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全日本教職員組合 
養護教員部ニュース 

 

２０１２年９月 

№１０４ 

発行：情宣部 

 

保健室からの発信２０１２ 
 

 夏の全国学習交流集会 in 埼玉 報告 
  

７月28日（土）～30日（月）の３日間、全国から213 人が集い、

「保健室からの発信 2012夏の全国学習交流集会in埼玉」を開

催しました。おりしも、ロンドンオリンピックが開幕し、メダルを期

待される選手たちの活躍に日本中が沸き立つ中での集会でし

た。 

記念講演で、竹信三恵子さん（和光大学現代社会学科教授）

は、「震災・女性の貧困・子どもの貧困」と題し、日本の貧困問

題の根底にある女性の貧困についてデータを示して説明され

ました。福祉（家族の介護・看護など）が家庭、特に女性に押し付けられ、女性が働き続けることが阻害され

ている日本の状況に目を向け考えて欲しいと語りました。また「非正規化とその裏側にある正社員の長時間

労働化という二極化がすすみ、過労死が続発している」とも指摘しました。震災復興をはじめとするさまざま

な課題に対して、女性の参画によって女性のニーズを反映するという視点は、今後の私たちのとりくみの中

でも大切にしていく必要があります。 

夕食交流会では、アコーディオンとボーカルに癒されつつ交流を深めました。自主講座のヨガは「からだ

も心もスッキリ！リフレッシュ！」と大好評でした。また、速報『ねぎらい』には参加者の声や分科会討論の様

子が満載でした。 

分科会では、子どもの心とからだの実態から出発した保健室実践、子どもが主体者となる健康教育、保

健室からの共同の学校づくり、情勢と仲間づくりについて、レポーターの実践報告が活発な討論によって深

められ、学び合うことができました。参加者も学校の子どもたちの笑顔を思い浮かべながら、子どもたちとの

関わりを語りました。養護教諭の仕事は、目の前の子どもたちの成長と発達を願い、多くの人と手をつない

で支援することだと改めて感じました。 

全国から参加されたみなさん、現地実行委員のみなさん、たいへんお世話になりまし

た。仲間の存在と連帯を実感し、明日からの実践につながる学びの集会となりました。

（稲毛倫世） 
 

保健室からの発信２０１３ 夏の全国学習交流集会 

２０１３年は北海道でお会いしましょう！ 
 

日時  ２０１３年８月３日（土）～８月５日（月） 

場所  北海道札幌市 
 みんなできてね♪ 
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第一分科会  情勢と仲間づくり 
１ 東日本大震災より仲間(組合)のネットワークと支援を考える    宮城高教組 山本朋子さん  

２ 東大和市で始まった労働安全衛生委員会のこれまでとこれから   都教組  蔵本まりこさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本レポート 

東日本大震災直後、ライフラインが止まり、

甚大な被害の状況を翌朝の河北新報で初めて

知りました。５月にある新聞記者から「被災地の

取り残された人たち、子どもたちの思いや格差

は学校の保健室が受け皿になっていくと思う」

と言われたことを受け止め、実態の把握のため

に、被災した学校の養護教諭や被災した生徒

を受け入れた学校の養護教諭にアンケートを

実施しました。そこから要求をまとめ、対県交渉

を行い、文部科学省の交渉には被災地の声を

要望として届けました。また学習交流会や教研

活動を通して「徹底して子どもに寄り添い支援し

ていく」という事を学び合ったという報告でした。 

討論では、避難所としての保健室の役割、養

護教諭に求められたものは何かを深めること

ができました。 

学校が避難所となった非常事態の時には、

安心安全の拠点として、住民や子どもたちの命

を守るために、他の職種の人たちや避難してき

た住民と助け合って連携していくことが大切だ

と確認できました。また、養護教諭の仲間の励

ましや連携が勇気を与えてくれたことを知ること

ができました。 

蔵本レポート 

東大和市の各職場から、トイレの悪臭、雤漏

りの問題など切実な要求が上がってきていまし

たが、予算が厳しい中で、改善されない状況で

した。「労働安全衛生法が整えば」という思いか

ら、組合で労安法について学び、年８回の市教

委交渉では、労安法について必ず取り上げて

いきました。その結果、2009年「職員が 50人以

上の中学校」に衛生委員会が作られ、産業医も

配置され、残りの 14 校についても、まとめて一

つの事業所として労働安全委員会が設置され

産業医も配置されました。このような中、2010年

には市教委が長時間労働について面接指導実

施要項を作成したり、大腸がん検診、かく痰検

診の項目が加わったりして、労安法と組合の運

動により前進しているという報告でした。 

 討論では、各地区の労安体制、職場の衛生委

員会がどのように行われているか、教職員の長

時間労働の実態や健康実態、職場の管理強化

が進められている様子について意見が出され

ました。職場の危機を敏感に察知できるよう「カ

ナリアの声」という投書箱の取り組みをしている

などの具体的な報告もありました。法的に義務

付けられている中で労使が同等な立場で話し

合える労安体制の大切さと、押し進められてい

る管理強化など教育施策に対して労働組合の

果たす役割についても確認できました。 

山本さんのレポートを聞いて、宮城で震災直後

に人事異動が行われ、しかも兼務発令されたとい

うのに驚きました。報道では絆ばかりがクローズ

アップされている感があります。こんな事態だか

ら・・・何でもありではなく、原則をはっきりさせるこ

とが大切という共同研究者のまとめに大きくうな

ずきました。 

今回の分科会は、子どもにとっても教職員にとっ

ても安心安全な学校・教職員が働きやすい学校づく

り、というとても大切なそれでいて基本の学習をする

ことができ、よかったです。物言わぬ職場になりつ

つありますが、何でも話せるよう帰ってからも考えて

いきたいです。 
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第２分科会  健康と生活の主体者を育てる健康教育 
１ 「体重測定前の保健指導」                   京教組 内田 智恵さん  

２ 「教育としての健康診断を求めて～『健康の記録』を中心にした取組み試行錯誤～」 

          大教組 斎藤早百合さん  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者の感想から 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斎藤レポート 

 ｢校医は健康診断の良きパートナー｣と話すレポーター。子どもの健康保障のための健康診断、

子どもを主体にした健康診断「教育としての健康診断」を追究してとりくんできました.また、健康診

断は憲法 25 条の具体化であり、権利としての健康診断であるとして、年度当初の実施要項に明

記し、保健だよりを活用した保健指導を重視してきました。健康診断で見えてくる集団の健康実態

と社会的視点（アレルギーの増加と環境問題等を関連づけ）を取り入れた健康問題を、担任によ

る学級指導の教材として作成するなど、レポーターの熱い情熱が伝わる報告でした。 

内田レポート 

担任より体重測定の時に「保健指導を実施してほしい」と声をかけられ、保健指導を始めまし

た。限られた時間の中でも児童の実態を大切にした保健指導にしたいと考え、子どもたちの「これ

はどうなっているのかな？」「不思議、知りたい。自分たちもやってみたい。」という声を生かしてと

りくんだ実践報告です。手作り教材を使い指導した内容も、指導後の子どもから「脳ってこんなに

軽いの？」と聞かれて「実際とは違うのかなあ」と思い直し、子どもがわかる教材につくり変える工

夫を重ねています。 

地域の仲間との話し合いやつながり、先輩からのアドバイスを原動力にして、指導内容の検討

や教材作りを行っています。 

子どものことをよく考えた分かりやすい手作り教

材を使った保健指導を聞き、あらためて子どもの

実態をふまえた指導の大切さを感じました。ま

た、指導をどうするかを学べる養護教諭の仲間

の会がたくさんあるとのことで、今後の活動の参

考になりました。 

来年度から健康診断の変更が計画さ

れている中、健康診断の歴史的な話を

聞くことができました。 

健康診断否定論、ハダカ＝プライバシ

ー侵害論、男女別名簿差別論、国の簡

略健康診断の動きなど初めて聞くこと

ばかりでした。 

「校医の先生を味方にする」私も尐しで

も近づけたらいいと思いました。 



4 

 

第３分科会 特別な教育的ニーズのある子どもたちの健康・発達保障 
１「保健室の存在意義を問い続けて～子どもたちのエネルギーを受け止め続けたベッド～」 

                                     華子（仮名）さん 

２「様々なニーズを持つ子どもたちを学校全体で支援するために」    岐阜教組 吉村敦子さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加者の感想から  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 開かれた保健室を目指しながらも、頻繁に来室し自由奔放にふるまう子どもたちの対応に苦慮し、保

健室の存在意義を問い続けた２年間の実践です。児童養護施設から通う男子数名はチャイムが鳴って

も教室に戻らないなど問題行動があり、見かねた校長等から朝の保健室閉鎖と保健室利用カード導入

が提案され、自分が目指す保健室とはかけ離れてしまいました。その後、粘り強い指導や担任、教頭の

協力もあり、相変わらず毎日やってくるものの、ある程度ルールを守れるようになってきました。子ども

たちをきちんと受け止められたのか答えは出せませんでしたが、居場所の一つにはなれたのではない

か、と感じているレポーター。保健室に何を求めているのか、子どもたちの課題は何か、的確にニーズ

をとらえることが大切である、と話されました。 

「保健室とは？」「子どもに寄り添うとは？」という私たち養護教諭の原点について深く考えさせられた

報告でした。 

さまざまな問題を抱え苦戦している生徒たちの実態から、包括的に全職員で支援するシステムが必要

と考え、養護教諭が主体的に参画できる支援体制づくりにとりくんだ報告です。日々の会話や研修会、資

料提供などで職員に働きかけ、生徒を多方面から支援するシステムをスタートさせました。２年目には

「個別支援会議」が設立され、「生徒指導・教育相談・発達障がい（傾向）・低学力・家庭支援」の「５領域」

の視点から、要支援生徒の背景や要因を明らかにして指導や支援を検討し、学校生活すべての場面に

おいて皆で見届け、指導支援できるようにしています。難しいケースでも組織で支えてもらえ、安心して

対応できるようになり、「学級適応支援教室」の新設や養護教諭助手の配置につながりました。養護教諭

は連携を進める潤滑油のような存在ではないかと提起され、学校ぐるみで組織的に支援にとりくむ必要

性が確認されました。 

 

「子どもは自分の人生のどこかで仕切り直しを

したい。ハチャメチャになる自分を誰かに受け止

めてもらいながら教室でピシッとする。そうやっ

て自分を立て直していく」共同研究者の言葉が心

に残った。２本のレポートは各々心に響き、一人

で頑張ることも組織を立ち上げていくこともど

ちらも必要だと改めて思った。 

 

日々の子どもたちへの対応で理

解できないこと、悩むことが多く

あるが、子どもの背景に心を向け

ながら、学校全体としてとりくむ

ために、養護教諭として一人で頑

張るのではなく、粘り強くアプロ

ーチしていけるようになりたい。 
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第４分科会   保健室から共同の学校づくりへ 
１「みんなですすめる学校保健委員会」             埼 教 組  浅見 博美さん 

２「保健室からの情報発信～子どもの実態調査報告とその後～」  北海道高  本間 康子さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者の感想から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅見レポート 

全校児童 43 名の小規模校の特徴を生かしたとりく

みの報告です。 

学校保健委員会は養護教諭（保健主事）と PTA 学

年委員が中心となって１年に２回開催しています。児

童の実態に応じて毎年テーマを掲げ、「親子のコミュニ

ケーションを増やそう」というテーマでは、お手伝い、一

緒に運動、肩もみや食事中の会話などを大切にする

「コミュニケーション大作戦」、テレビやゲーム、就寝時

間を意識させるための「チャレンジカード」を実施しまし

た。また「子どもたちの携帯電話利用について考えて

みよう」というテーマでは、ケータイ安全教室の DVDを

もとに話し合い、「子どものからだを知ろう」というテー

マでは「親子からだチェック」と「コーデイネーショントレ

ーニング」を実施しました。23 年度は「食生活について

考えよう」をテーマにカムカムレシピを配布したり、親

子で朝食の調理実習をしたりしました。子どものからだ

や生活の問題に対して、年々保護者の意識が高まり、

保護者が自発的にとりくむ経過も報告されました。分

科会では子どもの生活や、孤立した保護者への呼び

かけ、学校保健委員会の持ち方が活発に討論されま

した。子どもたち一人ひとりにとっての養護教諭であり

たいという小規模校ならではの心暖まるレポートでし

た。 

本間レポート 

 「子どもの状況が見えないね」というつぶやき

から始まった「子ども実態調査」の結果を養護

教諭以外の人にも知ってもらおうと、2010 年度

全道合研の９つの分科会で同時報告をし、そし

て、2011年度には「教育のつどい in千葉」で報

告をしました。 

「生きづらさ」は身体の不調になって現れや

すく、その訴えを受けとめる保健室は生徒たち

にとって最後の防波堤です。サヤカへの支援

は学校を退学した今も続いています。しかし、

社会の助けが必要な子どもにとっては、出会い

の幸運ではなく、常に適時適切な関わりが得ら

れる環境が大切です。サヤカのような既存の制

度からこぼれ落ちて個で対応せざるを得なくな

ってしまう事例を公の場で討論することが必要

であると報告されました。子どもたちの置かれ

ている過酷な状況を様々なデータで告発し、さ

らにその子の傷ついた心や表現、立ち直りの

経過をていねいに記録し、その情報を大人たち

が共有することで必要なものが見えてきます。

保健室でのかかわりを職員室の話題にし、さら

に地域づくりへと発展させるとりくみが必要であ

ることが確認されました。保健室から発信され

た子どもの実態と養護教諭の支援が心に響くレ

ポートでした。 

学校保健委員会には

少し腰が引けていた所

があったのですが、これ

からはもっと積極的に

やっていかなければと

思いました。サヤカさん

のような児童との関わ

りを深く考えさせられ

ました。 

 討論の中で子どもの自

己肯定感の低さが話題に

なり、養護教諭としてはか

らだを通してからだの素

晴らしさを伝え、自己肯定

感を持たせるという意見

が出ました。 

それだ！それなら私にも

できる！と思いました。 

 養護教諭の存在の真髄をつい

たするどい意見がとびかい、改

めて今の自分の仕事への姿勢を

反省させられました。子どもは

いずれ社会を支えてくれる宝。

その子どもたちの問題にいち早

く気づくことができる養護教諭

はまさに社会のキーマンではな

いかと再認識しました。 
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第５分科会 「障害のある子どもたちの健康・発達保障」 
 １ 「地域への発信として取り組む学生実習 ～専門学校と連携した歯みがき学習３年目の検証～」                               

京教組  森本 久美子さん 

 ２ 「みんなで支えるいのち輝く子どもたちの健康と安全な学校生活のために」      

                                                    佐賀高教組  川﨑 芽求美さん 

 森本レポート 

 ３年前から京都歯科医療技術専門学校と連携し、

歯科衛生士の学生による歯みがき学習を行ってい

るレポートです。「子どもたちが歯みがきの大切さを

実感でき、教員以外の人と触れ合う機会でもある」 

「担任が行う日常の歯みがき指導の点検の機会と

する」「障害児者に理解ある医療従事者を育成する

」をねらいとし全校的にとりくんでいます。実習は歯

科健診の介助、指導プランの練り直しと教材準備、

歯みがき学習の３日間で充実した実習ができるよう

、事前に子どもたちの様子や障害について専門学

校に出向きオリエンテ-ションを行っています。障害

児者に理解ある医療関係者が地域に増えることは、

子どもたちが卒業後も安心して治療や定期検診で

受診する保健行動につながり、これも特別支援学校

の役割の一つと考えてとりくんでいます。 

 今後は学生による歯みがき学習を本校の健康教

育にどのように発展させていくかが課題だと考えて

います。 

 報告を受け、各学校で行われている歯の保健指

導や卒業後の地域医療ネットワークのとりくみを交

流し、養護教諭は健康教育の中核をどう担っていく

か、討論を深めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川﨑レポート 

 採用3年目に高校から特別支援学校に転勤し、執

務の違いに戸惑いながらとりくんでいるレポ-トです 

 佐賀県では医療的ケアは看護師が担当し、教員

は実施していません。子どものいのちを最優先に、

安心安全に実施するには何が必要か、どう動くかを

常に考えて実施しています。 

 ３年前から看護師が教室に常駐し、苦痛を伴う吸

引にも、いつも隣にいる看護師に安心して身体をゆ

だねる様子から、スムーズな学校生活を送るために

必要なケアであり、特別なことではないと感じていま

す。子どもの状態や反応から関係職員がそれぞれ

の視点で話し合い、今一番必要なことを行っていま

す。 

 学校全体を見渡せるようになった今、子どもに関

する最新情報の発信、ヒヤリハットアクシデントの有

効活用、「生と性の記録」の健康教育への発展など

を模索中です。特別支援学校の養護教諭に求めら

れるコーディネート能力や、健康に関するスーパー

バイザーとして力量を高めたいと考えています。 

 報告を受け、緊急対応や搬送訓練、ヒヤリハット

のとりくみや医療的ケアの現状を交流しました。医

療的ケアの範囲が広がり、医行為か否かの判断が

困難な実態から問題点を明らかにするとともに、医

療的ケアを安心安全に実施するための条件整備を

国と地方自治体に要求していくことが必要であると

確認しました。 

 

参加者の感想から～ 
 

☆２本のレポートとも素晴らしい実践でとても刺激

を受けた。健康教育の主体を学校に引き寄せ 

るにはどうしたらよいか、新たな自分の課題が 

できた  

☆医ケアを語ることは全ての子どもの教育保障、権利を守るための討論そのもの。さらに、就学保障・

卒業後の保障と教育の原点に立ち帰ることであると再認識した。 
 

☆通常学校の養護教諭にも参加してほしい。子どもの教育権・健康権を考えるヒントがもらえます！ 
 

☆各校での取り組みや地域連携の様子がわかり、子どもの発達保障のため学校の果たす役割をしっか  

り見極めることを再認識した。 
 

☆頭の中でどう整理してよいか分からないことも、夜も分科会の延長で、とにかく話し、学んだ３日

間だった。問題にぶつかった時、養教としてどう視点をもつかが大事なんだなあと思った。 
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複数配置交流会では・・・ 

「複数配置はかなり常識ととらえている」という発言もあれば、独自の配置基準があり 1000 人

を超えても一人配置という報告もありました。今年も全国の様子を交流しあい、次の複数配置運動へ

とすすめていくことを確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主講座 
 

今年の自主講座は「イシュタ・ヨガ」でリフレッシュしました。 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模高校に勤務。念願叶って複数配

置が実現しました。相手に寄り添う気持

ちと感謝の気持ちを忘れず良い関係を

築き、保健室からプラスのオーラを子ど

もたちに！ 

私の県では複数配置がなかなかすすみま

せん。現場の養護教諭の意識を変えてい

かなければ・・・ 

努力しても、どうしてもパートナーとの人間関

係がうまくいかなければ、転勤という選択肢

も・・・。子どものための複数配置というスタン

スを貫きたいですね。 

複数配置交流会では、人間関係の難しさが

よく挙げられていましたが、今回はさらに前

進して 

○効率的に仕事を仕分け 

○二人だからこそできることをふやす 

○データを積み重ねて、きめ細やかな 

実態把握、分析を保健室から発信 

などの具体的なすすめ方も提案されました。

新たな指針になりそうです。 

 

イシュタとは、サンスクリット語で「個人」という意味で、柔軟性

や筋力を鍛えながら、個人の体質・体型を尊重し、深いリラックス 

感を得られるヨガです。 

長谷美香先生 

これができたらもう尐

しがんばれますよ～ 

 

からだが伸びて、心も体もすっ

きり！私、けっこう 

体がかたくなってるみたい 

討論で疲れた脳とかたまった体がリ

フレッシュしました！ 

快い汗がじわー

先生のやさしい声

に一同ゆったり 
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教育のつどいに参加して 
８月 17日～19日、「みんなで２１世紀の未来をひらく教育のつ

どい（教育研究全国集会）2012in兵庫」が開催されました。 

全体会の記念講演で、渡辺あやさん（脚本家）の、「自分に正

直に、うそのないもの」「人の生きる力になりたい」という言葉に、

私たちは「子どもたちを人間として大切にすること」の意味を確信

することができました。 

その後教育フォーラムが７つのテーマで開かれました。「フォーラム７『TPPで子どもたちの育ちはどうなる？』」

に参加し、TPPが食だけでなく、医療・雇用・教育・農業にまで影響を及ぼすことを学びました。養護教諭の立場で

子どもの貧困の実態について伝え、今後の動向を懸念する思いを発言しました。コーディネーターの柴田真佐子

さん（全労連副議長）は、「アメリカ言いなりの政策を受け入れるのでなく、地域と密着した医療や食を守り、各国

の文化、生命の尊重のためＴＰＰ反対の思いを表明していきましょう」と結びました。 

 ２日目からは、29 の分科会が開かれました。午前中、体育・健康・食分科会では、3.11 以降、子どもたちの体と

心の状況を見つめなおす機会になりえた反面、被災地の子どもたちのＰＴＳＤや運動不足による発達が心配なこ

とや、広く日本の子どもの虐待、いじめ、自殺、事故など健康の課題についても問題提起がされました。午後から

３日目にかけ、健康教育小分科会では５つのレポート報告があり、子どもの生きづらさや健康実態を出しあい、

保健室からの発信やみんなですすめる学校保健委員会について検討しました。放射能について総合の授業や

学校保健委員会で取り上げたレポートでは、原発に対するとりくみや健康教育のあり方、科学的認識の育て方に

ついて意見を出しあい、原発について自分の思いを率直に語ること、子どもたちにも伝えることの大切さも討論し

ました。 

第 28分科会（今日の教育改革）でも養護教員部の仲間がレポーターとして参加しました。（魚住順子） 

 
退職手当削減法案の廃案・教職員定数改善を求めるさらなるとりくみを 

8 月 7 日に野田内閣は、国家公務員の退職手当を平均 402.6 万円引き下げるために、退職手当改悪法案

を、国会に提出することを決めました。公務労働者の退職手当を大幅に削減することは、青年層から高齢

層まで、すべての世代の働く意欲や働きがいを奪います。また、政府は退職手当の見直しを５年ごとに行

うとしており、青年層の将来への不安が広がっています。退職手当削減のねらいは、消費増税を国民に押

し付けるために、「公務員が身を削る」姿を見せるための、野田政権よる“公務員バッシング”です。また、

「公務員人件費２割削減」という民主党のマニフェストに沿った攻撃にほかなりません。全教は、退職手

当法の改悪を許さないために、秋の臨時国会に向けて、退職手当削減法案の廃案を求める請願署名などの

とりくみをすすめています。 

文部科学省の 2013年度の概算要求が明らかになりました。文科省は、「尐人数学級の推進」や「『学びの

セーフティーネット』の構築」などを重点化するとしています。小学校２年生まで広がった 35人以下学級

については、2013 年度から５年間で小・中学校すべてに広げる「12 年ぶりの教職員定数改善計画」策定

を目指すとしています。その内容は、小３～中３までの 36 人以上学級および複式学級を解消することや、

「いじめ問題への対応」「教育格差解消のための学習支援」「特別支援教育」などのために５年かけて定数

改善するというものです。養護教諭の配置改善は盛り込まれていませんが、「いじめ問題への対応」にかか

わって、「養護教諭の活用など先導的取組みを行う学校への支援」という名目での定数措置が盛り込まれて

います。概算要求に盛り込まれた「12年ぶりの教職員定数改善計画」を政府予算として確定させ、さらに

充実させるとりくみが重要です。（米田雅幸） 


