平成 28 年度事業報告書
（平成 28 年４月１日～平成 29 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。
本年度は、改訂された『児童生徒等の健康診断マニュアル』の支援事業として成長曲線研修
会を開催した。また、新規事業として国際化、心肺蘇生（ＡＥＤ）支援委員会等を立ち上げる
とともに、100 周年準備会を事業に位置付け３年後に迎える周年行事の準備を開始した。
運営にあたっては、経費節減や賛助会費増額等に努めたが、前年度に比して図書販売や学校
保健用品斡旋の収益や助成金が大きく減少したことから、経常収支は大幅な赤字となった。
今後は、引き続き事業収益の確保に努めるとともに、事業内容を見直して経費節減を徹底した
い。また、将来を見据えて財政基盤の確立に取り組む必要がある。

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）熱中症対策支援

〔継続〕

熱中症予防啓発ポスターを監修、会報「学校保健」318 号に差し込み全国の学校等へ配
付した。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。
（２）医薬品教育啓発（北垣邦彦委員長ほか 1 名）

〔新規〕

教職員や児童生徒等に対して医薬品に関する興味関心を促進するための効果的な情報発
信の在り方を検討した。「医薬品の正しい使い方」をテーマに全国の中高生から写真を
募集し、優秀作品をポスターにして全国の小･中･高等学校に配付した。（応募 31 件）
（３）学校における飲酒防止教育支援（松下幸生委員長ほか８名）
教育関係者と医療関係者等との連携の推進と学校等への情報発信の在り方について検
討するとともに、教職員向けの研修会開催、未成年飲酒防止ポスター配付、飲酒に関す
るウェブアンケート調査（20～24 歳 1,500 名）等を行った。
（４）職域研究大会等への助成

〔終期設定なし〕

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７名）

〔終期設定なし〕

生活習慣病に関するリスクファクター、ライフスタイル、メンタルヘルス、アレルギー
性疾患に関する広範囲な内容の調査を隔年で実施し、翌年に調査結果を報告書にまとめ
ている。平成 28 年度は、調査表を一部改訂して調査を実施した。（18,961 人）

（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）

〔継続〕

子どもの心身の健康状態や課題を経年的に把握するために５年ごとに「保健室利用状況
調査」を実施している。平成 28 年度は、昨年度検討した調査表でプレテストを行なっ
て不備の点を修正の上、10 月に全国調査を実施した。（小・中・高

各 1,300 校）

（健康増進事業）
（１）学校健康づくり啓発（衞藤隆委員長ほか３名）

〔継続〕

健康診断など健康づくりをテーマにしたポスター用絵画を全国の小・中・高等学校等か
ら公募する「学校健康づくり啓発ポスターコンクール」を実施、小学生・中学生・高校
生の各部門の合計 1,429 点の応募作品を委員会で審査し、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付した。
（２）国際化事業委員会（弓倉整委員長ほか６名）

〔新規〕

我が国の学校保健の発展のために培ってきた本会事業の国際的な情報提供の方向性を検
討するとともに、『平成 26 年度児童生徒の健康状態サーベイランス事業報告書』（500
部）とその抄録の英文化、及び本会ホームページの英文ページの作成を行なった。
（３）学校における心肺蘇生（ＡＥＤ）支援委員会（長嶋正實委員長ほか７名）

〔新規〕

学校が医療系専門家と十分な連携を図り、専門的な知見を生かしてＡＥＤの一層の有効
活用を図ることが重要であり、関係の専門医を中心とした委員会を設置して、学校にＡ
ＥＤや心肺蘇生が適切に行なわれるための情報を正しく伝える方策を協議した。29 年度
に学校におけるＡＥＤや心肺蘇生に関する実態を把握するための全国調査を行うことと
して、アンケート調査の方法、時期、質問項目、解析方法等を検討した。
（４）保健学習推進（渡部基委員長ほか９名）

〔継続〕

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推進上の課題を明らかにする
ため平成２７年度に実施した第３回全国調査の調査結果を分析し、報告書を作成して全
国の都道府県･指定都市教育委員会に配付した。
（５）保健教育推進（野津有司委員長ほか８名）

〔継続〕

平成 25 年度に作成した提言等に基づいて、都道府県等の教育委員会の教育課程（保健
体育）担当の指導主事を対象とした「全国保健学習授業推進会議」を東京で開催すると
ともに、「保健教育推進研修会」を埼玉県と青森県において開催した。
（参加者 155 名）
（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）〔継続〕
平成 21 年度に改訂された標記冊子の再改訂に当たり、より学校現場で使いやすいもの
にするため内容の見直しを図りながら改訂版を作成し、全国の小中学校等に配付した。
（７）降灰地域等学校保健事業

〔継続〕

鹿児島市・垂水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た。
（８）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）100 周年事業準備（記念事業）

〔新規〕

100 周年事業準備委員会を２回開催し、式典、祝賀会、記念誌等について検討を行った。
式典は、2020 年 12 月 5 日（土）開催を予定している。
３月３日

宮内庁訪問（会長・副会長・専務理事・事務局長）

（２）会報「学校保健」の発行（弓倉整委員長ほか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、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。（各 116,400 部）
（３）『学校保健の動向』の発行（勝野眞吾委員長ほか５名）

〔終期設定なし〕

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
28 年度版学校保健の動向』を作成、発行した。
（初版 2,500 部）
（４）『学校と家庭で育む子どもの生活習慣（改訂版）』の発行（大関武彦委員長ほか９名）
〔新規〕
平成 28 年３月発行の『児童生徒の健康状態サーベイランス事業報告書』をもとに、現
代の子どもたちの生活実態を踏まえて、のぞましい生活習慣づくりなどをよりわかりや
すく解説した。初版 3,000 部作成
（５）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有償で頒布した。（63 種合計
19,127 部）
（６）学校保健会広報（ＨＰ）
インターネット上で、年度ごとの本会の事業報告や本会の図書販売、学校保健用品販売
などの情報を提供している。平成 28 年度は、学校保健情報委員会･健康診断映像作成部
会（衞藤隆委員長ほか３名）を設置して、『児童生徒等の健康診断マニュアル（平成 27
年度改訂）』に準拠した映像解説版を作成し、ポータルサイトに掲載した。
（７）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。
（空気検査 235 件 2,119 個、
腸内細菌検査（検査 A、B、ノロ）400 件 1,259 セット）
（８）受託事業
出版物等の監修

花王株式会社ほか６件

（９）学校感染症等情報収集システムの在り方検討委員会（弓倉整委員長ほか５名）〔継続〕
委員会を９回開催し、本システムに係る諸課題の解決と今後の運営方針について検討を
重ねた。２月 16 日に全国の自治体担当者に対する説明会を開催した（参加者 166 名）。
〔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〕

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
している。平成 29 年２月 16 日（木）日本医師会館大講堂で開催。参加者 126 名
（２）学校保健情報提供

〔終期設定なし〕

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（衞藤隆委員長ほか５名）

年５開催

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。平成 28 年度はサーバー更新とインフラ整備によ
り利用者の使い勝手が大幅に向上した。H28 アクセス数（549,248）
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 27 名）

〔終期設定なし〕

平成 28 年度は、最優秀賞６校、特別協賛社賞（日本コカ･コーラ）１校を含む優秀校 10
校、優良校 81 校を表彰した。
表彰式：平成 29 年１月 14 日（土）日本医師会館大講堂

参加者約 300 名

（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（10 月６日）55 名
②福島県学校保健会北会津支部（11 月９日）61 名
③長崎県東彼杵郡学校保健会（11 月 27 日）321 名
（３）研修会・講演会の開催

（参加者合計 3,309 名）

①第７回夏季特別セミナー「子どもの健康と睡眠」
東京都新宿区

８月５日（金）366 名

②第 4 回学校における飲酒防止教育支援委員会
東京都港区

〔継続〕

〔継続〕

８月 24 日（水）70 名

〔国庫補助事業〕
（健康増進事業）
③自信を持って取り組める医薬品教育研修会（全国２会場）

〔継続〕

横浜市 11 月４日（金）104 名、宮崎県 12 月 13 日（火）230 名
④喫煙・飲酒・薬物乱用防止研修会（全国 3 会場）

〔継続〕

沖縄県６月 20 日（月）212 名、滋賀県 10 月 20 日（木）199 名
京都市１月 20 日（金）161 名
⑤成長曲線研修会（全国 6 会場）

〔新規〕

長崎県７月 14 日（木）317 名、仙台市８月 23 日（火）414 名
富山県８月 29 日（月）168 名、神奈川県９月 21 日（水）347 名
高知県 11 月８日（火）190 名、兵庫県 12 月６日（火）376 名
⑥保健教育推進研修会（全国 2 会場）

〔補助金新規〕

埼玉県８月１日（月）62 名、青森県 12 月 26 日（月）93 名
（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 28 年４月 21 日（木）東京都港区

日本消防会館大会議室

60 名

②全国学校保健会中央大会
平成 28 年 10 月 28 日（金）北海道

札幌コンベンションセンター

84 名

③全国学校保健会会長会議
平成 29 年３月 16 日（木）東京都港区

日本消防会館大会議室

38 名

平成 28 年度の事業を中心に報告した。
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 28 年度全国学校保健・安全研究大会
平成 28 年 10 月 27 日（木）・28 日（金）の開催への協力（北海道札幌市）857 名
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、平成 27 年度事業報告及び決算、評議員の改選、事務局
規程の改正、平成 29 年度の予算審議を中心に行った。

１．総務企画担当理事会・財務担当理事会・常務理事会
平成 28 年度 第１回総務企画担当・常務理事会〔平成 28 年５月 19 日（木）〕
（審議事項）
第１号議案 平成 27 年度事業報告書（案）について
第２号議案 平成 27 年度決算報告書（案）について
①資産取得資金・特定費用準備資金等について
－

監査報告

－

第３号議案

評議員の改選（案）について

第４号議案

理事の交代（案）について

第５号議案 平成 28 年度第１回定時評議員会の開催（案）について
第６号議案

本会の運営に関する規則等改正について

（報告事項）
（１）会長及び業務執行理事の職務の執行状況
（２）今後の審議等日程について（評議員会・学校保健関係者の交流会）
平成 28 年度

第 1 回財務担当理事会〔平成 28 年７月１日（金）〕

（１）給与規程について
（２）退職金規程について
（３）その他
平成 28 年度 第２回総務企画担当・常務理事会〔平成 28 年 10 月 17 日（月）みなし開催〕
（審議事項）
第１号議案

評議員の交代（案）について

第２号議案

理事及び監事の交代（案）について

第３号議案

評議員会の開催（書面決議）（案）について

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

平成 28 年度 第３回総務企画担当・常務理事会〔平成 29 年３月２日（木）〕
（審議事項）
第１号議案 平成 28 年度補正予算（案）について
第２号議案 平成 29 年度事業計画（案）について
第３号議案 平成 29 年度収支予算（案）について
第４号議案

日本学校保健会運営事項について
（１）諸規程の制定（印章取扱規程）
（２）規則、諸規程の改定（就業規則、給与規程）

（報告事項）

（１）内閣府立入検査結果について
（２）平成 28 年度「要望書」について
（３）平成 28 年度全国学校保健会会長会議について
（４）会長及び業務執行理事の職務報告
（５）平成 29 年度拠出金について
（６）平成 29 年度全国及び各地区ブロック大会等の日程について
（７）100 周年記念事業について
２．理事会
平成 28 年度 第１回理事会〔平成 28 年５月 26 日（木）〕
（審議事項）
第１号議案 平成 27 年度事業報告書（案）について
第２号議案 平成 27 年度決算報告書（案）について
①資産取得資金・特定費用準備資金等について
－

監査報告

－

第３号議案

評議員の改選（案）について

第４号議案

理事の交代（案）について

第５号議案 平成 28 年度第１回定時評議員会の開催（案）について
第６号議案

本会の運営に関する規則等改正について

（報告事項）
（１）会長及び業務執行理事の職務の執行状況
平成 28 年度 第２回理事会〔平成 28 年８月３日（水）〕
（審議事項）
第１号議案

給与規程及び退職金規程の改正（案）について

第２号議案 平成 28 年度追加事業（案）について
第３号議案

事業計画変更に伴う補正予算（案）について

（報告事項）
（１）内閣府立入検査について
平成 28 年度 第３回理事会〔平成 29 年３月 16 日（木）〕
（審議事項）

第１号議案

平成 28 年度補正予算（案）について

第２号議案

平成 29 年度事業計画（案）について

第３号議案

平成 29 年度収支予算（案）について

第４号議案

日本学校保健会運営事項について
（１）諸規程の制定（印章取扱規程）
（２）規則、諸規程の改定（就業規則、給与規程）

（報告事項）
（１）内閣府立入検査結果について
（２）平成 28 年度「要望書」について
（３）平成 28 年度全国学校保健会会長会議について
（４）会長及び業務執行理事の職務報告
（５）平成 29 年度拠出金について
（６）平成 29 年度全国及び各地区ブロック大会等の日程について
（７）100 周年記念事業について
３．評議員会
平成 28 年度 第１回定時評議員会〔平成 28 年６月 16 日（木）〕
（審議事項）
第１号議案 平成 27 年度事業報告書について
第２号議案 平成 27 年度決算報告書について
①資産取得資金・特定費用準備資金等について
－

監査報告

－

第３号議案

評議員の選任について

第４号議案

交代する理事の選任について

（報告事項）
（１）平成 28 年度事業計画
（２）平成 28 年度予算
平成 28 年度 第２回評議員会〔平成 28 年 10 月 31 日（金）（決議の省略）定款第 20 条〕

（提案事項）
第１号議案

評議員の交代について

第２号議案

理事及び監事の交代について

（報告事項）
今後の日程について（全国大会・表彰式・事業報告会・理事会・会長会議）
４．監事会
平成 28 年度 監事会〔平成 28 年５月 12 日（木）〕
（監査事項）
（１）平成 27 年度事業報告書（案）について
（２）平成 27 年度決算報告書（案）について

