校保健用品販売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・販売
学校現場の良好な環境衛生の維持に関する資料・資材の推薦並びに販売、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依頼した。
（６）受託事業
①学校保健委員会に関する調査
（７）学校感染症等情報収集システム在り方
（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 28 年２月 18 日（木）日本医師会館 大講堂
（２）学校保健情報提供
①統括 （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（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 メールマガジン作成
主にウェブサイト「学校保健ポータルサイト」の活性化を目的に、サイト内に掲載した
情報のお知らせ版として、メールマガジン「学校保健会ニュース」
（月２回定期発行及び
臨時号）を会員登録のあった読者に向けて発信した。
④ 学校感染症等情報収集システム構築（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。27
年度は 24 県において全県規模（稼働率 80％以上）で活用された。

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（横倉義武委員長ほか 26 名）
平成 27 年度は、最優秀校５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 11 校、優良校 89 校を表彰した。平成 28 年２月 18 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福島県学校保健会相馬支部 平成 27 年 10 月８日
②長崎県東彼杵郡学校保健会 平成 27 年 11 月 29 日
（３）研修会・講演会の開催
① 第６回夏季特別セミナー「保健学習授業推進指導者」研修会
港区８月 17 日 96 人
② 第４回学校における飲酒防止教育支援研修会 熊本県１月 14 日 401 人
③ 平成 27 年度食物アレルギー・アナフィラキシー対応研修会
熊本県７月 24 日 292 人・大阪府７月 29 日 949 人・宮城県８月 11 日 263 人
④児童生徒等の健康診断普及啓発講習会
東京都 10 月 22 日 704 人・大阪府 10 月 28 日 1010 人

[国庫補助事業]
⑤「自信を持って取り組める医薬品教育」研修会
兵庫県１月 21 日 283 人・京都市 1 月 22 日 122 人
⑥「喫煙・飲酒・薬物乱用防止に関する指導参考資料」研修会
石川県 7 月 3 日 382 人・宮崎県 7 月 7 日 134 人・鳥取県 12 月 8 日 110 人
奈良県 2 月 5 日 123 人
⑦「組織的に機能する保健室経営に関する指導講習会」
岩手県 7 月 31 日 61 人・長野県 8 月 31 日 87 人・滋賀県 10 月 6 日 98 人・
福岡県 12 月 9 日 113 人
（４）全国学校保健会啓発事業
〔一般事業〕
① 全国学校保健会運営担当者会議
平成 27 年４月 16 日（木）東京都港区

スタンダード会議室虎ノ門 SQUARE 店

② 全国学校保健会中央大会
平成 27 年 12 月４日（金）愛媛県松山市

ひめぎんホールサブホール

③全国学校保健会会長会議
平成 28 年 3 月 17 日（木）東京都港区
平成 27 年度の事業を中心に報告した。

日本消防会館大会議室

４．その他
（１）文部科学省、日本医師会、日本歯科医師会、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）平成 27 年度全国学校保健・安全研究大会
平成 27 年 12 月３日（木）・４日（金）の開催への協力（愛媛・松山）
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、理事の改選、平成 26 年度事業報告及び決算、平成 28
年度の予算審議を中心に行った。

１．総務企画担当・常務理事会
平成 27 年度 第１回総務企画担当・常務理事会〔平成 27 年５月 14 日（木）〕
◎総務企画担当理事会
第１号議案

名誉会長・顧問及び理事・監事候補の選出（案）について

（１）名誉会長及び顧問について
（２）理事候補（案）について
（３）役職（業務執行理事）（案）について
①会長、副会長、専務理事、常務理事について
（４）監事候補（案）について
第２号議案

評議員の交代について

◎常務理事会
第１号議案

名誉会長・顧問及び理事・監事候補の選出（案）について

（１）名誉会長及び顧問について
（２）理事候補（案）について
（３）役職（業務執行理事）（案）について
①会長、副会長、専務理事、常務理事について
（４）監事候補（案）について
第２号議案

評議員の交代について

第３号議案 平成 26 年度事業報告（案）について
第４号議案 平成 26 年度決算（案）について
第５号議案 平成 27 年度第１回定時評議員会開催（案）について
（報告事項）
（１）今後の審議日程
理事会、評議員会、学校保健関係者の交流会について
（２）平成 27 年度 全国大会等日程について
（３）本会の運営に関する規則等改正について
平成 27 年度 第２回総務企画担当・常務理事会〔平成 27 年 10 月 15 日（木）みなし開催〕

第１号議案

評議員の交代（案）について

第２号議案

理事の交代（案）について
常務理事の選定（案）

第３号議案

公益財団法人日本学校保健会特定準備資金等取扱規則（案）について
（参考資料：学校保健情報提供事業基金規程）

第４号議案

学校保健情報提供事業基金の事業計画について

第５号議案

評議員会及び理事会の開催（書面決議）（案）について

＊第１号議案、第２号議案、第５号議案が承認された。
第３号議案、第４号議案については次回の総務企画担当・常務理事会での議案となった。
（報告事項）
（１）今後の日程について（全国大会･事業報告会・表彰式・理事会・会長会議）
平成 27 年度 第３回総務企画担当・常務理事会〔平成 28 年 3 月 10 日（木）〕
第１号議案 平成 27 年度補正予算（案）について
第２号議案 平成 28 年度事業計画（案）について
第３号議案 平成 28 年度収支予算（案）について
第４号議案

私立学校・国立高等専門学校の加入と拠出金について

第５号議案

日本学校保健会運営事項について
（１）借地料について
（２）規則の制定、諸規程の改正

（報告事項）
（１）平成 27 年度「要望書」について
（２）平成 27 年度全国学校保健会会長会議について
（３）会長及び業務執行理事の職務報告
（４）平成 28 年度拠出金について
（５）平成 28 年度全国及び各地区ブロック大会等の日程について
２．理事会
平成 27 年度 第１回理事会〔平成 27 年５月 28 日（木）〕
第１号議案 平成 26 年度事業報告書（案）について
第２号議案 平成 26 年度決算書（案）について
－監査報告－
第３号議案 平成 27 年度～28 年度役員候補等の選出（案）について
（１）名誉会長及び顧問について
（２）理事候補（案）について
（３）役職（業務執行理事）（案）について
①会長、副会長、専務理事、常務理事について
（４）監事候補（案）について
第４号議案

評議員の交代について

第５号議案 平成 27 年度第１回定時評議員会の開催（案）について
（報告事項）
（１）会長及び業務執行理事の職務の執行状況報告
（２）本会の運営に関する規則等改正について
（３）今後の審議等日程について（評議員会・理事会・学校保健関係者の交流会）
（４）その他
平成 27 年度 第２回理事会〔平成 27 年６月 25 日（木）〕
（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 26 年度事業報告書について
（２）平成 26 年度決算報告書について
（３）その他
①平成 26 年度収入割合
平成 27 年度 第３回理事会〔平成 27 年 11 月 20 日（金）（決議）定款第 36 条 2 項〕
第１号議案

常務理事の選定（案）について

（報告事項）
（１）評議員の交代について
（２）今後の日程について
（全国大会･事業報告会・表彰式・理事会・会長会議）
平成 27 年度 第４回理事会〔平成 28 年 3 月 25 日（金）（決議）定款第 36 条 2 項〕
第１号議案 平成 27年度補正予算について
第２号議案 平成 28年度事業計画について
第３号議案 平成 28年度収支予算について
第４号議案

私立学校・国立高等専門学校の加入と拠出金について

第５号議案

日本学校保健会運営事項について

（１）借地料について
（２）規則の制定、諸規程の改正

（報告事項）
（１）平成 27 年度「要望書」について
（２）会長及び業務執行理事の職務報告
（３）平成 28 年度拠出金について
（４）平成 28 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
平成 27 年度 第１回定時評議員会〔平成 27 年６月 25 日（木）〕
第１号議案 平成 26 年度事業報告書（案）について
第２号議案 平成 26 年度決算報告書（案）について
－

監査報告

－

第３号議案 平成 27 年度～28 年度 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 平成 27 年度～28 年度 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）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 27 年度事業計画
（２）平成 27 年度予算
（３）その他
①平成 26 年度 収入割合
平成 27 年度 第２回評議員会〔平成 27 年 10 月 30 日（金）(決議の省略)定款第 20 条〕
第１号議案

評議員の交代（案）について

第２号議案

理事の交代（案）について

（報告事項）
今後の日程について（全国大会・事業報告会・表彰式・理事会・会長会議）

４．監事会
平成 27 年度 監事会〔平成 27 年５月７日（木）
〕
（１）平成 26 年度事業報告書（案）について（監査）
（２）平成 26 年度決算報告書（案）について（監査）

