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Ⅰ 学校保健・学校安全・学校給食参考通知集 
通知本文の内容は、保健体育課ホームページから確認することができます。 

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/hotai-tsuchi.html 
＜学校保健＞ 

件  名 発出日 文書記号・番号 

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に対する依頼や相談等の積極的活用について H18.12.14 教保体第 1135号 

文 化 祭 等 に お け る 食 品 の 取 扱 い に つ い て H20. 1.21 教保体第 832号 

薬物乱用防止教室を年間指導計画に位置づけることについて H20. 3.10 事務連絡 

学校におけるスポーツ外傷等による脳脊髄液減少症への適切な対応について（通知）  H24. 9. 6 事務連絡 

鳥インフルエンザ（H7N9）を指定感染症として定める等の政令に伴う
学校保健安全法における取扱いについて（通知） 

H25. 5. 2 教保体第 197号 

新型インフルエンザ等対策政府行動計画の閣議決定及び公示について H25. 6.24 教保体第 484号 

ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応及び疑義応答について（通知） H25. 7. 2 教保体第 520号 

新型インフルエンザ等に関する文部科学省行動計画の改定について H25. 8. 5 教保体第 680号 

子宮頸がん予防ワクチンの接種に関連したと思われる症状により教育
活動の制限が生じた生徒への適切な対応について 

H25. 9. 5 教保体第 765号 

学校におけるエピペンの使用の際の同意書の廃止について（通知） H25.11. 7 教保体第 736号 

『がんの教育に関する検討委員会報告書』の送付について（通知） H26. 3.12 教保体第 1350号 

今後の学校給食における食物アレルギー対応について（通知） H26. 4. 7 教保体第 39 号 

学校保健安全法施行規則の一部改正等について（通知） H26. 5.23 教保体第 332号 

予防接種法施行規則の一部を改正する省令等の施行について（通知） H26. 5.30 教保体第 402号 

アタマジラミの対策について（通知） H26. 7. 2 教保体第 594号 

学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）及びアレルギー疾患管理 
指導願の取扱いについて（通知） 

H26. 7. 9 
教保体第 623号 

危険ドラッグの危険性の周知について(通知) H26. 8.22 教保体第 778号 

デング熱に関する情報提供及び注意事項について（通知） H26. 9. 8 教保体第 837号 

「セアカゴケグモ」に関する情報提供及び注意事項について（通知） H26.10. 1 教保体第 924号 

学校における食物アレルギー対応の連携等について（依頼） H26.12. 8 教保体第 1148号 

学校におけるがん教育の在り方について（通知） H27. 4. 3 教保体第 26 号 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を 
改正する省令（平成 27 年度厚生労働省令第 101 号）について（通知） 

H27. 5.27 教保体第 431号 

児童、生徒、学生、幼児及び職員の健康診断の方法及び技術的基準の補
足的事項及び健康診断票の様式例の取扱いについて 

H27. 9.17 教保体第 1243号 

ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防ワクチン）の予防接種後に 
症状が生じた方に対する相談・支援体制の充実及び要望への対応について 

H27.12.3 教保体第 1584号 

色覚の検査における対応について H27.12. 7 教保体第 1600号 

「学校生活管理指導表」に係る受診の生活保護法上の取扱いについて H27.12.18 教保体第 1673号 

学校におけるてんかん発作時の坐薬挿入について H28. 3. 8 教保体第 1963号 

「がん教育教材」及び「外部講師を用いたがん教育ガイドライン」の送付について H28. 5. 6 事務連絡 

「がん教育教材」の指導案の送付について H28. 7. 1 事務連絡 

学校におけるスポーツ外傷等による脳脊髄液減少症への適切な対応について H29. 3.22 教保体第 2060号 

「がん教育推進のための教材指導参考資料」について H29. 6. 1 事務連絡 

学校等関係機関における光化学スモッグ対策について（通知） H30. 4.24 教保体第212-1,-2号 

農薬危害の防止について（通知） H30. 5.25 教保体第 384号 

熱中症事故の防止について（通知） H30. 5.29 教保体第 403号 

今冬の学校におけるインフルエンザ総合対策の推進について H30.11.12 教保体第 1359号 

＜学校安全＞ 
件  名 発出日 文書記号・番号 

シャッター事故防止の徹底について（通知）  H18. 6. 8 教保体第 374号 

学校安全計画の策定について（通知）  H20. 8.22 教保体第 793号 

自動体外除細動器(AED)の適切な管理等の実施について  H21. 6. 9 教保体第 435号 

学校に設置している消火器の適切な管理について(通知）  H21. 9.16 教保体第 828号 

学校における転落事故等の防止について(依頼）  H22. 4.26 教保体第 152号 

東日本大震災を受けた避難経路等の緊急点検について（依頼）  H23. 4. 6 事務連絡 

AED の使用方法を含む、救急蘇生法の指針 2010（市民用）のとりまとめについて（通知）   H23.11.18 教保体第 832号 

「事件事故発生マップ」の活用について（通知）   H25. 4.26 教保体第 179号 

太陽光発電設備の有効活用に伴う学校防災マニュアル等への記載について H25.11.29 事務連絡 

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律について（通知）  H26. 1. 7 教保体第 1148号 
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件  名 発出日 文書記号・番号 

「体育活動時における事故対応テキスト～ASUKA モデル～解説〔研修用資料付〕」の送付について  H26. 2.20 教保体第 1258-1 号 

「安全ハンドブック」の活用について H26. 3.18 教保体第 1368号 

気象等の自然災害から児童生徒の身を守るための安全知識の普及啓発について（依頼） H26. 7. 7 教保体第 612号 

水難事故防止の徹底について(通知) H26. 7.14 教保体第 657号 

学校における土砂災害等危険箇所の把握と対策について H26. 9.17 教保体第 861号 

児童生徒の安全確保における安全指導の徹底について（通知） H26. 9.25 教保体第 899-1 号 

学校に設置しているＡＥＤの案内表示について H26.10.23 事務連絡 

寒冷な環境下における自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等について H26.12.26 事務連絡 

自 転 車 安 全 利 用 五 則 啓 発 歌 「 5 s o n g」 の 活 用 に つ い て （ 依 頼 ） H27. 1. 7 事務連絡 

新たな貸切バスの運賃・料金制度の周知について H27. 1.30 事務連絡 

自転車の運転による交通の危険を防止するための講習制度の周知について H27. 6.22 教保体第 669号 

エレベーター使用による事故防止及び安全指導の徹底について（通知） H27. 7. 8 教保体第 770-1,2号 

学校における安全管理・安全指導等を改めて徹底することについて（通知） H27. 8.17 教保体第 986-1,2 号 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設置登録情報の適切な更新等について（依頼）  H27. 9.11 事務連絡 

学校における安全管理・安全指導の徹底について（通知） H27.12. 3 教保体第 1587号 

「学校事故対応に関する指針」の公表について（通知） H28. 4.15 教保体第７５号 

救急蘇生法の指針 2015（市民用）について H28. 5.30 教保体第 419号  

積極的な気象情報の入手と活用について（通知） H28.10. 3 教保体第 1297号 

学校安全教育及び安全管理の徹底について（通知） H29. 4. 3 教保体第 1号 

児童生徒等の通学時の安全確保について（依頼） H29. 4. 6 教保体第 56 号 

体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について（通知） H29. 6.12 教保体第 569-1号  

第 2 次学校安全の推進に関する計画について H29. 6.20 教保体第 616号 

不審者事故防止の徹底について（通知） H29. 7. 3 教保体第 751号 

児童生徒等が関係する交通事故の防止について H29.11.10 教保体第 1464号 

児童生徒の交通事故防止の徹底について H29.11.30 教保体第 1539号 

体育館の床板剥離による負傷事故防止対策 の徹底 について（通知） H30.3.6 教保体第 1887号 

学校安全教育及び安全管理の徹底について（通知） H30.4.3 教保体第 9-1,2 号 

学校防災マニュアルの見直しについて（通知） H30.5.1 教保体第 257-1,2 号 

梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について（通知） H30.6.11 教保体第 496号 

旅客運送無許可バスの利用禁止の徹底について(通知) H30.6.18 教保体第 552号 

「登下校防犯プラン」について（通知） H30.6.26 教保体第 625号 

落雷事故の防止について（依頼） H30.7.24 教保体第 808号 
「大規模災害時の学校における避難所運営の協力に関する留意事項に
ついて（通知）」の周知について（依頼） 

H30.8.6 教保体第 863号 

学校に設置している遊具の安全確保について（依頼） H30.10.10 教保体第 1257号 

降積雪期における防災態勢の強化等について（依頼） H30.12.11 教保体第 1483号 

登下校時における児童生徒等の安全確保の徹底について（依頼） H30.12.26 教保体第 1522号 

水害・土砂災害に対する避難訓練・防災教育の実施について（依頼） H31.2.26 教保体第 1745号 

＜学校給食＞ 

件  名 発出日 文書記号・番号 

学校給食衛生管理基準の施行について  H21. 4. 6 教保体第 39 号 

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食衛生管理基準の施行について  H21. 4. 7 教保体第 51 号 

夜間学校給食衛生管理基準の施行について H21. 4. 7 教保体第 52 号 

学校給食実施基準の一部改正について H25. 2.14 教保体第 1119号 

夜間学校給食実施基準の一部改正について H25. 2.14 教保体第 1120号 

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食実施基準の一部改正について H25. 2.14 教保体第 1121号 

「学校給食における食物アレルギー対応マニュアル」の作成について H25. 6.25 教保体第 6-1号 

学校給食におけるノロウイルスの予防について H26. 1.20 教保体第 1185号 

学校給食における衛生管理の徹底及び食中毒の発生予防について H26. 1.29 教保体第 1200号 

今後の学校給食における食物アレルギー対応について H26. 4. 7 教保体第 39 号 

学校給食衛生管理基準の取扱いについて H27.12.24 教保体第 1695号 

アレルギー疾患対策基本法の施行について H27.12.28 教保体第 1697号 

食品衛生法に基づく学校給食関係施設の監視指導について H28. 5. 9 教保体第 229 

「学校における食物アレルギー対応マニュアル」の改訂について【３訂】 H28. 7. 6 教保体第 740号 

「県立学校における食物アレルギー対応指針」の策定について H29. 3.29 教保体第 2083号 

学校給食衛生管理基準の取扱いについて H29. 9. 4 教保体第 1093号 

｢学校における食物アレルギー対応マニュアル｣の改訂について【４訂】 H30. 3.29 教保体第 1974号 

学校において食物アレルギー症状を発症事例等(症状のない誤食事例を含む)の報告について  H30. 4.10 教保体第 70 号 

学校給食実施基準の一部改正について H30. 8. 8 教保体第 889号 
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Ⅱ 健康教育関係参考図書及び映像資料等一覧 
 １ 参考図書等一覧 
  ＜学校保健＞        （★は発行元ホームページから閲覧、ダウンロードが可能） 

名         称 発   行 発行年月 
学校保健委員会マニュアル （公財）日本学校保健会 平成12年２月 
養護教諭が行う健康相談活動の進め方 （公財）日本学校保健会   平成13年３月 
養護教諭の特性を生かした保健学習.保健指導の基本と実際 （公財）日本学校保健会   平成13年３月 
みんなでいきるために －エイズ教育参考資料－ （公財）日本学校保健会 平成13年３月 
性感染症予防に関する指導マニュアル 文部科学省 平成14年４月 
定期健康診断における結核検診マニュアル （公財）日本学校保健会 平成15年２月 
養護教諭が行う心と体への健康相談活動実践のためのＱ＆Ａ 埼玉県教育委員会 平成15年３月 
学校保健ハンドブック 埼玉県教育委員会・埼玉県学校保健会 平成16年３月

 

健康相談活動実践事例集 かたりすと 埼玉県教育委員会 平成16年３月 
学校における薬物相談マニュアル 埼玉県教育委員会 平成16年７月 
児童生徒の心身の健康課題に関する実態調査」報告書 埼玉県教育委員会 平成17年２月 
ゆたかな身体と心を育むための「望ましい生活習慣づくり」改訂版 （公財）日本学校保健会   平成17年２月 
なるほど保健学習

 
埼玉県教育委員会・埼玉県学校保健会 平成18年11月

 

子どものメンタルヘルスの理解とその対応 （公財）日本学校保健会 平成19年２月 
学校における性教育実践のための事例集 埼玉県教育委員会 平成19年３月 
ＩＴ機器の使用が子どもの心に及ぼす影響について ★埼玉県学校保健会 平成19年６月 
教育機関における特定建築物の環境衛生維持管理マニュアル 埼玉県教育委員会 平成20年３月 
学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン ★（公財）日本学校保健会 平成20年３月 
「新学習指導要領に基づく」これからの小学校保健学習、中学校保健学習 （公財）日本学校保健会 平成21年２月 
教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応 文部科学省 平成21年３月 
学校における性教育実践のための事例集Ⅱ 埼玉県教育委員会 平成21年３月 
「思考力の育成を重視した」これからの高等学校保健学習 （公財）日本学校保健会 平成21年４月 
保健室経営計画作成の手引 平成26年度改訂 （公財）日本学校保健会 平成27年２月 
学校における水泳プールの保健衛生管理 （公財）日本学校保健会 平成21年５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 

[改訂版]学校環境衛生管理マニュアル 文部科学省 平成22年３月 

喫煙飲酒薬物乱用防止に関する指導参考資料（小学校編) （公財）日本学校保健会 平成22年３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） （公財）日本学校保健会 平成23年１月 
知識を活用した保健学習－性に関する指導編－ 埼玉県教育委員会 平成23年２月 

学校歯科保健参考資料「生きる力をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり」 文部科学省
 

平成23年３月
 

教職員のための子どもの健康相談及び保健指導の手引 文部科学省 平成23年８月 

喫煙飲酒薬物乱用防止に関する指導参考資料（高校編） （公財）日本学校保健会 平成24年１月 
知識を活用した保健学習－感染症編－ 埼玉県教育委員会 平成24年２月 

学校における結核対策マニュアル 文部科学省 平成24年３月 

学校における感染症発生時の対応－第２版－
 

埼玉県教育委員会・埼玉県学校保健会  平成24年12月
 

薬物乱用防止教室マニュアル＜平成26年度改訂＞ （公財）日本学校保健会 平成27年３月 

「生きる力」を育む保健教育の手引き（小学校）（中学校）（高等学校）  文部科学省 平成25,26,27年３月 

新・なるほど保健学習 ★埼玉県教育委員会・埼玉県学校保健会  平成27年３月 

児童生徒等の健康診断マニュアル平成27年度改訂版
 

★（公財）日本学校保健会 平成27年８月 
学校における麻しん対策ガイドライン第２版 国立感染症研究所感染症疫学センター 平成30年２月 

学校において予防すべき感染症の解説 （公財）日本学校保健会 平成30年３月 

学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理

論と実際 〔平成３０年度改訂版〕
 ★文部科学省 平成30年５月 

平成30年度文部科学省委託 埼玉県「がんの教育総合支援事業」実施報告書 ★埼玉県教育委員会 平成31年２月 

  ＜学校安全＞       （★は発行元ホームページから閲覧、ダウンロードが可能） 
名         称 発   行 発行年月 

学校への不審者侵入時の危機管理マニュアル 文部科学省 平成15年２月 
学級における新学習指導要領にもとづいた安全指導の展開

 
埼玉県教育委員会・埼玉県安全教育研究協議会 平成15年３月

 

学校の安全管理に関する取組事例集 文部科学省 平成15年10月 
不審者から子どもを守る対応マニュアル ★埼玉県教育委員会 平成15年12月 

高校生のための交通安全教育指導案集
 

★埼玉県教育委員会・埼玉県高等学校安全教育研究会 平成18年３月
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名         称 発   行 発行年月 
学校における交通安全教育の推進

 
埼玉県教育委員会・埼玉県安全教育研究協議会 平成19年３月

 

地域・関係諸機関と連携した安全教育の推進
 

埼玉県教育委員会・埼玉県安全教育研究協議会 平成20年３月
 

「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育 ★文部科学省 平成22年３月 
安全教育指導資料 ★埼玉県教育委員会 平成22年３月 

高等学校「学校安全点検の手引き」 ★埼玉県教育委員会・埼玉県高等学校安全教育研究会 平成22年３月 

子どもの心のケアのために－災害や事件・事故発生時を中心に－  ★文部科学省 平成22年７月 

県立学校版 学校防災マニュアル ～安心安全な学校づくりのために～ ★埼玉県教育委員会 平成23年９月
 

学校における防災教育の実際  ～大規模災害に備えて～ 埼玉県教育委員会・埼玉県安全教育研究協議会  平成24年３月 

平成23年度 「緊急地震速報を利用した避難訓練の取

組」～熊谷地方気象台と埼玉県教育委員会の連携～ 

★埼玉県教育委員会・熊谷市 

教育委員会、熊谷地方気象台 
平成24年３月 

学校防災のための参考資料「生きる力」を育む防災教育の展開 文部科学省 平成25年３月 

中学生向け危機管理・防災に関する教材及び指導展開例 ★埼玉県危機管理防災部危機管理課 平成25年４月 
危機管理・防災に関する教材及び指導展開例（高校生用） ★埼玉県危機管理防災部危機管理課 平成24年５月 

竜巻から身を守る～竜巻注意情報～ ★国土交通省気象庁 平成25年５月 

平成27、28、29年度文部科学省委託事業 

「防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業報告書」 
★埼玉県教育委員会 平成27.28.29年３月 

平成 26 年度文部科学省委託事業スポーツ事故防止対策推進事業 スポーツ事故防止ハンドブック ★日本スポーツ振興センター 平成27年３月 
平成 26 年度文部科学省委託事業スポーツ事故防止対策推進事業 その時あなたは  ★日本スポーツ振興センター 平成27年３月 
見てすぐに使える！学校安全①～災害安全編～ 埼玉県教育委員会・埼玉県安全教育研究協議会 平成28年３月 

見てすぐに使える！学校安全②～交通安全編～ 埼玉県教育委員会・埼玉県安全教育研究協議会 平成29年３月 

学校の危機管理マニュアル作成の手引き ★文部科学省 平成30年２月 

埼玉イツモ防災 小学生向け教材 ★埼玉県危機管理防災部危機管理課 平成30年３月 

見てすぐに使える！学校安全③～生活安全(防犯)編～ 埼玉県教育委員会・埼玉県安全教育研究協議会 平成30年３月 

平成 30 年度文部科学省委託事業「学校安全総合支援事業報告書」 ★埼玉県教育委員会 平成31年３月 

  ＜学校給食＞        （★は発行元ホームページから閲覧、ダウンロードが可能） 

名         称 発   行 発行年月 
学校における食育推進指針モデル「進めよう食育」 ★埼玉県教育委員会 平成19年３月 
小学校中学年用食育学習教材「楽しく食べてけんこうな生活」  ★埼玉県教育委員会 平成20年３月 
学校給食調理場における手洗いマニュアル ★文部科学省 平成20年３月 

調理場における洗浄・消毒マニュアル PARTⅠ ★文部科学省 平成21年３月 

学校給食における食中毒防止Q&A 日本スポーツ振興センター 平成21年３月 

栄養教諭による食に関する指導実践事例集 ★文部科学省 平成21年３月 

学校給食未納防止徴収マニュアル 埼玉県教育委員会 平成21年９月 
食に関する指導の手引 ～第一次改訂版～ ★文部科学省 平成22年３月 

調理場における洗浄・消毒マニュアル PARTⅡ ★文部科学省 平成22年３月 

衛生管理＆調理技術マニュアル ★文部科学省 平成23年３月 

食に関する指導 誰でもつくれる朝ごはんメニュー集 

～児童生徒の朝食欠食率の改善を目指して～ 
★埼玉県教育委員会 平成23年８月 

埼玉県の地場産物を活用した学校給食メニュー集 ★埼玉県教育委員会 平成25年２月 

小学校用食育教材「楽しい食事につながる食育」 ★文部科学省 平成28年２月 

栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育 

～チーム学校で取り組む食育推進のＰＤＣＡ～ 
★文部科学省 平成29年３月 

 

２ 映像資料等一覧 
  ＜学校保健＞ 

名        称 発   行 発行年月 

暗雲を吹き払う風（高校生用） 薬物乱用防止教育教育教材ＣＤ－ＲＯＭ  文部科学省
 

平成14年３月 

未来があるから ～薬物に“ＮＯ！”という生き方を～ 文部科学省 平成24年３月 

  ＜学校安全＞              （★は発行元ホームページから閲覧可能） 

名        称 発   行 発行年月 

防犯教育ビデオ「あんしん登下校」 （小学生用） ★埼玉県教育委員会 平成22年３月 

災害から命を守るために～防災教育教材（小学生用）ＤＶＤ 文部科学省 平成20年３月 

子どもを事件・事故災害から守るためにできることは ＤＶＤ 文部科学省 平成21年３月 

災害から命を守るために～防災教育教材（中学生用） ＤＶＤ 文部科学省 平成21年３月 
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