
第68回北海道学校保健 0安全研究大会十勝 (帯広)大会実施要項

1 大会主題

「生涯を通じて、,い豊かにた<ま しく北の大地を生きる子どもの育成を目指して」

副題 ～あおあお ひろびろ いきいき 開拓者精神が息づ<まち

とかち帯広から、子どもたちの未来へ向けて～

2 目  的   「北海道で生活する子どもたちが、様々な社会環境の変化にも惑わされ

ることな<、 心身ともに健康でた<ま しく生き抜<とともに、北国の豊か

な自然環境の下、快適で豊かな<ら しを築いてい<ことができるように」

との願いを込めて設定したものであり、生涯を通じて健康的な生活習慣や

安全のために主体的に行動できる資質や能力の育成を目指 して研究協議を

行います。

3 主  催  北海道教育委員会

(公財)日 本学校保健会

(公財)北海道学校保健会

帯広市教育委員会

4 後
.援

   (―社)北海道医師会        北海道 P tt A連 合会

(一社)北海道歯科医師会      北海道高等学校P丁 ∧連合会十勝支部

(一社)北海道薬剤師会       帯広市PT∧連合会

(一社)帯広市医師会        十勝管内PT∧連合会

(一社)十勝医師会         帯広市校長会
.   (― 社)十勝歯科医師会       十勝小・中校長会

(―社)北海道薬剤師会十勝支部   帯広市教頭会

十勝管内教育委員会連絡協議会
' 

十勝管内小中学校教頭会

北海道高等学校長協会十勝支部   帯広市学校保健会

5 開催形態  基調講演、実践発表及び助言の録画映像を、北海道教育委員会学校教育局

健康・体育課ホームペニジにおいて期間及び閲覧対象者を限定配信し、刊行

物の印刷及び配布は行わない。

6 大会日程 (ホ ームページ掲載期間)

令和 3年 11月 14日 (日 )～令和 3年 11月 21日 (日 )

7 参 カロ者 (1)小・中・高・中等教育学校・特別支援学校の校長、副校長、教頭、

主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養酬員

(2)幼稚園・保育園 (所)の園長、教職員

(3)大学、短期大学、看護専門学校の教員、職員、学生

(4)学校医、学校歯科医、学校薬剤師

(5)P tt A会員

(6)保健所、/AN衆衛生機関の職員

(7):市町村教育委員会の職員

(8)その他 学校保健安全関係者



8 参 力□料  無料

9 ホームページヘの掲載項目

(1)ご挨拶

・北海道教育委員会教育長  ほか                  .
(2)祝辞

・帯広市長 ほか

(3)実施要項

(4)表彰者=覧
(5)基調講演 (録画配信又は資料掲載)

演 題  児童生徒のメンタルヘルスと、学校・家庭 0地域の役害」について (仮題)

講 師  国立研究開発法人 国立精神 0神経医療研究センタT
精神保健研究所薬物依存研究部部長 松本 俊彦 (まつもと0と しひこ)氏

(6)実践発表及び助言

ア)実践発表テーマは、別添資料を参照 して<ださい。

イ)学校経営、学校安全、現代的健康課題、新型コロすウイルス感染症の4つのテーマ

に沿つてテ〒マごとに実践例を発表し、学校保健の見地から学校運営における今日

的課題について理解を深めます。             /
(7)大会役員名簿

10 参加 (web閲 覧)の申し込み

(1)別 添「募集要項」をご参照<ださい。

(2)11月 上旬頃にweb閲覧用のID等をお知らせします:

11 お問い合わせ先

第68回北海道学校保健 0安全研究大会十勝 (帯広)大会実行委員会事務局

丸山 誠仁 (帯広市教育委員会学校教育部学校教育室学校教育課学校教育係長)

小原 啓佑 (      ノノ      学校教育係主任 )

〒080-8670 帯広市西 5条南7丁 目 1番地
^帯

広市教育委員会内

電話 (0155)65,4203  FA× (0155)23-0161
e‐mail:school educate@city.obihiro.hokkaido.jp



【実践発表及び助言】

`小学校、中学校、高等学校、特別支援学校それぞれの実践発表と、管理職、学校医、学

校歯科医、学校薬斉」師からの助言。
04つのテーマを設定して 1テーマにつき発表者 1名及び助言者を2名 とし、発表者は管

理職又は一般教諭等又は養護教諭の中から1名 とし、助言者は1テーマにつき管理職 1

名と学校医、学校歯科医、学校薬剤師のいずれかから1名の組合せとする。

第 1

テーマ

学校経営と組織活動

「lb豊かにた<ま し<生きる力を育むための特色ある学校経営と組織活動の

進め方」

子どもの現代的な健康課題の解決を図り、lll」l豊かにた <ま し<生きる力を育

てるためには、児童生徒の発達の段階を考慮し、学校教育活動全体を通じて学

校保健 0学校安全を推進するとともに、学校、家庭、地域社会が一体となった

組織的な取組を進める必要がある。

そのため、校内体制を整備し、家庭や地域の関係機関等と連携した取組や、

学校の教職員や学校医等の学校三師、保護者等を構成員とする学校保健委員会

を中lbと した組織的な学校保健の推進の在り方について実践発表を行う。

発 表 者 帯広市立花園小学校 教頭 伊丹 明美

、助 言 者 帯広市立啓北小学校 校長 橋場  仁

北海道薬剤師会十勝支部 副支部長 中村 貴徳

第2
テーマ

保健管理・保健教育、安全管理・安全教育

「生涯にわたって健康で安全な生活を送るために必要な資質や能力を育むた

めの、学校、家庭、地i或の関係機関が連携した保健管理・保健教育 (安全管理・

安全教育)の進め方」

(学校保健〉

生涯にわたり,b身 ともに健康な生活を送るためには、ヘルスプロモーション

の理念を生かし、学校や地域の実態、個々の子どもに応じた対応を図るととも

に、教職員が保健管理・保健教育の意義を理解し、関連教科等との関連を図り

ながら学校教育全体を通して取り組むことが重要である。

そのため、学校三師と連携した学校での適切な保健管理を進めるとともに、

子どもたちが生涯を通じて自らの心身の健康づ<り に積極的に取り組み、自ら

健康的な生活を実践することのできる資質や能力を育む保健教育の在り方に

ついて実践発表を行う。

〈学校安全〉

生涯にわたり安全な生活を送るためには、自他の生命尊重の理念を基盤とし

て、進んで安心な社会づ<り に貢献できる資質や能力を育成するとともに、学

校安全体制を充実させる必要がある。

そのため、学校、家庭、地i或社会が連携した効果的な安全体制の整備や安全

確保の方策の在り方や、効果的な安全教育の進め応について実践発表を行う。

発 表 者 北海道帯広農業高等学校 養護教諭 寺嶋 理恵子

助 言 者 北海道大樹高等学校

十勝医師会理事 丸崎

校長 前 田 英 伸

茂



第3
テーマ

現代的健康課題

「多様化する現代的健康課題に適切に対応するための保健活動の進め方」

近年、アレルギー疾患、生活習慣の乱れ、ネット依存等のメンタルヘルスの

問題、性情報の氾濫や喫煙・飲酒 。薬物乱用などの従来からの課題に加え、大

規模な自然災害や事件・事故で被害に遭った子どものlbのケア等の問題も生じ

てきており、これらの課題への適切な対応が求められている。

そのため、健康課題に即した保健活動や、学校三師や関係機関と連携した校

内外の組織体制づ<り の進め方について実践発表を行う。

発 表 者 幕別町立幕別中学校 教頭 本間 幸信

助 言 者 足寄町立足寄中学校

帯広市医師会理事

校長 中村 俊緒

住谷
亜
日

第4
テーマ

学校における新型コロすウイルス感染症への対応

「感染拡大に適切に対応するための学校管理下における感染症対策の進め

方」

今なお警戒が必要な状況にある新型コロすウイルス感染症については、感

染予防はもとより集団感染の発生を未然に防ぐなど、学校における感染拡大

を防止 し、感染者が確認された場合に迅速に対応することが求められている。

そのため、関係機関と連携した校内タトの感染症対策について実践発表を行う。

発 表 者 北海道帯広養護学校 養護教諭 篠田 由美子、中野 純

助 言 者 北海道帯広聾学校 校長 菅野

十勝歯科医師会理事 高田 将成

弘尊

(敬不小日各)



.                            (申 込のご案内)

第68回北海道学校保健・安全研究大会十勝 (帯広)大会募集要項

1 開催方法

基調講演、実践発表及び助言の録画映像を、1晦道教育委員会学校教育局健康・体育
課ホームページにおいて期間及び閲覧対象者を限定配信し、刊行1/3の 印届」及び配布は
行わない。

動画視聴可能期間

令和 3年 11月 44日 (日 )～令和3年 11月 21日 (日 )

3 申込方法

北海道電子自治体共同システム (HARP)にて、下記 ∪RL又は QRコ ー ドのいずれ

かによりお申込み<ださい。

なおヾお申込みいただいた方へ 11月上旬頃、個別に動画閲覧用 IDを電子メールに

て配布 しますので、お申し込みの際は、電子メールア ドレスを必ず入力願います。

※ID管理の都合上tお申し込みはお=人様ずつお願いします。

【お申し込み用 ∪RL及び QRコ ード】

https://wwW=harp.lg`jp/skS」 uminWeb/EntryForm?id=QNclySvB

５

　

６

受付期間

参加料

その他

※QR ID― ドは(株)デンソーウェープの登録商標です

令和 3年 9月 22日 (水)～令和 3年 10月 13日 (水 )

無料

令和 3年 11月 5日 (金)までに IDが届かない場合は、お問い合わせく

ださい。

7 お問い合わせ先

【申込みについて】

丸山 誠仁 (帯広市教育委員会学校教育部学校教育室学校教育課学校教育係長)

小原 啓佑 (      ノ′      学校教育係主任)
′      〒080-8670 帯広市西5条南7丁目 1番地

帯広市教育委員会内

電話 (0155)65-4203  FA× (0155)23-0161
。―man:school_educate@city.obihiro.hokkaldo.jp          、

【動画閲覧用IDについて】

高田 真弓 (北海道教育庁学校教育局健康 0体育課健康・体育指導係)

電話 (011)204二 5752  FA× (011)272-1234
e.man:kyOlku.kenkou@pref.hokkaldo.lg.jp

,L ロ


