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令和２年度 山口県養護教諭会 第１回理事会 

                            

期日： Ｒ２．５．８（金） 

書面決議書 資料㉑ に変更 

１ あいさつ 

 

 （１）会長（小田美恵子会長） 

    令和２年度を迎え、新たな理事の皆様そして会員の皆様とともに、お力添えを頂きながら、

「令和」の言葉に込められた意味にあやかり、本年度も皆様と心を一つにして、本会運営に

取り組んでいけたらと願っております。例年でしたら、健康診断等でご多忙の中、とご挨拶

申し上げるところですが、新型コロナウイルス感染症により、４月 16 日には緊急事態宣言

が全国に発令され、世界的にも未曽有の状況となっております。 

    命と健康を守る観点から、多くの学校において臨時休業となるなど、健康診断の延期をは

じめ、様々な会議等も多くは延期や中止となり、本会においても初めての書面決議を迫られ

る中で、これまでに全く経験のない状況への対応が求められ、役員一同も日々考えをめぐら

せ、知恵を絞っているところです。一方で、会議が開催できないことから、書面決議を検討

する中で、改めて役員や理事の運営内容の見える化を図ったり、ネットやＨＰの活用を検討

したりと、運営の見直しの貴重な機会となっているとも感じているところです。 

    昨年度２月の全養連第 25 回研究協議会において、文部科学省の健康教育・食育課課長の

ご挨拶の中で、「新型肺炎も不安であるがやらねばならないこともあり、正しく恐れるとよ

く言われるが、手洗いや換気等が重要であることから、養護教諭の腕の見せ所であり、正し

い知識を冷静に収集され、対応してほしい」と述べられ、子どもたちの健康のために果たす

養護教諭の職務の重要性から、あらためて身の引き締まる思いがいたしました。 

養護教諭は一人職が多いため、本会や関係者とともに、ますますつながりあい、学びあい、

専門性を活かしながら、正しい情報を得て、情報交換を行うなど、知恵を出し合って、仲間

とともに、また各校においても組織的にこの課題を乗り越えてまいりましょう。 

    さて、全養連の「養護教諭の職務に関する調査」（平成 30 年度）の結果が昨年 10 月に報

告され、その調査結果を少し紹介させて頂きます。 

    ・保健室登校は、学校全体の 32.7％。前回より、4.7％増加。小学校は過去最多に。 

・健康相談は、年間 101件以上の相談にあたっている高校の養護教諭は、10％以上。 

・児童虐待に関わっている養護教諭は、80％に近い。 

・特別な支援を必要とした幼児児童生徒の人数が、21 人以上が、小学校 29.4％、中学校

21.4％、高校 9.0％。 

・アドレナリン自己注射薬の処方数は、幼小中高で 7,268人、使用者数 92人。 

これらの多くの健康課題に対応するため、研修の重要性や複数配置の推進等も求められる

ところであり、本会の目的である養護教諭の資質の向上と学校保健の推進とともに、微力で

はございますが、今年度もしっかりと取り組んでまいりたいと思います。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 （２）山口県教育庁学校安全・体育課（平野幸世教育調整監） 

    皆様方には、平素から児童生徒の保健管理をはじめ、健康の保持増進と学校保健活動の充

実・発展に御尽力をいただいておりますことに、心より感謝申し上げます。 

    年度当初の健康診断につきましては、学校の臨時休業及び新型コロナウイルス感染症の感
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染拡大防止のため、やむを得ず実施を延期されている学校も多いことと拝察いたします。学

校医との連携調整や準備等、いろいろと御配慮をいただきまして、誠にありがとうございま

す。 

子どもたちを取り巻く社会や生活環境の変化に加えて、このたびの学校の臨時休業におい

ては、これまでになく長期に渡る自宅待機の生活が続いている中で、子どもたちの基本的な

生活習慣や食習慣の乱れ、ネット依存やメンタルヘルスに関する問題などが心配されるとこ

ろです。 

改めて、心身の健康が活力の源であり、子どもたちが主体的に健康課題に取り組み、生涯

にわたり自らの心身の健康を適切に管理、改善し、保持増進していく資質や能力を身に付け

ていくことが重要であると感じております。 

そのためには、養護教諭の皆様をはじめ、全教職員の学校保健に関する更なる資質の向上

に努め、学校全体で児童生徒の健康課題解決に向けた取組を組織的・計画的に推進すること

が必要です。 

これまで、学校保健、健康教育の中核を担ってこられた養護教諭の皆様の役割はますます

重要となり、学校と家庭、地域社会と連携を図りながら、積極的な健康づくりが一層推進さ

れますことを願っております。 

最後になりますが、本年度も、皆様のお力が遺憾なく発揮され、新たな健康課題の解決に

向けて県養護教諭会がますます発展されますことを祈念申し上げます。 

 

２ 自己紹介 

    「役員理事名簿」（資料⑱裏面）をご確認ください。 

 

３ 山口県教育庁学校安全・体育課からの指導 

    後日送付予定。 

 

４ 協議内容 

※ 理事の皆様から、５月８日(金)締切で御提出いただきました書面決議の結果、協議内容に

つきまして、全会一致により承認をいただきましたことを御報告いたします。 

 

（１）会則について  資料②③ ＨＰ  ※ＨＰ→ＨＰ掲載を意味しています。 

（２）令和元年度事業報告  資料④ ＨＰ   

（３）令和元年度会計決算報告  資料⑤ ＨＰ  

（４）令和元年度会計監査報告  

（５）令和２年度活動方針・事業計画（案）について  資料⑥ ＨＰ   

   ＊新型コロナウイルス感染症の動向をみて、理事会や研修会等は、開催の検討をします。 

（６）令和２年度会計予算（案）について  資料⑦ ＨＰ  

＊新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、第１回理事会、全養連総会等が中止になり研

究大会事業費の予算を削減しました。郵送等での連絡の機会が増えることが予測されるた

め通信運搬費の増額をしています。また、今年度は中国大会開催予定のための予算を計上

し、刊行物発刊予定なので資料費を増額しております。 

（７）令和２年度会費納入について  資料⑧  

   ＊理事連絡第２号で送付済み。⑧-2のみ添付。  

（８）令和２年度事業内容について 
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①理事会の予定  

    

※理事が欠席の場合は、代理が出席すること。その場合、早めに会長小田へメール連絡   

（oda.mieko@ysn21.jp）又は電話連絡（090-2007-0462）をし、代理の旅費計算書を 

会計太田までメール連絡（oota.yoshiko@ysn21.jp）すること。 

※理事は全員「スポーツ安全保険」に加入（年間１人 800円、代理出席者も加入） 

任期途中に理事の名前の変更がある場合は、速やかに会計太田までお知らせください。 

保険の申請の訂正が必要になります。 

    ※記録係は２名・会場準備係は原則３支部で輪番制とする。記録係と会場準備係が重なっ

た場合は、調整を行う。 

 

②養護教諭研修会   

       ※ 県学校安全・体育課（令和２年５月１１日付事務連絡）より、検討されていた第１回

研修会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止から、開催中止となりましたこと

をお知らせいたします。 

ア 第１回研修会  資料⑲ＨＰ  

          

イ 第２回研修会 中国大会開催年はなし 

 

③中国地区学校保健研究協議大会（予定）  

    〈日 時〉令和２年 ８月２０日（木）  

       〈会 場〉山口市 ホテルニュータナカ・翠山荘 

       〈内 容〉全体会、職域部会「時代の変化に対応した保健室経営の進め方」、課題別 

 

   ④第６８回山口県養護教諭研究協議大会（予定） 

        〈日 時〉令和２年１０月２７日（火） 

        〈会 場〉萩市民館（萩市） 

    〈開催順番〉（県内７地区）＊2020年度は本県で中国大会開催のため、防府地区と萩地区の順番を変更。 

 

 

 期  日 記録係 会場準備係 会場 

第１回 ５月 ８日（金） 中止  

第２回 ８月 ７日（金） 長門・高校岩柳 支部  下関 支部 セミナーパーク 

第３回 ２月１２日（金） 萩・阿武 支部 長門・高校岩柳・高校徳山 支部 調整中 

開催 

年度 

2020年度 

（令和２） 

2021年度 

（令和３） 

2022年度 

（令和４） 

2023年度 

（令和５） 

2024年度 

（令和６） 

2025年度 

（令和７） 

2026年度 

（令和８） 

開催 

地区 
萩 防府 岩国 周南 厚狭 柳井 下関 

関係 

支部 

萩・阿武 

長門 

高校長北 

防府 

山口 

高校山防 

岩国 

高校岩柳 

(岩国市) 

光 

下松 

周南 

高校徳山 

美祢 

宇部 

山陽小野田 

高校宇部 

柳井 

周防大島 

熊毛 

高校岩柳 

(柳井市) 

下関 

高校下関 
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＊従来の会場一覧 

平成２５年度 防府市 防府市公会堂 

平成２６年度 萩市 萩市民館 

平成２７年度 岩国市 パストラルホール（周東町） 

平成２８年度 周南市 新南陽ふれあいセンター 

平成２９年度 山陽小野田市 不二輸送機ホール（山陽小野田文化ホール） 

平成３０年度 柳井市 アクティブやない 

令和元年度 下関市 菊川ふれあい会館 

          

⑤研究調査事業 

ア 研究集録「のぞみ」について  資料⑨ ＨＰ  

            ・原稿の提出：第２回理事会（提出方法は後日、連絡予定）→当日校正 

※引用・参考文献がある場合は所定の様式に記入し原稿と一緒に提出 

            ・校正原稿の返却：８月末→郵送で理事へ返却 

            ・元原稿、修正原稿再提出：９月４日（金）→郵送で担当へ送付 

・書き方について 

イ 支部研究一覧について  資料⑩   

・「のぞみ」に掲載するもの ８月７日（金）までに担当副会長へメール送付・提出 

・データは後日送付予定 

ウ 研究調査活動について  資料⑪  

エ 「養護教諭に関する調査」について  資料⑫ ＨＰ  

       ・資料⑫－１～４を確認し、５月１日（金）～１４日（木）までに必ず入力するこ

と。資料は理事連絡第２号で送付済み。 

※調査委員会 「養護教諭に関する調査」委員（４名） 

小   学   校２名： 大久保千恵（周防小）・森永 彩（清末小） 

中   学   校１名： 中尾紗智子（小野中）  

高校／特別支援学校１名： 山野さゆり（下関西高）  

       ※調査委員会委員長が決定しましたので、御報告いたします。 

        調査委員会委員長 中尾紗智子（小野中） 

 

⑥広報活動  資料⑬⑭ ＨＰ  

ア 山口県養護教諭会ホームページ管理規則について  

           ※編集委員（４名）毎年２名編集委員交代 

イ 令和２年度ＨＰ編集委員会活動計画（案）について  

ウ ホームページ「なつみかん」の原稿募集のお願いについて 

  ※支部会員へ周知すること 

エ パスワードについて 

  ※５月１９日（火）第１回ホームページ編集委員会で変更予定。 

パスワード変更日を５月１９日（火）から６月１日（月）に変更。 

パスワード変更後、理事へ理事緊急連絡網で連絡予定。 

 

５ 令和２年度役員選挙について  資料⑮   資料⑯ ＨＰ  

 資料をご確認ください。 

 （１）選挙のながれ   
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理事連絡３号・・・ 

 

 

７月・・・・・・ 

 

第２回理事会・・・ 

総会・・・・・・ 

選挙管理委員３名を選出（理事から各ブロックごとに１名） 

 →ブロックごとに会長の信任投票 

 →ブロックごとに副会長の選出 

選挙管理委員会にて開票 

 →開票結果に基づき、副会長の内諾を得る 

開票結果を報告し、理事会で承認を得て決定 

新役員（会長・副会長）の報告 

 （２）選挙管理委員会 

    ※選挙管理委員３名  

東       部：石川 由紀 （太華中） 

西       部：原田 恵理子（関西小） 

高校／特別支援学校：長谷川敦子 （華陵高） 

      ※選挙管理委員長が決定しましたので、御報告いたします。 

       選挙管理委員長 石川 由紀（太華中） 

 

６ その他 

 （１）会員名簿について  資料⑰  

     訂正がある場合は、５月２９日（金）までに庶務 松本へメール連絡すること。 

（matsumoto.naoko@ysn21.jp） 

 （２）理事緊急連絡網  資料⑱  

 （３）令和２年度の研修会案内 

・第６７回山口県公衆衛生学会 （開催中止）  

・第４４回山口県学校環境衛生研究大会 （開催中止）  

・第６５回中国地区学校保健研究協議大会 8月 20日(木) 山口市 

・第８４回全国学校歯科保健研究大会 10月 8日(木)・ 9日(金)  福井市 

・令和２年度全国学校保健・安全研究大会 11月 12日(木)・13日(金)   富山市 

・全国養護教諭連絡協議会第２６回研究協議会 2021年 2月 19日（金） 東京都 


