
平成 30 年度 全国健康づくり推進学校表彰事業 

表彰式・実践事例発表会 開催要項 

 

１ 趣   旨   教育基本法第１条においては、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主 

的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の 

育成を期して行わなければならない。」としている。 

生涯を通して、よりよく健康を保持増進するためには、幼少年期からの生活

習慣や環境など健康的な生活行動が大きく影響することから、学校における健

康教育、健康管理は重要である。 

このような観点から、学校と家庭、地域社会と連携を図り積極的に健康づく

りを推進し、成果を挙げている学校を表彰し、もってその充実・普及を図る。 

 

２ 主 催   公益財団法人 日本学校保健会 

 

３ 後 援   文部科学省・厚生労働省・(公社)日本医師会・(公社)日本薬剤師会・(一社)

日本学校歯科医会・全国連合小学校長会・全日本中学校長会・全国高等学校

長協会・全国特別支援教育推進連盟・全国学校保健主事会・全国養護教諭連

絡協議会・(公社)日本ＰＴＡ全国協議会・(公社)全国学校栄養士協議会・朝

日新聞社 ・産経新聞社・日本経済新聞社 ・毎日新聞社 ・読売新聞社 

 

４ 特 別 協 賛    日本コカ･コーラ株式会社  

    

５ 日    時   平成 31 年 2 月 2 日（土）13:30～16:00  

 

６ 場    所   日本医師会館 大講堂 東京都文京区本駒込 2－28－16 

 

７ 参加予定者   全国健康づくり推進学校表彰校関係者 

都道府県・指定都市学校保健（連合）会及び関係団体関係者 

都道府県・指定都市教育委員会関係者及び教職員、研究者、保護者、学生等 

８ 日   程 

  12:30 13:30           14:30 14:40                   16:00   
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Ⅲ 実践事例発表会 

最優秀校 ５校 
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・開会のことば 

・挨    拶  主催者代表 公益財団法人日本学校保健会      会長 横倉 義武 

・来 賓 祝 辞  文部科学省 初等中等教育局 健康教育・食育課  

  ・表 彰 式           

・最優秀校による実践事例発表会  

・閉   会 

          

  



最優秀校5校
　小学校 香川県 三木町立田中小学校 高等学校 岐阜県 岐阜県立岐山高等学校

長崎県 雲仙市立神代小学校 特別支援学校 茨城県 茨城県立勝田特別支援学校

栃木県 さくら市立氏家小学校

優秀校10校
　小学校 茨城県 稲敷市立阿波小学校 中学校 埼玉県 熊谷市立荒川中学校

徳島県 三好市立辻小学校 仙台市 仙台市立六郷中学校

青森県 黒石市立黒石小学校 堺市 堺市立三原台中学校

北九州市 北九州市立志井小学校 高等学校 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校

岡山市 岡山市立横井小学校 特別支援学校 愛知県 愛知県立豊橋聾学校

特別協賛社賞 優秀校より2校 
青森県 黒石市立黒石小学校 愛知県 愛知県立豊橋聾学校

優良校86校
小学校 1 青森県 三沢市立上久保小学校 小学校 45 長崎県 壱岐市立瀬戸小学校

2 岩手県 二戸市立仁左平小学校 46 長崎県 壱岐市立石田小学校

3 岩手県 一戸町立奥中山小学校 47 熊本県 多良木町立久米小学校

4 宮城県 石巻市立住吉小学校 48 熊本県 天草市立河浦小学校

5 宮城県 塩竃市立玉川小学校 49 熊本県 御船町立小坂小学校

6 山形県 山形市立高瀬小学校 50 鹿児島県 出水市立東出水小学校

7 福島県 鮫川村立鮫川小学校 51 鹿児島県 指宿市立指宿小学校

8 栃木県 宇都宮市立泉が丘小学校 52 鹿児島県 鹿児島市立武小学校

9 栃木県 小山市立羽川小学校 53 横浜市 横浜市立阿久和小学校

10 群馬県 前橋市立新田小学校 54 名古屋市 名古屋市立万場小学校

11 群馬県 高崎市立倉賀野小学校 55 神戸市 神戸市立高丸小学校

12 埼玉県 羽生市立羽生南小学校 56 広島市 広島市立可部小学校

13 埼玉県 上尾市立上平小学校 57 仙台市 仙台市立六郷小学校

14 埼玉県 川口市立差間小学校 58 さいたま市 さいたま市立太田小学校

15 千葉県 流山市立八木北小学校 59 熊本市 熊本市立出水南小学校

16 東京都 豊島区立池袋小学校 中学校 1 岩手県 二戸市立浄法寺中学校

17 東京都 八王子市立横山第二小学校 2 山形県 東根市立第一中学校

18 東京都
武蔵村山市立小中一貫校大南学園
第七小学校

3 茨城県 牛久市立下根中学校

19 富山県 富山市立保内小学校 4 栃木県 宇都宮市立田原中学校

20 石川県 金沢市立不動寺小学校 5 群馬県 太田市立太田中学校

21 山梨県 身延町立身延清稜小学校 6 千葉県 神崎町立神崎中学校

22 山梨県 都留市立谷村第一小学校 7 東京都 江東区立深川第二中学校

23 長野県 上田市立浦里小学校 8 東京都 八王子市立川口中学校

24 長野県 大町市立大町東小学校 9 富山県 南砺市立利賀中学校

25 長野県 駒ヶ根市立赤穂南小学校 10 石川県 加賀市立山中中学校

26 岐阜県 御嵩町立上之郷小学校 11 長野県 長野市立更北中学校

27 岐阜県 山県市立美山小学校 12 岐阜県 岐阜市立岐阜中央中学校

28 岐阜県 下呂市立下呂小学校 13 静岡県 浜松市立光が丘中学校

29 静岡県 浜松市立都田小学校 14 愛知県 豊田市立藤岡中学校

30 愛知県
飛島村立小中一貫教育校飛島学園
飛島小学校

15 滋賀県 大津市立志賀中学校

31 愛知県 安城市立作野小学校 16 京都府 相楽東部広域連合立和束中学校

32 愛知県 日進市立香久山小学校 17 山口県 防府市立桑山中学校

33 京都府 舞鶴市立吉原小学校 18 横浜市 横浜市立南瀬谷中学校

34 大阪府 東大阪市立花園北小学校 19 京都市 京都市立東山泉小中学校

35 大阪府 藤井寺市立藤井寺西小学校 20 神戸市 神戸市立西落合中学校

36 岡山県 備前市立片上小学校 21 新潟市 新潟市立下山中学校

37 岡山県 和気町立本荘小学校 高等学校 1 青森県 青森県立鰺ヶ沢高等学校

38 広島県 安芸太田町立筒賀小学校 2 静岡県 静岡県立磐田農業高等学校

39 広島県 福山市立加茂小学校 3 兵庫県 兵庫県立明石北高等学校

40 香川県 三豊市立松崎小学校 特別支援学校 1 富山県 富山県立高岡高等支援学校

41 愛媛県 宇和島市立畑地小学校 2 岐阜県 岐阜県立揖斐特別支援学校

42 愛媛県 西条市立中川小学校 3 大阪府 大阪府立とりかい高等支援学校

43 佐賀県 鹿島市立能古見小学校

44 佐賀県 上峰町立上峰小学校
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