平成 29 年度事業報告書
（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 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、健康づく
り推進学校の表彰、研修会・講演会の実施等を通じて、学校保健の振興、普及、啓発を図った。
本年度は、新規事業として、就学時の健康診断マニュアル、生きる力をはぐくむ学校での歯・
口の健康づくり、自信をもって取り組める医薬品教育、エイズ・性感染症に関する指導の手引
き等の各手引書の改訂を進めるとともに、アレルギー講習会など各種研修会を開催した。また、
創立 100 周年を 2 年後に控え、実行委員会を設置して準備を始めている。
運営面では、経費節減に努めるとともに、賛助会費等の外部資金の確保や事業収益の拡充を
図って、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］
熱中症予防啓発ポスターを監修、会報「学校保健」平成 29 年 5 月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）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） ［継続］
教職員向けの研修会の開催、未成年飲酒防止ポスターの作成・配付を行うとともに、昨年
度実施した飲酒に関するアンケート調査（20～24 歳 1500 名）に基づいて高校 3 年生向け
の啓発パンフレット 60,000 部を作成して、希望する高校等に配付している。
（３）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、全国学校歯科保健研究大会、学校環境衛生・薬事衛生研究
協議会、全国養護教諭連絡協議会研究協議会、全国保健主事研究大会へ助成を行った。
（４）保健室・環境衛生検査備品等改善（村松章伊委員長ほか 4 名） ［新規］
毎年、全国学校保健中央大会で要望が出されている課題であることから、新たに委員会を
設置して実態把握や改善方策について検討を進めている。
（５）思春期の学校歯科保健推進（安井利一委員長ほか 3 名） ［新規］
平成 25 年度に発行した思春期の歯科保健調査報告書を踏まえた中高生向けの実践事例集
の作成を進めた。平成 30 年度に市町村教育委員会まで配付する予定。
（６）成長曲線普及推進（村田光範委員長ほか 3 名） ［継続］
国庫補助事業から一般事業に変更し、成長曲線に基づく児童生徒等の健康管理の手引きを
作成するとともに、校務支援ソフトとの連携促進を行った。
（７）保健教育推進（野津有司委員長ほか 7 名） ［一般で継続］
保健教育の指導と評価に関する啓発と指導者育成の方策を検討し、都道府県等の教育委員

会の担当指導主事を対象とした「全国保健教育推進会議」を東京で開催するとともに、
「保
健教育推進研修会」を奈良県において開催した。
（８）思春期皮膚疾患に関する啓発（鬼頭英明委員長ほか 3 名） ［新規］
全国の児童生徒を対象にポスターコンクールを実施して絵画とキャッチコピーを募り、啓
発ポスターを作成し、会報「学校保健」平成 30 年 3 月号に差し込んで全国の学校等へ配付
した。
（９）児童生徒の生活習慣向上啓発（大関武彦委員長ほか 3 名） ［新規］
前年度発行の『学校と家庭で育む子どもの生活習慣』を基にした保護者向けの啓発パンフ
レットの作成を進めた。
〔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、
翌年に調査結果を報告書にまとめている。
平成 29 年度は前年度実施した調査結果を分析して報告書を作成し、都道府県・指定都市教
育委員会に配付した。
（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） ［継続］
子どもの健康課題解決の方策の基礎資料として 5 年ごとに調査を実施している。平成 29
年度は、前年度実施した調査結果を分析し、報告書を作成して、都道府県・指定都市・市
町村教育委員会・全国の学校まで配付した。
（健康増進事業）
（１）学校健康づくり啓発（正木忠明委員長ほか 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 1,448 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（弓倉整委員長ほか 7 名） ［継続］
本会事業の国際的な情報発信として、平成 29 年度は会報「学校保健」の特集記事の英文化
を行い、前年度作成した本会の英語版ホームページに掲載した。
（３）学校における心肺蘇生（ＡＥＤ）支援 （長嶋正實委員長ほか 6 名）［継続］
平成 29 年度は、
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インターネ
ットによる全国調査を実施して、調査結果を分析して調査報告書の作成を進めた。
（４）就学時の健康診断マニュアル改訂（松平隆光委員長ほか 8 名） ［新規］
単年度事業であり、平成 29 年度に就学時の健康診断マニュアルの改訂版を作成して、年
度末に全国の教育委員会・小学校等に配付した。
（５）『「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり』改訂（安井利一委員長ほか 7 名）
［新規］
2 年間の事業として改訂を進めてきたが、高等学校学習指導要領の関係で、1 年延長して平
成 31 年度に改訂版を発行して全国配付することとなった。
（６）『自信をもって取り組める医薬品の教育』改訂（鬼頭英明委員長ほか 8 名）［新規］
2 年間の事業として、平成 30 年度の改訂版発行、全国配付に向けて作成を進めている。

（７）『エイズ・性感染症に関する指導の手引き』改訂（岩本愛吉委員長ほか 7 名） ［新規］
単年度事業であり、平成 29 年度に手引書の改訂版を作成して、年度末に全国の教育委員会
及び中学校・高等学校等に配付した。
（８）
『学校において予防すべき感染症の解説』改訂（岡田賢治委員長ほか 9 名） ［新規］
単年度事業であり、平成 29 年度に解説書の改訂版を作成して、年度末に全国の教育委員
会及び小・中・高等学校等に配付した。
（９）降灰地域等学校保健事業 ［終期設定：事業計画］
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、その維持経費を助成した。
（10）ブロック別研究大会への助成 ［終期設定なし］
四国を除く全国９カ所のブロック別研究大会へ助成を行った。
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
2020 年 12 月 5 日(土)に記念式典・祝賀会の開催を予定するとともに、八十年史を基に新
たに百年史を作成するなどの記念事業を実施する。平成 29 年度は、創立 100 周年記念事業
実行委員会を設置して、平成 30 年 3 月 16 日（金）に第 1 回実行委員会を開催するととも
に、記念誌部会で編纂作業を開始した。
（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・頒布（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 29
年度版学校保健の動向』を作成、発行した。
（初版 2,050 部）
（４）学校保健関係図書等の頒布・出版
学校保健振興事業の成果物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。
（48
種合計 15,562 部） 平成 29 年度は、
アレルギー紙芝居のデジタル版を作成するとともに、
出版支援として学校保健関係書籍を 1 冊発行した。
（５）学校保健会広報（ＨＰ）
インターネット上で、年度ごとの本会の運営組織や事業内容等を広報するとともに、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。
（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、及び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の斡旋･販売を行っている。
（７）受託・委託事業
刊行物等の監修を行っている。
（８）学校等欠席者・感染症情報システム運営（弓倉整委員長ほか 5 名） ［継続］
平成 29 年度からシステムの名称を変更するとともに、運営委員会を 10 回開催し、新規導
入受付、研修会開催、使用規程改訂、システム改修等を行い運営体制の整備を進めている。

〔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して普及啓発を図るため、毎年１回、事業報告会を開催して
いる。事業報告書を作成し、参加者及び都道府県・指定都市学校保健会に配付している。
平成 29 年度：平成 30 年 2 月 15 日（木）
（110 名）
（２）学校保健情報提供（ＰＳ） ［終期設定なし］
①統括委員会（衞藤隆委員長ほか４名）
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 4 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
めサイト運営に関する検討を行い、学校生活に身近な保健の話題を提供するなど学校保
健に関する様々な情報を広く配信した。平成 29 年度は、ポータルサイト紹介パンフレッ
トを作成し、配付している。
（H29 年度訪問数：764,496）
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］
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
度表彰している。平成 29 年度は、応募校 93 校で、最優秀賞 6 校、優秀校（特別協賛社賞
1 校を含む）10 校、優良校 77 校を表彰した。
表彰式：平成 30 年１月 27 日（土）日本医師会館（214 名）
（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
①福島県学校保健会耶麻支部（8 月 21 日）57 名
②福島県学校保健会相馬支部（10 月 5 日）50 名
③福島県学校保健会両沼支部（11 月 9 日）40 名
④長崎県東彼杵郡学校保健会（11 月 26 日）270 名
（３）研修会・講演会の開催（一般事業･補助事業参加者合計 5,671 名）
〔一般事業〕
① 特別セミナー「子供の健康とスマホ依存」
［新規］
東京都千代田区 12 月 14 日（木）241 名
② 特別セミナー「子供の睡眠と健康」
［継続］
東京都新宿区 12 月 26 日（火）323 名
③ 学校における飲酒防止教育支援研修会［継続］
横浜市 12 月 21 日（木）101 名

広島県 11 月 10 日（金）44 名

④ 学校等欠席者・感染症情報システム研修会［新規］
東京都品川区 8 月 18 日（金）55 名

大阪府 8 月 23 日（水）50 名

⑤ 保健教育推進研修会［一般で継続］ 奈良県 12 月 25 日（月）86 名
⑥ 中高生を指導する養護教諭のための研修会（思春期の体と性と心）［新規］
大阪府 8 月 4 日（金）84 名

東京都港区 8 月 7 日（月）71 名

〔国庫補助事業〕
（健康増進事業）
①「自信をもって取り組める医薬品の教育」研修会［継続］
栃木県 7 月 4 日（火）104 名

高知県 10 月 27 日（金）79 名

②「喫煙・飲酒・薬物乱用防止に関する指導参考資料」研修会［継続］
長崎県 6 月 28 日（水）451 名

千葉県 11 月 24 日（金）167 名

群馬県 1 月 31 日（水）104 名
③ 健康診断啓発研修会［継続］内容一部変更
Ａ北海道 10 月 20 日（金）173 名

Ａ鹿児島県 2 月 9 日（金）610 名

Ｂ北九州市 7 月 26 日（水）153 名

Ｂ福井県 8 月 1 日（火）323 名

Ｂ長野県 12 月 12 日（火）241 名

Ｃ鳥取県 8 月 22 日（火）79 名

④ アレルギー講習会［新規］
大阪府 8 月 9 日（水）623 名

埼玉県 8 月 10 日（木）485 名

福岡県 8 月 23 日（水）356 名

和歌山県 9 月 12 日（火）235 名

広島県 12 月 14 日（木）147 名

三重県 2 月 22 日（木）286 名

〔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
平成 29 年４月 20 日（木）東京都港区 日本消防会館 63 名
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
平成 29 年 11 月 17 日（金）三重県総合文化センター 71 名
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
③ 全国学校保健会会長会議
平成 30 年 3 月 15 日（木）東京都港区スタンダード会議室虎ノ門ヒルズ FRONT 店 37 名
本会の事業運営状況や財政状況等を報告して意見交換を行った。
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…平成 29 年 2 月に横倉会長が第 9 期中央教育審議会委員に選
出され、総会や分科会の場で学校保健に関する積極的な要望を行い、第 3 期教育振興基
本計画に反映された。
（２）平成 29 年度全国学校保健・安全研究大会の開催への協力
平成 29 年 11 月 16 日（木）
・17 日（金）三重県総合文化センター（1,343 名）
（３）本会の目的達成に必要な事業（緊急対応課題等）
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、役員の改選、平成 28 年度事業報告及び決算、平成 30
年度の予算審議を中心に行った。

１．総務企画担当理事会・常務理事会
平成 29 年度 第１回総務企画担当理事会・常務理事会〔平成 29 年５月 18 日（木）
〕
（審議事項）
◎総務企画担当理事会 14：00
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

14：20

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 28 年度事業報告書（案）について
第４号議案 平成 28 年度決算報告書（案）について
第５号議案 平成 29 年度第１回定時評議員会開催（案）について
第６号議案 事務局長交代に伴う人事（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）今後の審議日程について
理事会、評議員会、学校保健関係者の交流会について
（３）平成 29 年度全国大会及び各地区ブロック大会等の日程について
平成 29 年度 第２回常務理事会〔平成 30 年３月８日（木）
〕
（審議事項）
第１号議案 平成 29 年度補正予算（案）について
第２号議案 平成 30 年度事業計画（案）について
第３号議案 平成 30 年度収支予算（案）について
（報告事項）
（１）平成 29 年度「要望書」について
（２）平成 29 年度全国学校保健会会長会議について
（３）100 周年記念事業について
（４）会長及び業務執行理事の職務の執行状況報告
（５）平成 30 年度拠出金について
（６）平成 30 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 29 年度 第１回理事会〔平成 29 年６月１日（木）
〕
（審議事項）
第１号議案 平成 28 年度事業報告書（案）について
第２号議案 平成 28 年度決算報告書（案）について
第３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（会長及び業務執行理事）（案）について
①会長、副会長、専務理事について
②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 29 年度第１回定時評議員会開催（案）について
第６号議案 事務局長交代に伴う人事（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）今後の審議等の日程について
評議員会、理事会、学校保健関係者の交流会について
（３）平成 29 年度全国大会及び各地区ブロック大会等の日程について
平成 29 年度 第２回理事会〔平成 29 年６月 22 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交代する評議員の選任について
（審議事項）
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 29 年度事業計画
（２）平成 29 年度収支予算書
（３）平成 29 年度全国大会及び各地区ブロック大会等の日程

平成 29 年度 第３回理事会〔平成 30 年３月 15 日（木）
〕
（審議事項）
第１号議案 平成 29 年度補正予算（案）について
第２号議案 平成 30 年度事業計画（案）について
第３号議案 平成 30 年度収支予算（案）について
（報告事項）
（１）平成 29 年度「要望書」について
（２）平成 29 年度全国学校保健会会長会議について
（３）100 周年記念事業について
（４）会長及び業務執行理事の職務の執行状況報告
（５）平成 30 年度拠出金について
（６）平成 30 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 29 年度 第１回定時評議員会〔平成 29 年６月 22 日（木）
〕
（審議事項）
第１号議案 平成 28 年度事業報告書について
第２号議案 平成 28 年度決算報告書について
第３号議案 平成 29 年度～30 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 29 年度～30 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）職域団体及び学識経験者からの理事候補者
（３）職域団体からの監事候補者
第５号議案

交代する評議員の選任について

（報告事項）
（１）平成 29 年度事業計画
（２）平成 29 年度収支予算書
（３）平成 29 年度全国大会及び各地区ブロック大会等の日程
４．監事会
平成 29 年度 監事会〔平成 29 年５月 11 日（木）
〕
（監査事項）
（１）平成 28 年度事業報告書（案）について
（２）平成 28 年度決算報告書（案）について

