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日々の研鑽を大切に
全国養護教諭連絡協議会
会長

濁川

こず枝

会員の皆様には、日頃から本会に対し深いご理解とご支援・ご協力をいただきあ
りがとうございます。
本会は、平成３年に発足して22年目を迎え、現在約３万人の会員の皆様が所属し
ております。保健主事への登用、兼職発令を受けて保健の授業への参加、複数配置
基準の改善などを実現するために、多くの諸先輩方のご苦労がありました。その礎
をもとに、一人一人の養護教諭が学校・家庭や医療関係者及び地域の関係機関と連
携を推進するコーディネーターとして、学校保健の中核的な役割を発揮することが期待されています。その
ためにも、本会では、養護教諭の資質向上を目指す研修会や研究協議会を計画していきたいと考えていま
す。
また、子どもたちを取り巻く社会環境や生活環境が激しく変化する中、時代、地域、校種により健康課題
が刻々と変化しています。養護教諭の役割も普遍なものだけではなく多岐にわたり、増えていくばかりで
す。養護教諭自身が専門性とは何かを問い、確立し、自信を持って役割を果たせるよう日々研鑽を積んでい
きましょう。
本会は平成25・26年度の新体制をスタートいたしました。会員の皆様に「見える活動」を目指し、ホーム
ページを中心に情報の発信に努力したいと思います。新役員一同全力を尽くしたいと思います。ご支援とご
協力をお願いいたします。

ありがとう
ございました。
堀田会長はじめ、永田副会長、鈴
木副会長、菅沼常務理事、足立常
務理事、田上会計、上田会計の先
生方がご退任されました。これま
で本会の発展にご尽力いただきま
したことに会員一同心から感謝申
し上げます。

平成25・26年度 新役員
よろしくお願いします
会
長／濁川こず枝
副 会 長／長谷川香苗
木嶋 晴代
加藤美智子
常務理事／村井 伸子
池田みすゞ
山﨑 友子
岡本 幹子
会
計／叶
智子
德冨 順子
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全国養護教諭連絡協議会に思うこと
全国養護教諭連絡協議会に思うこと
全国高等学校長協会 会長（東京都立三田高等学校長）

及川

良一

日頃より児童生徒の心身の健康の保持増進、保健に関する様々な指導に尽力さ
れ、その実践をもとに研究を深めその成果を共有し合い、もって学校運営に多大な
る寄与をされておられる皆様に心から敬意を表します。
保健管理や保健指導を基本とする養護教諭の役割は、「確かな学力」「豊かな心」
とともに「生きる力」を構成する「健やかな体」に深く係ります。本年４月に答申
された「第２期教育振興基本計画」では、学校保健、学校給食、食育の充実によ
り、「現代的な健康課題」に対応し、子どもの心身の健康の保持増進を図るとされ
ています。「現代的な健康課題」である感染症やアレルギー疾患、メンタルヘルス
等は、多様化・深刻化しております。また、食生活の乱れによる健康への影響が深刻化し、食に関する指導
の充実が喫緊の課題になっております。養護教諭の役割は益々重要になっていると言えます。養護教諭に求
められるのは、その専門性をいかした健康に関する管理や指導ですが、同時に校内の協力体制やスクールカ
ウンセラーや関係諸機関との連携による組織的な学校保健活動のコーディネーターの役割が期待されていま
す。まさに児童生徒の心身の健康に係る学校運営の要と言えましょう。
保健室にはいろいろな生徒がさまざまな理由で訪れます。悩みを打ち明ける生徒もいるでしょう。また、
担任の先生も生徒の指導に関して相談に訪れることもあると思います。時には保護者から直接相談を受ける
こともありましょう。さまざまな悩みを打ち明けられ、受け止めざるをえない立場の皆様の精神的負担は相
当なものに違いありません。それを受け止め支えられる管理職でありたいと思っております。
このような養護教諭の一人職種の厳しさ故に、皆様にとって貴会の存在意義は大きなものがあると推察い
たします。会員の皆様の心のより所として、貴会が今後とも研鑽を積まれ専門性を高め、学校保健活動の一
層の充実・発展に寄与されますことを祈念いたします。

全国学校保健主事会

会長

南

良和

近年、特に、感染症やアレルギー疾患への対応、複雑化するメンタルヘルス問
題、喫煙・飲酒・薬物乱用防止や性に関する教育の問題などが学校における現代
的な健康課題として、多様化・深刻化してきています。これらの課題は、関係機
関と連携を図り適切に対応することが今まで以上に大切になってきています。こ
のような中で、専門職としての養護教諭は、先の中央教育審議会答申（平成20
年）において、「学校保健活動の推進にあたっては中核的な役割やコーディネー
ターの役割を担う必要がある」とされています。一方、保健主事について同答申
では、「充て職であるが、学校における保健に関する調整にあたる教員として、全
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
が期待できる職員の配置を行う」とあります。また、「保健主事のための実務ハンドブック」
（H22年、文部
科学省作成）においても、従来から言われている「学校保健と学校全体の活動に関する調整」、「学校保健計
画の作成」、「学校保健に関する組織活動の推進」にプラスして、保健主事に対して、ミドルリーダーとして
「マネジメント」の視点からのアプローチが求められています。このように、養護教諭と保健主事は、学校
保健を推進していくうえで言うまでもなく中核であります。しかし、従来から両輪といわれてきた両者です
が、学校においてはなかなか円滑に両者がスクラムを組んで協力できていたとは言い難い面がややあったの
ではないでしょうか（保健主事側の課題が大きかった事は否めません）。冒頭で述べた益々多様化・深刻化
する健康課題への対応について、特にこれからは今までにも増して、養護教諭と保健主事がお互いにそれぞ
れの特徴（良さ）を出し合いながら、それこそ強靱な軸を有する両輪として、子どもたちの健やかな成長の
ために、さらに、手を取り合って歩んで行かねばならないと思います。また、両会の連携も併せて綿密にし
ていきたいと考えますのでよろしくお願いします。
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東日本大震災に学ぶ 〜福島県の現状とこれから〜
福島県相馬郡飯舘村立草野小学校

養護教諭

（震災時福島県教育庁学校生活健康課 指導主事）

１

塩田

咲江

はじめに

東日本大震災から２年半が過ぎようとしています。福島県は、昨年度の平成24年度を復興元年とし、現在
復興に向けての様々な取組が行われています。
しかし、地震や津波の被害に加え、放射性物質の流出による被害もあり、故郷に居住することができなく
なった方や、お子さんへの健康影響の心配から自主避難をしている方など、生活が一変してしまった方々が
多くいらっしゃいます。その後、避難先から帰還された方もいらっしゃいますが、避難地での永住を決意し
た方や、いつ戻れるかわからない不安を抱えながら現在も避難生活を送られている方もいます。
執筆にあたり、福島県内でも地域によって状況が違うため、福島の現状の全てをお伝えすることは難しい
ですが、行政と被災地の学校両方を経験している立場から震災後の取組と現状、これからについてお伝えで
きればと思います。

２

東日本大震災の体験を通して

〜福島県教育委員会での体験と取組〜
（文部科学省教育委員会月報平成25年２月号掲載文一部抜粋）

（１）発生時の対応
平成23年３月11日、午後２時46分。県教育委員会が入る県
庁西庁舎９階は、大きな揺れによりロッカーやテレビ、パソ
コンなどさまざまなものが倒れ、崩れ落ちました。
揺れが収まるのを待ち、一斉に庁舎の外に避難をしまし
た。雪の舞うとても寒い日でしたが、余震におびえながら、
４時間ほど外にいました。その間テレビでは、津波が建物等
を次々と呑み込んでいく姿が映し出され、まさに未曾有の大
震災が発生したことを痛感しました。
学校は大丈夫か、子どもたちは大丈夫か、情報を得ることもできず焦燥感だけが募りました。
さらに、３月12日には東京電力福島第一原子力発電所から放射性物質が漏出する原子力災害が発生
し、事態は一層深刻化しました。
その後、夜間や休日も輪番で避難所や放射線モニタリング調査等の支援を続けていました。４月の学
校再開が近づくにつれ、県民の皆様の放射線に対する不安等は募る一方で、日々数え切れない御意見や
御要望が寄せられました。
学校再開に当たって、県内６地区において学校代表教職員への放射線健康リスク管理アドバイザーに
よる研修会を開催するとともに、校舎・校庭等の利用判断の暫定的な目安を超えた学校の保護者等への
説明会を開催するなど、対応に追われる日々が続きました。さらに学校再開後も、屋外活動や、登下校
時、窓の開閉時、プール使用時の放射線の外部被ばくや内部被ばくなど子どもの健康への影響が懸念さ
れる問題が次々と生じ、本県の従来からの健康課題に加えて、東日本大震災及び原子力災害から子ども
の健康を守ることが喫緊の課題となりました。
そこで、学校、家庭、地域関係機関との連携を深めた組織的な体制の下、体育、食育や安全教育を含
めた健康教育を総合的に推進していくことが必要であると考え、「学校すこやかプラン」をさらに充実
させ、取り組んでいくことにしました。
（２）今できること。すべきこと。
被災した学校や避難所となっている学校に出向くこともままならず、学校の支援に直接当たれないも
どかしさを感じながら、連日、放射線関係の対応等にあたっていました。こうした状況の中で、「教育
委員会として『今できること、すべきこと』は何か、『学校が必要としていること』は何かを考えた結
果東日本大震災を経験した子どもたちの心と体のケアに学校が対応していくためには、教職員の役割を
明確化したうえでの対応指導資料が必要であると考え、当時、パソコンのデータも文書や資料もほとん
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どない中、リーフレットを作成し、県内の各学校に発出するとともにHPにアップしました。
（３）学すこやかプラン
【平成23年度】
①big smile事業
私たちは、東日本大震災を経験し、死と直面したことにより、命やこれからの生き方について考えさ
せられました。また、県内の学校においては、学校が再開しても屋外活動を制限していた学校も多く、
児童生徒が思い切りからだを動かすことが困難な状況もみられました。そこで、産婦人科医による命の
大切さを伝える講座と、小児科医等とスポーツトレーナーによるストレス解消と生活習慣の見直しを考
える講座を専門医等派遣事業として実施しました。
生活習慣の見直しについては、学校の実態によって、栄養技師による食育も加えて総合的に実施しま
した。
○いのちの大切さを伝えて
講師：産婦人科医
対象：県内の中・高校生
○気分すっきり元気もりもり
からだとこころをほぐそう
講師：小児科医、スポーツトレーナー等
対象：県内の小・中学生
②ヘルシースマイル地区別研修会（心のケア）
東日本大震災による子どもたちの心のケアは、本県の喫緊の課題となり、一人一人の実態に応じたき
め細やかな支援のために、県内の養護教諭を対象に研修会を開催しました。
【平成24年度〜】
ヘルシースマイル事業
アンケートの結果や学校保健統計調査結
果等から、福島県では肥満・う歯・近視・こ
ころや性を子どもたちの健康課題と捉え、そ
の解決を図るために、ヘルシースマイル事業
を立ち上げ、取組の一つとして、県教育委員
会と県学校保健会養護教諭部会の連携によ
り、全21支部・ブロックにおいて、健康課題
の解決のために取り組んでいます。

健康課題解決に向けた健康教育の推進

課 題

課 題

Ａ支部

課題解決の
取 組

課 題

Ｂ支部
・県内養護教諭による課題別研究
・地区別研修会（支部・ブロック）

３ 「第36回福島県養護教諭研究大会」から
東日本大震災から１年４ヶ月の平成24年７月、本県の養護教諭が東日本大震災以降はじめて一堂に会した本
研究大会は、特別な意味を持った大会でした。私は当時教育庁指導主事の立場で参加させていただきました
が、現場の養護教諭の先生方の日々のご努力や震災後の献身的なご対応の素晴らしさを改めて痛感するととも
に、行政の立場の自分の至らなさに申し訳ない気持ちで一杯になったことを思い出します。
〈東日本大震災体験報告〉「学校が消えた！！その時 養護教諭として‥‥」の相双地区の双葉郡の被災中学校
の養護教諭の報告では、被災の状況や郡内の養護教諭の現実、養護教諭として進めてきたことと出来なかっ
たことについて当時の様子を赤裸々に報告されました。報告の途中からは会場のいたるところで涙する姿が
見られました。自分も含めてその涙はおそらく、報告された先生の内容とともにこれまでの自分の状況を重
ねながらのものなのではなかったでしょうか。（福島県を心配されて参加してくださった他県の養護教諭も
おいでになり感激しました。）
〈講演〉をいただいた元夜間中学校教師の松崎運之助先生から私たちに向けられたお言葉にこれから前向きに
進む勇気をいただきました。
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みなさんが日々保健室で実践されていることは、すぐに答えは出ない。でも、みなさんが注いでくだ
さっている温かいまなざしや熱い思いは、必ず子どもたちの歩いて行く道筋で力になります。
（中略）
今日、ここでみなさんとお会いできたことは、僕にとって本当に喜びです。みなさんは相変わらず震災
の後でも学校や地域や家庭で灯台の役割を果たされています。灯台というのは周りを照らし自分の足下を
照らしません。みなさん自身の命のことをぜひ考えてください。みなさんのところに来る子どもたちもギ
リギリの状態と思います。でも支えるみなさんがギリギリだったらどうしようもないのです。ご自身の健
康を守ることも大事な責務だと思ってください。みなさんがどれだけ疲れているか大変か想像できます。
今日の話で、何かみなさんが元気になる材料があればいいなと心から思います。僕の話を最後までまっ
すぐに聞いてくださるみなさんの気持ちの優しさ…
今日は、素敵な自分を誉め称えて帰ってください。ご清聴ありがとうございました。

４

本校の現状と県内の現状

【本校】
飯舘村は、内陸部にあるため津波の被害もなく、風景も今まで
と全く変わりませんが、原子力災害により周囲の地域より高い放
射線量が計測されたため国の計画的避難区域の指定となり、全村
避難を余儀なくされ、県北域内の仮設住宅等での避難生活となり
ました。
平成23年４月21日、草野小学校、飯樋小学校、臼石小学校の３
つの小学校は川俣町内の中学校に間借りをして学校を再開しまし
た。１つの教室に３校の児童、職員室には３校の管理職と職員、保健室も３人の養護教諭が執務してい
ました。
再開はしたものの、放射線被ばくを考慮し、平成23年度１学期は屋外活動を行いませんでした。
平成24年度からは、現在の川俣町の仮設校舎に移転し、３校合同の学校生活が始まるとともに屋外で
の教育活動の制限もなくなりました。子どもたちは毎朝、川俣町や福島市などの各地から10台のバスで
通学（片道１時間〜１時間30分）しています。三世代同居家族の分断による家庭環境の変化、いつ帰村
できるのか見通しが明確でない現状、保護者の雇用問題など解決しなくてはならない課題は数多くあり
ます。
〈本校の健康課題〉
①家庭環境や学校生活の変化、将来の不安等に対する心のケア
②生活様式の変化による健康課題（基本的生活習慣の確立・肥満・視力低下・う歯・姿勢等）
③放射線教育の効果的な実施（発達段階に応じた授業実践等）
心のケアについては平成23年10月に６日間、４名の臨床心理士による集中的な支援がありました。そ
の後平成24年１月からは福島県教育委員会と京都府教育委員会から緊急スクールカウンセラーを派遣い
ただいています。（現在、毎週月曜日と木曜日に東京から１名ずつ、京都からは１週間ごとの交替で毎
日おいでいただいています。）
子どもたちは川俣中学校での３校一緒の学校生活→川俣町内での仮設校舎への移転（草野・臼石小学
校校舎と飯樋小学校校舎の２棟）→校舎内の移動（草野・臼石・飯樋小１、３、５年南校舎と２、４、
６年生の北校舎）と３度の変化を体験し、仮設校舎での生活は現在も継続していることから臨床心理士
の先生方々と連携を図りながら子どもたちと向き合っていきたいと思います。
また、教職員も、自らが被災し避難地からの勤務の方やご家族が他県に避難されていて離れて生活さ
れている方など、今なお大変な状況の中勤務されている方もいらっしゃいます。微力ではありますが、
子ども達だけでなく先生方への配慮や心のケアにも努めていきたいと考えています。

平成25年9月30日

全国養護教諭連絡協議会

第67号 （7）

【県内】
福島県から県外への避難状況は平成25年４月（復興庁データ）現在で55,610人となっています。
〈被災後の状況〉東日本大震災記録集「絆」より（福島県学校保健会養護教諭部会）
○学校の状況
・自校が避難所として学校を開放した（284校〈32.2％〉）
・原発事故対策のために、他の学校や施設に移転をして教育活動を行っていた学校（57校）
○養護教諭の状況
・津波と原発事故の被害を多く受けた浜通りと地震被害と原発事故直後から浜通りの多くの被災者を
多く受け入れた中通りは、大震災翌日から４月上旬まで全児童生徒が自宅待機となり教育活動は停
止、一方比較的被害の少なかった会津地方はほぼ平常通りの教育活動を行うなど、震災後は地域に
よって教育活動にも大きな違いがみられ養護教諭の執務状況も多様性を求められました。直接避難
所支援にあたった養護教諭、自らが被災し避難しながらの兼務辞令、サテライト方式による勤務地
の移動等様々な状況下での執務となり、現在も続いている状況です。

５

おわりに

平成25年６月25日、実父を亡くしました。平成21年に大腸がんの手術を受けましたが、震災により南相馬市の
医療機関で治療を受けることが難しく転々とし、最終避難地として選んだ札幌の病院で全身への転移を告げら
れ治療していましたが、昨年度から南相馬の実家に戻っておりました。
人は生まれ、生き、いつか死を迎えます。準備をしてその時を迎える人もいれば、この度の震災や不慮の事故の
ように、突然死を迎える人もいます。
私たちは、この震災を経て、死と直面しました。そして自分はこれからどう生きればよいのかを誰もが考えた
ことと思います。
命の大切さを問うときに、必ず命をいただいたとき（命の誕生）とその命が終わるとき（命のゴール）、生と死
を考えなければいけません。だからこそ今が大切であり、どうすれば心も体も健康で、生きいきと幸せな日々を
送ることができるのかを、未来の福島を支えていく子どもたちに伝えていかなければならないと思います。
津波で流され何もなくなった沿岸部にも草や花が生えてきました。私たちは家族や仲間、生活や心など震災に
より失ったものがたくさんあります。でも時は流れ少しずつ前に進んでいます。子どもたちそれぞれが置かれた
ところできちんと根付いて咲くことができ、心身ともに落ち着いて生活できるよう養護教諭として今出来るこ
と、すべきことを常に考え子どもたちに寄り添い、最善を尽くしていきたいと思います。
最後に、震災により福島県の子どもたちが全国各地の学校に受け入れていただき、ご支援いただいております
ことに心から感謝いたします。

平成24年度 養護教諭の職務に関する調査
会員の20％を対象に、アンケート調査を行った結果です。
「平成24年度養護教諭の職務に関する調査」にご協力いただきありがとうございました。毎年発行
されているこの報告書が、会員の皆様や各地区の研究会おいて、職務上の課題の解決に少しでも役立
つことができましたら幸いです。10月末にお届けしますので、ご意見・ご感想をお寄せください。
またホームページにも同時にアップされる予定です。ぜひそちらもご覧ください。

調査研究委員紹介
長沢 裕美
岡井美登里
関口紀久野
間柴 絵理
竹内 理恵

山形県山形市立第十中学校
三重県立緑ヶ丘特別支援学校
群馬県大泉町立南小学校
滋賀県守山市立守山小学校
徳島県徳島市千松小学校

