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１　はじめに

　学校保健活動を組織的に行うためには，学校保健

委員会を設置し，活動の充実が図れるようにするこ

とが重要である。保健主事は，きちんと学校保健計

画を作成し，学校保健委員会を設置あるいは活性化

に積極的に取り組む必要がある。保健主事は連絡調

整だけでなく，目標や役割の明確化，企画，評価，

積極的な働きかけなどのマネジメントを行う必要が

ある。養護教諭は専門性を生かしコーディネートす

ることが重要である。

　そのためには，保健主事の資質の向上や能力を発

揮できるようにするための管理職の学校運営への配

慮等が必要である。これから，心豊かにたくましく

生きる力をはぐくむ学校経営という視点で，保健主

事のマネジメント能力の育成と組織活動の推進につ

いて話をしていく。

２　学校健康教育の目指すもの

　様々な法の改正，学習指導要領の改訂などがあり，

現在は大きな変化の節目にある。大きく言えば，求

められていることは２つであると考えている。１点

目は，現在の子どもの課題から，子どもの健康・安

全・食育を推進する取組の充実を図ること。２点目

は，教職員の体制づくりと家庭・地域社会との緊密

な連携・協力体制をつくることである。その中で，

必要な学校運営とは何か。保健主事の役割等が問わ

れている。

　「子どもの心身の健康を守り，安全，安心を確保

するために学校全体としての取組を進めるための方

策について」（H20.1.17 答申）が，これからの指針

となる。ポイントを整理してみると，次の５点にな

る。

①　現在，子どもたちには，メンタルヘルス，食習

　慣，安全等の課題がある。

②　健康は個人と社会の生活の質の向上を目指すた

　めの基盤となる重要な資質である。それを獲得す

　るための能力を身に付ける必要がある。

③　ヘルスプロモーションの考え方を重視する。

④　学校・家庭・地域の連携を図る。

⑤　心身の健康・食・安全に関する指導の充実を図

　る。また，子どもだけでなく，保護者にもしっか

　り働きかけていくこと等，世代を超えて働きかけ

　ることが必要である。

３　今後の改善充実の方策

　中央教育審議会答申（H20.1.17）には，学校健

康教育に関する課題，改善すべき内容について盛り

込んでいる。確かな学力を身に付けるためには，基

礎的・基本的な知識・技能の習得，思考力・判断力・

表現力等の育成とともに，豊かな心を育むこと，人

間の生き方・在り方について考えさせること，健康

や体力を身に付けることをバランスよく取り入れた

教育を進めていくことが重要であると捉えている。

　中教審答申の内容は，新しい学習指導要領，学校

保健法の一部改正等につながっており，今後の健康

や安全を考えるときの重要な指針を示している。整

理して，学習しながら進める必要がある。基本的な

考え方は次の６点である。学校で学んだことを，実

際の生活で実践できる力まで育てることを目指して

いる。

①　「生きる力」という理念の共有。

②　基礎的・基本的な知識・技能の習得。

③　思考力・判断力・思考力等の育成。

④　確かな学力を確立するために必要な授業時数の

　確保。

⑤　学習意欲の向上や学習習慣の確立。

⑥　豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充

　実。

　健康教育に関しては，発達段階に考慮すること，

食育を推進すること，安全に関する指導が加わって

いる。健康に関する指導は，学校の教育活動全体を

通じて，適切に，それぞれの特質に応じて行うこと

が重要である。

　また，学校保健安全法の成立と施行によって，保

健管理と安全確保を両輪とした教育活動の円滑な実

施が明記された。

　健康教育は，保健主事，養護教諭だけのものでは

なく，全職員が組織的に機能できるよう，日頃の体

制づくりをしっかりしておく等，学校内の関係組織

が十分機能を発揮していく必要がある。

心豊かにたくましく生きる力をはぐくむ学校経営

～保健主事のマネジメント能力の育成と

組織活動の推進から～

浜松大学　教授　戸田　芳雄
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４　教職員の今日的役割の一例

（１）校長・教頭等

　　学校保健を重視した学校経営を行うことが求め

られる。校長自らが学校保健の重要性を再認識し，

学校経営に関して，リーダーシップを発揮するこ

とにより，学校内（学校保健委員会を含む）や地

域社会における組織体制づくりを進めていくこと

が求められる。

（２）保健主事

　　保健主事は，学校保健と学校全体の活動に関す

る調整や学校保健計画の作成，学校保健に関する

組織活動の推進（学校保健委員会の運営）など学

校保健に関する事項の管理に当たる職員である。

学校保健全体の管理，すなわち，マネジメントを

積極的に行っていく。企画・連絡調整，指導助言

の実施の推進，評価の役割がある。

　　詳しくは，今年度，財団法人日本学校保健会が

発行した「保健主事研修プログラム」及び「みん

なで進める学校での健康つくり～ヘルスプロモー

ションの考え方を生かして～」を参考にしてほし

い。

　　保健主事の新たな使命と責任について，次のよ

うに捉えている。

　・学校保健を通して，学校経営に積極的に参画す

　るという前向きな姿勢が必要であること。

　・ＰＤＣＡサイクル等を重視したマネジメントの

　「リーダー」であり「要」であるという自負を

　もつこと。

　・学校と子どもは，学校保健（学校健康教育）が

　基盤となっていることを理解し，職員全体へ広

　げていくこと。

（３）学級担任や教科担任等 

　　子どもたちと向き合う時間の確保や，日々の健

康観察，保健指導，学校環境衛生の日常的な点検

などを適切に行うことが求められている。

　　保健教育については，とりわけ，学級担任，保

健体育科教諭，養護教諭などが連携して実施して

いくことが求められる。

（４）養護教諭

　　これまでの役割をさらに積極的に果たしてい

くことが重要である。また，子どもの現代的な健

康課題の対応に当たり，学級担任等，学校医，学

校歯科医，学校薬剤師，スクールカウンセラーな

ど学校内における連携，また医療関係者や福祉関

係者など地域の関係機関との連携を推進すること

が必要となっている中，養護教諭はコーディネー

ターの役割を担う必要がある。さらに，現代的な

課題や特別支援教育への充実した取組などが求め

られる。

５　おわりに

　校長や保健主事等が今次の教育改革や法改正など

の趣旨や内容をよく理解し，リーダーシップを発揮

して，学校経営に学校保健，学校健康教育を位置付

ける必要がある。そして，現在の子どもの心身の健

康課題解決のため，全教職員がその役割を果たし，

家庭や地域と連携しながら組織的に実施。評価・改

善していく営みが一層不可欠である。

　第１課題別協議会では，校種・職種の異なる３名

の方々に発表に発表していただいた。その発表内容

及び参加された方々の課題や実践など多様な見方・

考え方を踏まえながら，以下の３点について研究協

議をすすめていく。

（１） 心豊かにたくましく生きる力を育てる学校経

　営の進め方について

（２） 保健主事を核として推進する健康教育の在り

　方について

（３）学校，家庭及び地域社会が連携した学校保健

　委員会の効果的な取組について

心豊かにたくましく生きる力をはぐくむための
特色ある学校経営と組織活動の進め方

鹿児島県教育庁保健体育課　

指導主事　竹下　公博

学校経営における保健活動の実際

～校内連携（校長・保健主事・養護教諭・

学校栄養職員）の重要性～

広島県広島市立伴南小学校　校長　河野　一則
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 【質疑応答】

（１）「地域に開かれる学校」という中味について具

　体的に教えてほしい。

（日本学校薬剤師会）

《回　答》

・１点目は，広島県は「学校へ行こう週間」が

あり，本校では，この期間は，どの時間にどの

授業を参観してもよいこととし，地域に学校を公

開している。２点目は，広島市には学校協力者会

議があり，その会議の中で学校の取組を説明し，

提言をいただいている。３点目は，全学年で地域

の方をゲストティーチャーに招いた授業を実施す

るなど学校教育活動に多くの地域の方々に参加し

てもらい，その都度，意見交換をしている。４点

目は，学校便りや学校配信メールを利用し，積極

的に情報発信等をして，常に，地域の方々に学校

の様子が分かるようにしている。

（発表者　河野）

（２）養護教諭が保健主事を兼務することについて，

　具体的にどのような課題があるのかについて教え

　てほしい。　　　　　　　　　　　（愛媛県教委）

《回　答》

・養護教諭と保健主事の立場はイコールではない。

養護教諭が保健主事の場合は，立場の使い分けが

難しい実態がある。兼務でない場合は，保健主事

といかに連携を密にするか，時と場の確保が大切

である。

（発表者　山野井）

（３）地域学校保健委員会のデメリット，学校現場

　への負担はどうなのか，また，柳井市のブロック

　の分け方について教えてほしい。　（愛媛県教委）

《回　答》

・デメリットとしては，地域での研修テーマが，

学校の課題と違う場合は難しいこともある。負担

については，様々なことをプラス思考でとらえ，

子どもに返していけるように，前向きに取り組ん

でいる。また，ブロックは中学校校区で分けてい

る。　　　　　　　　　　　　（発表者　山本）

（４）高校での中味の活性化に難しさを感じている。

　枠はあるけど活性化していない。柳井市のように，

　そこまでに至った経過がわかれば教えてほしい。

　また，高校において，保健主事と養護教諭で行っ

　ている研修内容について教えてほしい。

（鳥取県　養護教諭）

《回　答》

・市教委が，長年にわたり，協力的で力を入れてい

る。養護教諭との関係も非常によく，データベー

スの共有化も進んでいる。経過については，よく

分からない。　　　　　　　　（発表者　山本）

・高校では，小学校等に比べて意識統一，活性化が

難しい。今回のインフルエンザのようなことがあ

ると職員がまとまっていく面がある。私の知って

いる高校は地域からの要望が多いとは言えない。

会場から何かよい事例はないか。　　

（発表者　山野井）

・私は，学校保健会を立て直すために，学校保健

会長に立候補し，規約を改正し，任期を１年から

２年にした。また，前任者の資料を引き継ぐこと

を実施した。また，小規模校が多いので地域ごと

に学校保健委員会をつくり，その会の運営を各学

校の当番制にした。強制的にやった面もあるが，

学校保健会の組織化と活性化をはかることにつな

がった。　　　　　　　　　（和歌山県　校長）

（５）基本的生活習慣の確立のためには，小中での

　接続した取組が大切であると感じている。小中連

　携について，分担，協力して取組んでいることが

　あれば教えてほしい。　　　　　（新潟県　校長）

《回　答》

・中学校が昨年４月に開校した。小，中学校の校

長が月に一度，話し合いを持ち，学習規律の一

本化，特別支援学級の接続について協議している

が，学校保健については，まだ取組はできていな

い。保幼・小・中と長いスパンで協力していく必

要性は感じている。医師会を中心とした保健委員

会（研究協議会）はある。　　（発表者　河野）

心豊かにたくましく生徒の育成をめざして

～学校，家庭，地域社会が連携した

学校保健委員会の取組について～

山口県柳井市立柳井中学校　養護教諭　山本寿子

保健主事を核として推進する健康教育の
あり方について

千葉県立若松高等学校　教諭　山野井　和敏
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（６）むし歯治療について，担任，部活顧問と連携

　して取り組んでいるということだが，具体的に教

　えてほしい。　　　　　　　　　（沖縄県　校長）

《回　答》

・治療していない子どもの名簿を担任，部活顧問に

渡している。継続的な指導になるように，年２回

の検診と年３回位の治療通告を行っている。

　　　　　　　　　　　　　　　　（発表者　山本）

（７）自然体験の不足の理由と取組について教えて

　ほしい。　　　　　　　　　　　（沖縄県　校長）

《回　答》

・田や畑はなく，自然環境が不足している。学区を

またいで田んぼを借用している。野外活動事業，

民泊農業体験，芋掘り体験，花を植える活動な

ど，少しでも土に触れることのできる取組を行っ

ている。　　　　　　　　　　（発表者　河野）

（８）校長，保健主事，養護教諭，学校栄養職員の

　４者連携における教頭の役割について教えてほし

　い。　　　　　　　　　　　　　（沖縄県　校長）

《回　答》

・教頭は校長の補佐であり，校長の思いを活かし

て，教頭からも職員に指導・助言をしている。４

者といっても教頭なしではできない。影の支えで

はあるが非常に大きな役割を担っている。　

　　　　　　　　　　　　　　　　（発表者　河野）

 

（１） 広島県広島市立伴南小学校の取組について

  　学校保健活動の充実を図るためには，管理職の

意識の問題によるところが大きい。学校は，学力

向上，生徒指導等に大きな関心が集まっているが，

学校が安心して学力向上や部活の指導，体力向上，

生徒指導に取り組めるのは，学校保健が充実して

いるからとも言える。その点を校長は意識して，

また職員に意識させているかが重要である。管理

職は，当たり前のことを当たり前として見過ごさ

ないように確実にポイント，ポイントで，職員に

意識をさせていく。そのことで学校保健活動がき

ちんとなされていくのではないか。

　　また，本実践のように，校長が，保健主事を任

命するときに，保健主事の役割の大切さ，重要さ

を認識させ，組織づくりも含めて，一緒に取り組

んでいく姿勢を示すことが，保健主事の育成の面

からも大切なことである。

（２）千葉県立若松高等学校の取組について

　　健康課題の共通理解，共通実践等について，高

校は小・中学校に比べて難しい面があるようだが，

新型インフルエンザへの対応を機会に，学校全体

で生徒の健康を守る取組へとつなげた事例は大変

参考になる。

　　高校における学校保健委員会の開催について

も，その必要性の理解や生徒参加などの運営の工

夫により，小・中学校にはないユニークな実践も

期待できる。そのために，保健主事として多くの

職員を巻き込みながら企画立案をしてほしい。こ

れからの若松高校の展開に期待したい。

（３） 山口県柳井市立柳井中学校の取組について

　　学校保健委員会が，本当に子どもや保護者，先

生方のニーズに応えているか振り返る必要があ

る。そのためには，学校保健委員会で取り上げる

テーマや内容が重要である。毎回同じようなテー

マや内容を繰り返している実態もある。柳井中学

校の取組は，子どもが考えたテーマを吟味し，テー

マについてしっかり調査した中で開催することに

より，参加した人にとって，新しい情報や発見が

ある会となっている。

　　例えば，現在，新型インフルエンザが流行して

いるが，インフルエンザへの対応等を，学校保健

委員会等で，事前にしっかり話し合っている学校

では，インフルエンザが発生しても学校・家庭・

地域の医療機関等がスムーズに対応しているよう

である。また，学校の抱えている課題について情

報交換し，広い視野から解決を図る場として，地

域の学校保健委員会は今後さらに重要な役割があ

ると考える。

（４）会場からの質問について

　　中央教育審議会答申では，多様化する健康課題

を解決するためには，学校内の組織体制が充実し

ていることが基本となることから，すべての教職

員が共通の認識を持ち，校長のリーダーシップの

下，学校保健計画に基づき，学校内の組織が十分

に機能し，すべての教職員で学校保健を推進する
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ことができるように組織体制の整備を図り，保健

教育と保健管理に取り組むことが必要であると示

された。これを踏まえた特色ある学校経営と組織

活動を推進することが重要である。

　　また，例えば養護教諭が保健主事を兼ねた場合

の配慮については，学校保健活動を，それぞれの

役割を考え，いかに他の職員に分担していくかが

重要である。すべての保健主事にいえることであ

るが，他の職員に説明して理解してもらうより，

自分でやるほうが早い等の理由で，自分で仕事

を抱えていることはないか。職員にそれぞれの役

割をうまく分担し，動かしていくことが，職員全

体の学校保健活動への意識を高めることにもつな

がっていく。それが，組織を動かすマネジメント

である。これからの保健主事は，マネジメント能

力をつけていくことが重要である。
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