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令和２年度小･中･義務教育･特別支援学校
新任保健主事研修

福岡県体育研究所

保健主事のための実務ハンドブック
⽂部科学省平成２２年３⽉

研修内容

１ 学校保健と保健主事の職務と役割

２ 健康に関する現代的な課題の
解決に向けた組織的推進について

３ 保健主事に求められるマネジメント

保健主事のための実務ハンドブック
⽂部科学省平成２２年３⽉

研修内容

１ 学校保健と保健主事の職務と役割

２ 健康に関する現代的な課題の
解決に向けた組織的推進について

３ 保健主事に求められるマネジメント
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１ 学校保健と保健主事の職務と役割

（１） 学校保健と保健主事について

（２） 保健主事の役割について

学校保健は、「学校における保健教育と保健管理をいう」
⽂部科学省設置法第４条第12号

保健主事が推進

保健教育 児童生徒・教職員の
健康保持・増進

保健管理

心身ともに健康な
国⺠の育成

１（１）学校保健と保健主事について

保健主事は、校⻑の監督を受け小学校における保健に関する事項の管理に当たる
※中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等にもそれぞれ準用

学校教育法施⾏規則第４５条第４項

学
校
保
健

総合的な学習（探究）の時間

特別活動

保健室における個別指導や日常の学校での指導

対⼈管理

対物管理

⼼⾝の管理

生活の管理

学校環境の管理

１（１）学校保健と保健主事について

保健教育

関連教科
（体育科・保健体育科、生活科、理科、家庭科、
技術・家庭科、特別の教科 道徳）

保健管理

組織活動
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学校保健計画（学校保健安全法第5条に基づく）

体育・保健体育、関連
教科、総合的な学習の
時間等
特別活動、個別指導、
日常の学校生活等

教職員の組織、協⼒体制の確⽴、
家庭、地域との連携、学校保健委員会等

健康観察、健康診断、
健康相談等による心身
の管理や生活の管理等

対
人
管
理

対
物
管
理

学校環境の安全・衛生
的管理、学校環境の美
化等

１（１）学校保健と保健主事について

１ 学校再開について
【保健管理等に関すること】
問１ ３つの条件が重なり合いさえしなければよいという理解でよいか。
問２ 手洗いは、どの程度の頻度で行えばよいのか。
問３ 手指のアルコール消毒は必ず行わないといけないのか。
問４ 児童生徒等の健康管理はどのように行うか。
問５ 学校で児童生徒等の発熱を確認した場合には、どうすればよいか。
問６ 感染経路の分からない患者が増えている地域にあり、保護者から学校を休ませたいと相談されたが、

どうしたらよいか。
問７ 児童生徒等や教職員が感染した場合はどうなるのか。
問８ 新型コロナウイルス感染症に感染したかどうかはわからないものの、発熱で学校を休んだ児童生徒

等の再登校のための基準はあるか。【新規】
問９ 換気は、具体的にどのようにすればよいのか（頻度等について）。
問１０ 窓のない部屋ではどうしたらよいか。
問１１ 体育館のような、広く天井の高い部屋でも換気は必要か。
問１２ 消毒は、具体的にどのような範囲で行えばよいか。

新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等
における教育活動の再開等に関するＱ＆Ａ（令和２年５月２１日時点）

１ 学校再開について
【保健管理等に関すること】
問１３ 学校内で共用される用具や備品についてはどのようにしたらよいか。
問１４ どのような場面でマスクをすればよいか。
問１５ 学校においてマスクが足りない場合、国から送付されたものが余る場合にはどのように対処すべきか。
問１６ 手作りマスクを用意できない家庭もあるのではないか。
問１７ 手指用の消毒液が足りない場合、学校においてどのように対処すべきか。
問１８ マスク、消毒液、非接触型体温計等の保健衛生用品の購入に当たって国からの支援はあるのか。
問１９ 海外から帰国した児童生徒が２週間の自宅等での待機を要請された場合、その期間は欠席となるの

か。
問２０ 患者が出た際の文部科学省への報告はどのようにしたらよいのか。
問２１ スクールバスの運行に際してどのような点に留意すべきか。また、スクールバスの運行に当たって国か

らの支援はあるのか。
問２２ 児童生徒等の定期の健康診断はどのように実施すればよいか。
問２３ 教職員の健康診断はどのように実施すればよいか。
問２４ 職員室等における教職員の勤務に際してどのような点に留意すればよいか。

新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等
における教育活動の再開等に関するＱ＆Ａ（令和２年５月２１日時点）
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内容は随時更新されますので、最新情報は⽂部科学省HPでご確認ください。

① 子どもの健康課題の把握

② 学校保健に関する事項の管理

③ 保健主事とマネジメント

１（１）学校保健と保健主事について 保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P４〜７

保健主事が⾏うべきこと

① 子どもの健康課題の把握

・ 生活習慣の乱れや生活習慣病（⾷生活の乱れ・運動不⾜・肥満等）

・ メンタルヘルスに関する課題（いじめ・⾃殺・不登校・保健室登校・児童虐待等）

・ アレルギー疾患（⾷物アレルギー・アナフィラキシー等）

・ 性に関する健康問題（援助交際・出会い系サイト等）

・ 薬物等乱用（飲酒・喫煙・シンナー・覚せい剤、大麻、危険ドラッグ等）

・ 感染症（インフルエンザ・麻しん・風しん等）

・ 学校環境衛生（シックハウス症候群・ダニアレルギー・PM2.5・熱中症等）

現代的な健康課題

１（１）学校保健と保健主事について 保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P４・５

新型コロナウィルス感染症
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子どもを取り巻く健康に関する現代的な課題

自校の子どもたちにとって、
優先される健康課題を把握

１（１）学校保健と保健主事について 保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P４・５

① 子どもの健康課題の把握

学校保健委員会などによる
組織的な情報収集を︕︕

現代的な諸課題に対応して求められる資質・能⼒

とりわけ近年では、情報化社会の進展により、様々な健康情報や
性・薬物等に関する情報の⼊⼿が容易になるなど、子供たちを取り
巻く環境が大きく変化している。このため、子供たちが、健康情報や
性に関する情報を正しく選択して適切に⾏動できるようにするとともに、
薬物乱用防止等を徹底することが課題となっている。

「幼稚園、⼩学校、中学校、⾼等学校及び特別⽀援学校の学習指導要領等の改善及び必要な⽅策等について」
中央教育審議会答申 平成２８年１２⽉２１日より

１（１）学校保健と保健主事について

① 子どもの健康課題の把握

・・・こうした健康・安全・⾷に関する資質・能⼒の具体的な
内容は、別紙４のとおり整理できる。これらを教科等横断的
な視点で育むことができるよう、教科等間相互の連携を図っ
ていくことが重要である。学校保健計画や学校安全計画、
⾷に関する指導の全体計画についても、資質・能⼒に関する
整理を踏まえて、作成・評価・改善し、地域や家庭とも連
携・協働した実施体制を確保していくことが重要である。

現代的な諸課題に対応して求められる資質・能⼒

「幼稚園、⼩学校、中学校、⾼等学校及び特別⽀援学校の学習指導要領等の改善及び必要な⽅策等について」
中央教育審議会答申 平成２８年１２⽉２１日より

１（１）学校保健と保健主事について

① 子どもの健康課題の把握
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学校保健と学校全体の活動との調整
・保健教育・保健管理と円滑な組織活動

学校保健計画の作成と実施
・保健教育・保健管理と組織活動を盛り込み実施

学校保健組織活動の推進
・学校保健委員会・校内組織・家庭や地域との連携

② 学校保健に関する事項の管理
１（１）学校保健と保健主事について 保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P５・６

学校保健活動のマネジメント
・人・設備・用具・経費・情報を計画的に活用

保健主事と組織
・ミドルリーダーとして学校保健活動の調整

保健主事とリーダーシップ
・学校保健活動とそれを支える組織の活性化

１（１）学校保健と保健主事について 保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P６

③ 保健主事とマネジメント

（２）保健主事
① 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あたる職員であり、そ
の果たすべき役割はますます大きくなっている。
このことから、保健主事は充て職であるが、学校における保健に

関する活動の調整にあたる教員として、すべての教職員が学校保健
活動に関⼼を持ち、それぞれの役割を円滑に遂⾏できるように指導・
助言することが期待できる教員の配置を⾏うことやその職務に
必要な資質の向上が求められている。

「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」
平成２０年1⽉17日 中央教育審議会答申

１（２）保健主事の役割について 保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P８
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役割１ 学校保健と学校全体の活動との調整

役割２ 学校保健計画の作成と実施

役割３ 学校保健に関する組織活動の推進

役割４ 学校保健に関する評価の実施

１（２）保健主事の役割について 保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P８〜２２

教育活動の推進に不可⽋な保健管理

学校教育全体で⾏う保健教育

・健康観察・健康相談・健康診断・感染症の予防・救急処置
・学校環境衛生

・関連教科や特別活動の学級活動等など学校教育全体での取組、
組織活動を推進

役割１ 学校保健と学校全体の活動との調整

学校保健に関する組織活動の推進
・校内組織の協⼒体制の確⽴と家庭や地域との連携、学校保健委員会
の活性化

１（２）保健主事の役割について 保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P８〜

１（２）保健主事の役割について 保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P11〜12

役割２ 学校保健計画の作成と実施

学校保健計画

学校の状況・前年度の取り組み状況等保健主事が中心となり
毎年度作成

児童生徒等・職員の健康診断

環境衛生検査

児童生徒等に対する指導に関する事項

必ず盛り込むこと

これらを踏まえて

保護者等の関係者に
周知を︕
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１（２）保健主事の役割について 保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P1２〜13

役割２ 学校保健計画の作成と実施
学校保健計画の内容

健康観察や保健調査、健康相談、健康診断及び事後措置、感染症の予防 等

・体育科・保健体育科、関連教科、道徳の時間、学級・HR活動、学校⾏事等の保健に関する指導
・児童・生徒会活動で予想される保健に関する活動
・個別の保健指導 等

・学校内における組織活動、学校保健に必要な校内研修
・家庭・地域社会との連携、学校保健委員会 等

（ア）保健管理に関する事項

（イ）保健教育に関する事項

（ウ）組織活動に関する事項

１（２）保健主事の役割について 保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P13〜14

役割２ 学校保健計画の作成と実施
学校保健計画作成の手順

① 情報収集・作成方針決定

② 目標・活動内容の設定

③ 各組織との連絡・調整

学校保健計画の決定

【情報の収集】
・学校保健活動の評価記録
・児童生徒の健康に関する情報
・学校環境衛生の状況
・教職員、保護者、地域からの情報 など

年間⾏事計画等との調整を図りながら、
情報の内容、把握の時期、担当者の決
定など、組織的に︕

学校保健年間計画の例（⼩学校）

４

月

１ 学校教育目標
２ 学校保健目標
３ 本年度の重点目標
４ 方針・分担等
５ 年間計画
月 保健目標 学校保健

関連⾏事
保健管理 保健教育 組織活動

４

自分の体の発育
状態や健康状態
について知ろう

・定期健康診断
・大掃除

・保健調査
・健康観察の確認と実施
・健康相談
・健康診断の計画と実施と
事後措置（身体計測、内
科検診、⻭科検診、視⼒
検査、聴⼒検査等）

・手洗い・うがい指導

・家庭「日常着の快適な着
用」（６年）
・生活「がっこうたんけん」
（１年）
・道徳「まさるの花火」
（３年）
・道徳「ひまわり」
（２年）

・組織づくり（職員保健
部、PTA保健部、学校
保健委員会等）
・保健だより等の発⾏
（毎月）

１（２）保健主事の役割について 保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P60〜63
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１（２）保健主事の役割について 保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P13〜14

役割３ 学校保健に関する組織活動の推進

学校保健委員会の開催
・学校保健計画に関する事項
・健康診断の実施及び結果の事後措置に関する事項
・児童生徒等の⼼⾝の健康課題

教職員の協⼒体制の確⽴
・校内体制づくり
・校内研修
・組織活動の活性化
・教職員の意識を⾼める働きかけ

家庭・地域社会との連携
・「学校だより」「保健だより」「学年・学級通信」の
活用による保健活動の啓発

・PTA活動の一環として健康に関する講演会の開催
・地域学校保健委員会の設置

１（２）保健主事の役割について

学校保健委員会は
設置されていますか︖

（はい／いいえ）

【問１】皆さんに質問です。

※回答は、アンケート用紙に記入にしてください。

１（２）保健主事の役割について

学校保健委員会は、
今年度、何回開く予定で
すか︖

（１回／２回以上）

【問２】学校保健委員会を設置されている学校に質問です。

※回答は、アンケート用紙に記入にしてください。
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１（２）保健主事の役割について

学校

家庭 地域

学校保健委員会

保健主事が中⼼となり
企画・運営

・学校における健康の問題を
研究協議

・健康づくりを推進

学校保健計画に
規定すべき事項

１（２）保健主事の役割について 保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P18 

学校保健委員会の組織構成

学校保健委員会
（保健主事が中⼼となり企画・運営）

【議題の具体例】

①学校保健計画に関する事項
・「次年度の計画について」など

②健康診断の実施及び結果の
事後措置に関する事項
・「重点項目の分析、考察」など

③児童生徒等の⼼⾝の健康課題
・「インフルエンザの予防と手洗

い・うがいの励⾏」など

学校と地域の
役割は・・・

実践の手⽴
ては・・・

１（２）保健主事の役割について 保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P19 
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１（２）保健主事の役割について 保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P20

学校保健に関する
評価の観点及び内容

評価の機会と⽅法

評価する際の配慮事項

・学校保健の基本的な捉え⽅
・学校保健計画の作成及び改善
・保健教育
・保健管理
・学校保健に関する組織活動

・児童生徒の日常の生活同について、
教職員が観察により評価する⽅法

・各担当者による記録の収集、分析による⽅法
・教職員等の話合いによる⽅法
・児童生徒・保護者・地域の意⾒収集、分析による⽅法

・成果の評価とプロセスの評価
・学校保健に関する項目の学校評価への位置付け
・計画、実施、点検をもとにした評価

役割４ 学校保健に関する評価の実施

学校教育の目的・目標

Plan
（学校保健計画など）

Action
（フィードバック、修正）

Do
（校務分掌、体制づくり等）

Check
（組織的な評価と情報共有）

保健主事
（リード）

学校保健活動とマネジメント
１（２）保健主事の役割について 保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P26

保健主事のための実務ハンドブック
⽂部科学省平成２２年３⽉

研修内容

１ 学校保健と保健主事の職務と役割

２ 健康に関する現代的な課題の
解決に向けた組織的推進について

３ 保健主事に求められるマネジメント
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学校保健計画（学校保健安全法第5条に基づく）

体育・保健体育、関連
教科、総合的な学習の
時間等
特別活動、個別指導、
日常の学校生活等

教職員の組織、協⼒体制の確⽴、
家庭、地域との連携、学校保健委員会等

健康観察、健康診断、
健康相談等による心身
の管理や生活の管理等

対
人
管
理

対
物
管
理

学校環境の安全・衛生
的管理、学校環境の美
化等

２ 健康に関する現代的な課題の解決に向けた組織的推進について

２ 健康に関する現代的な課題の解決に向けた組織的推進について
保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P41

学校保健計画を作成するための手順と保健主事としての働きかけの例

① 情報収集・作成方針決定

② 目標・活動内容の設定

③ 各組織との連絡・調整

学校保健計画の決定

【保健主事としての働きかけ】

・学校保健安全法等を踏まえ、保健
主事として全体像をとらえ、計画
作成の⽅向性を定める。

・評価記録や申し送りなどから課題
をとらえる。

・保健部（課）で協⼒し、各担当等
関係者との意⾒交換を進める。

・保健部（課）会を開き、集めた情
報から課題を絞り込む。

学校保健計画を作成するための手順と保健主事としての働きかけの例

② 目標・活動内容の設定

③ 各組織との連絡・調整

学校保健計画の決定

【保健主事としての働きかけ】

・校⻑の経営ビジョンと、収集した
情報により明らかになった健康課題
との照合

・保健部（課）で学校保健目標や重点
目標の案を決定

・他の分掌からの情報等をもとに、学
年保健目標や活動事項の設定

・具体的な学校保健活動の確認・調整

① 情報収集・作成方針決定

２ 健康に関する現代的な課題の解決に向けた組織的推進について
保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P41



13

学校保健計画を作成するための手順と保健主事としての働きかけの例

② 目標・活動内容の設定

③ 各組織との連絡・調整

学校保健計画の決定

【保健主事としての働きかけ】

・各学年・関連教科・特別活動担当者
との、指導時期・内容・授業時数等
の確認及び調整

・児童（生徒）会・PTA・地域関係機
関等との調整

・学校保健委員会の開催予定の確認

① 情報収集・作成方針決定

２ 健康に関する現代的な課題の解決に向けた組織的推進について
保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P41

学校保健計画を作成するための手順と保健主事としての働きかけの例

② 目標・活動内容の設定

③ 各組織との連絡・調整

学校保健計画の決定

① 情報収集・作成方針決定

管理職への報告・連絡・相談を︕

管理職からの指導・助言を生かして︕

【保健主事としての働きかけ】

・目標や活動内容の学校の全体計画へ
の位置付け

・他の分掌との調整・確認

２ 健康に関する現代的な課題の解決に向けた組織的推進について
保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P41

学校保健計画を⾒直す手順と保健主事としての働きかけの例

② 評価・改善の実践

次年度への確実な引継ぎ

【保健主事としての働きかけ】

・保健部（課）など関係者に対し、実
態の把握を依頼

・保健部会における問題点の分析と、
課題の明確化

① 計画の実施状況と課題と
なっている原因の把握

２ 健康に関する現代的な課題の解決に向けた組織的推進について
保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P４3
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学校保健計画を⾒直す手順と保健主事としての働きかけの例

② 評価・改善の実践

次年度への確実な引継ぎ

【保健主事としての働きかけ】

・主な活動の評価を実施

・評価結果・改善策の職員への周知

・早急の⾒直しが必要な箇所の改善を
依頼

・先進校の事例を参考に、自分の取り
組みの⾒直し

① 計画の実施状況と課題と
なっている原因の把握

２ 健康に関する現代的な課題の解決に向けた組織的推進について
保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P４3

学校保健計画を⾒直す手順と保健主事としての働きかけの例

② 評価・改善の実践

次年度への確実な引継ぎ

【保健主事としての働きかけ】

・次年度に向けての改善策を記録し
引き継ぎの準備

・改善が必要な事項について、管理職
や学校評価担当者に対し学校評価へ
位置付けるよう働きかけ

① 計画の実施状況と課題と
なっている原因の把握

２ 健康に関する現代的な課題の解決に向けた組織的推進について
保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P４3

学校保健計画を⾒直してみましょう

先進校の事例等を
参考にすることも

効果的︕︕

保健主事１⼈だけ
でなく組織で

次年度への
確実な引継ぎを

２ 健康に関する現代的な課題の解決に向けた組織的推進について
保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P44
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２ 健康に関する現代的な課題の解決に向けた組織的推進について
保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P61〜64

保健主事のための実務ハンドブック
⽂部科学省平成２２年３⽉

研修内容

１ 学校保健と保健主事の職務と役割

２ 健康に関する現代的な課題の
解決に向けた組織的推進について

３ 保健主事に求められるマネジメント

学校保健活動と保健主事のマネジメント
３ 保健主事に求められるマネジメント 保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P23

学校組織
学校保健活動
保健主事

効果的な
組織づくりと
組織運営

効果的な取組や
⾏事などの展開

資源の調査とそ
の有効活用

政策等との
整合性の検討
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視点１ すべての人が等しく学習機会を得て、自己の能力を最
大限に伸ばす （人権としての教育）

視点１ すべての人が等しく学習機会を得て、自己の能力を最
大限に伸ばす （人権としての教育）

視点２ 人権や人権問題について学び、理解を深める
（人権についての教育）

視点２ 人権や人権問題について学び、理解を深める
（人権についての教育）

視点３ 人権が大切にされた環境で学ぶ
（人権を通じての教育）

視点３ 人権が大切にされた環境で学ぶ
（人権を通じての教育）

視点４ 人権が大切にされる社会を目指す
（人権のための教育）

視点４ 人権が大切にされる社会を目指す
（人権のための教育）

【人権教育推進の基本的な視点】
⼈権尊重の視点に⽴った取組の推進に向けて

福岡県人権教育推進プランP.5～P.7

視点３ 人権が大切にされた環境で学ぶ

学習者は、…人権が大切にされた雰囲気や環境のなかで学ぶ
心地よさを経験することによって、人権の大切さを実感するよう
になります。このような「隠れたカリキュラム」（教育する側が教え
ようと意図する、しないに関わらず、学習者がその内容や方法以
外に、場の雰囲気や環境から多くのことを学びとること）が学習
者に大きな影響を与えていることを認識することが重要です。

…個々の児童生徒の大切さを強く自覚し、一人の人間として接
するという教職員の姿勢そのものが、指導の重要な要素となり、
教職員の人権尊重の態度によって、児童生徒に安心感や自信を
生むことにもなります。

視点３ 人権が大切にされた環境で学ぶ

学習者は、…人権が大切にされた雰囲気や環境のなかで学ぶ
心地よさを経験することによって、人権の大切さを実感するよう
になります。このような「隠れたカリキュラム」（教育する側が教え
ようと意図する、しないに関わらず、学習者がその内容や方法以
外に、場の雰囲気や環境から多くのことを学びとること）が学習
者に大きな影響を与えていることを認識することが重要です。

…個々の児童生徒の大切さを強く自覚し、一人の人間として接
するという教職員の姿勢そのものが、指導の重要な要素となり、
教職員の人権尊重の態度によって、児童生徒に安心感や自信を
生むことにもなります。

【人権教育推進の基本的な視点】

福岡県人権教育推進プランP.7

⼈権尊重の視点に⽴った取組の推進に向けて

【性的マイノリティに係る児童生徒に対する対応等】
性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について

（平成27年4月30日 文部科学省通知）
性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について

（平成27年4月30日 文部科学省通知）

性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等
の実施について（教職員向け）周知資料 （平成28年4月1日）
性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等
の実施について（教職員向け）周知資料 （平成28年4月1日）

⼈権尊重の視点に⽴った取組の推進に向けて
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性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等
の実施について（教職員向け）周知資料 （平成28年4月1日）
性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等
の実施について（教職員向け）周知資料 （平成28年4月1日）

性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等
の実施について（教職員向け）周知資料 （平成28年4月1日）
性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等
の実施について（教職員向け）周知資料 （平成28年4月1日）

【新型コロナウィルス感染症の感染者等に対する偏見や差別の防止】

新型コロナウィルス感染症に関する児童生徒等の人権への配慮について
（令和２年4月1３日 各県立学校長宛事務連絡）

新型コロナウィルス感染症に関する児童生徒等の人権への配慮について
（令和２年4月1３日 各県立学校長宛事務連絡）

新型コロナウィルス感染症の感染者等に対する偏見や差別の防止等の
徹底について （令和２年4月1６日 文部科学省通知）

※参考として、以下が示されています。

・学校再開に関するQ&A（子供たち、保護者、一般の方へ）【令和２年４月１５
日時点版】 問１１（文部科学省ホームページ）

・新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特別支
援学校等における教育活動の再開等に関するＱ＆Ａ （４月１５日時点） 問２４
（文部科学省ホームページ）

※各Q&Aはホームページに最新版が掲載されています。

新型コロナウィルス感染症の感染者等に対する偏見や差別の防止等の
徹底について （令和２年4月1６日 文部科学省通知）

※参考として、以下が示されています。

・学校再開に関するQ&A（子供たち、保護者、一般の方へ）【令和２年４月１５
日時点版】 問１１（文部科学省ホームページ）

・新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特別支
援学校等における教育活動の再開等に関するＱ＆Ａ （４月１５日時点） 問２４
（文部科学省ホームページ）

※各Q&Aはホームページに最新版が掲載されています。

学校における教育活動の再開にあたっての児童生徒等の人権への配慮
について
（令和２年５月１９日 県教育委員会通知 ※各県立学校長宛は５月１４日）

学校における教育活動の再開にあたっての児童生徒等の人権への配慮
について
（令和２年５月１９日 県教育委員会通知 ※各県立学校長宛は５月１４日）

⼈権尊の視点に⽴った取組の推進に向けて⼈権尊重の視点に⽴った取組の推進に向けて
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問２５ 感染者、濃厚接触者等に対する偏見や差別について、どのように対応すればよい
か。

○ 感染者、濃厚接触者とその家族、新型コロナウイルス感染症の対策や治療にあたる医
療従事者や社会機能の維持にあたる方とその家族等に対する偏見や差別につながるよ
うな行為は、断じて許されるものではありません。

○ そのため、新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に、発達段階に応じた
指導を行うことなどを通じ、このような偏見や差別が生じないように十分配慮していただ
くようお願いします。

○ また、子供や保護者等が新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめや偏見等に悩
んだ場合の相談窓口として、「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」等を当省ホームページやＳＮＳ
等を通じて周知していますので、適宜活用していただくようお願いします。

○ なお、医療従事者や社会機能の維持にあたる方を家族に持つ児童生徒等を、医学的
な根拠なく自宅待機とするような措置をとることは不適切であり、あってはならないことと
考えています。

新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特別支援
学校等における教育活動の再開等に関するＱ＆Ａ（令和２年５月１３日時点）

学校における教育活動の再開にあたっての児童生徒等の人権への配慮
について （令和２年５月１９日 県教育委員会通知）

＜基本的な考え方＞
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、多方面にわたる社会活動の「自粛」や先
の見えない不安な日々を過ごす中で、感染症についての誤った認識や、感染者やその家
族、医療従事者をはじめ介護や流通など社会基盤を支える様々な仕事に従事している人
（エッセンシャルワーカー）やその家族、外国人等への偏見や誹謗中傷が顕在化し、深刻
な社会問題となっている。一方、長期にわたる休校期間が、児童生徒等の心身、学習状
況、進路への見通し等に大きな影響を与えていると指摘されている。

・このような中、学校における教育活動の再開に際して、①児童生徒等の人権に配慮した
教育活動を進め、安心して学校生活・家庭生活を送ることができる環境づくりに努めるこ
と、②児童生徒等に対して感染症に関する人権問題について正しい理解を促し、誤った
認識や偏見が生じないようにすること、が必要である。

・特に、教職員においては、日頃から児童生徒等の言動等を注意深く見守るとともに、指
導にあたっては、児童生徒等や保護者に不安を抱かせたり、誤った認識をもたせたりする
ことがないように、新型コロナウイルス感染症についての正しい知識や理解を身につける
ことが不可欠である。

＜児童生徒の人権に配慮した教育活動（抜粋）＞
○ 安心して学校生活・家庭生活が送れる環境づくり
・児童生徒等の言葉や表情、態度等から、本人の状況や人間関係に変化がないか注意深
く観察し、的確な児童生徒理解に努める。

○ きめ細かな相談活動
・公的な機関等の相談窓口について周知するとともに、校内の相談体制を整備して、児童
生徒等や保護者の不安や悩みに寄り添った、組織的できめ細かな相談活動に努める。

○ 児童生徒等の不適切な発言等への対応

＜感染症に関する人権問題についての正しい理解（抜粋） ＞
○ 偏見や差別の防止
・児童生徒等の中には、保護者や親族等、身近に、感染者、濃厚接触者、医療関係従事者
や外国からの帰国者等がいることが想定される。教職員の無自覚な言動が、児童生徒
等の間に新たな差別や偏見を生み出すことがあることを認識するとともに、個人情報の
取扱いには、十分な配慮を行う必要があることに留意する。
・指導にあたっては、様々な公的機関等が発表している資料や教材を参考にするなど、不
安や恐れのみが印象として残るような内容とならないように工夫する。

○ 個別の人権課題に関する学習の工夫

【参考１】
・日本赤十字社が作成した教職員向け・児童生徒向け資料（日本赤十字社ホームページ）
【参考２】
・関連する個別人権課題の例及び県教育委員会作成の学習教材等一覧
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○PDCAサイクルを機能させる
○組織と組織を「つなぐ」ためのリーダーシップ

３ 保健主事に求められるマネジメント 保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P47

Plan
（学校⾏事の計画）

Action
（改善策）

Do
（⾏事の実施）

Check
（実施中にうまく
いかなかったこと）

学校⾏事でのマネジメントサイクルの例

各担当者が
その場でメモ

このような仕組みになっているか
計画段階で保健主事が確認

学校保健活動において、⼈と⼈
組織と組織をつなぐ働きかけを

３ 保健主事に求められるマネジメント 保健主事のための実務ハンドブック（⽂部科学省）P26

572020年6⽉9日 参考資料

改訂「生きる⼒」を育む
小学校保健教育の⼿引き

⽂部科学省
平成３１年３⽉

改訂「生きる⼒」を育む
中学校保健教育の⼿引き

⽂部科学省
令和２年３⽉

「生きる⼒」を育む
高等学校保健教育の⼿引き

⽂部科学省
平成２７年３⽉

保健主事のための
実務ハンドブック
⽂部科学省

平成２２年３⽉

参考資料
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「生きる⼒」をはぐくむ学校での
⻭・⼝の健康づくり
⽂部科学省

平成２３年３⽉

喫煙、飲酒、薬物乱用防止
に関する指導参考資料

令和元年度改訂 小学校編
学校保健会
令和２年３⽉

喫煙、飲酒、薬物乱用防止
に関する指導参考資料

高等学校編 学校保健会
平成２４年１⽉

喫煙、飲酒、薬物乱用防止
に関する指導参考資料
中学校編 学校保健会

平成２３年１⽉

参考資料

「⼈々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、
改善することができるようにするプロセス」

ヘルスプロモーション

全ての子供たちが生涯にわたって健康で安全な生活や
健全な⾷生活を送ることができるように・・・

令和２年度小･中･義務教育･特別支援学校
新任保健主事研修

福岡県体育研究所


