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学校保健と地域保健が連携した

「生と性の健康教育」推進システムの構築に関する研究
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近年， 10代の性感染症や人工妊娠中絶の増加が思春期保健の緊急課題となっている。そこで，学校保健と地

域保健が連携した「生と性の健康教育」推進システムを構築した。まず 学校を対象として「生と性の健康教

育」に関する実態調査を行い 関係機関から成る検討委員会を開催した。次に，保健所管内 3地域で年齢段階

に応じた「生と性の健康教育」のモデル事業を実施した。尾道地域では，保育所で保育士による健康教育と保

護者との座談会を行った O 三原・世羅地域では，小学校で養護教諭による健康教育や，高等学校で大学生のピ

アエデュケーションの手法による健康教育を行った。このようなモデル事業の成果をもとに，効果的な健康教

育を推進するためのマニュアルを作成し，関係機関に配布した。

「生と性の健康教育」を推進するためには，学校保健と地域保健が連携し，ライフサイクルの発達段階に応、じ

た教育内容を工夫することが重要であり さらに関係機関が協働し 健康教育の企画・実施・評価機能を持つ

ことが必要である。

キーワード:生と性の健康教育性感染症予防教育 ピアエデュケーション
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I 緒言

10代の若者の性感染症 人工妊娠中絶および自殺

率は，近年増加傾向が続いており，全国的な社会問題

となっている。このことは 国が示した「すこやか親

子 21Jにおいて重要課題として取り上げられている O

また，近年の日本人の性行動は若者を中心に活発化・

ネットワーク化・無防備化が進んでおり，首都圏と地

方のいずれにおいても同様な傾向が認められると報告

されている 1)，2)。

このような事態を回避するためには，単に男女の体

の違い，第二次性徴，性交に関する知識を教育すると

いう，生物学的な内容を中心とした性教育だけでなく，

幼児期から学童期・中・高等学校にいたるまで，命の

大切さ，男女が互いに尊重すること，人間関係づくり

などの教育を包括した「生の健康教育」も，性教育と

連動して提供することが有効であると言われている 3)，
4)，5) 。

現在の保健サービス提供体制では，乳幼児期 (3歳

ごろまで)は，市町村が母子保健法に基づく地域保健

サービスを実施し 小学校入学から中学校に至る義務

教育課程や高等学校では 教育委員会や学校を中心と

した学校保健の関係者が健康教育を実施している O そ

こで，幼児期から 10代後半までのライフサイクルに

沿った「生と性の健康教育jを有効に実施するために

は，学校保健と地域保健が連携した取り組みが必須と

考え，それぞれの機能と役割を生かした「生と性の健

康教育Jを推進するシステムの構築を図ることを目的

モデル実施機関:3か所

として本研究事業を実施した。

E 方法

1. I生と性の健康教育」に関する実態調査(平成 14

年度)

1 )調査対象者

広島県尾三地域保健所管内全市町(11市町)の

全小学校の小学校 6年生幼児 (3・4歳児)をも

っ保護者，小学校教諭・養護教諭，保育士

2 )調査期間

平成 14年 10月 18日-11月8日

3 )配布・回収方法

小学校 6年生，小学校教諭・養護教諭については，

各市町教育委員会を通じ各小学校ごとに回収し，幼

児 (3・4歳児)をもっ保護者，保育士については，

各市町を通じ保育所ごとに圃収した。

4 )調査内容

子どもの性教育に対する考え方，学校保健と地域

保健の連携の実態 性教育の実施状況など

2.研究事業の推進組織(平成 14・15年度)

「生と性の健康教育jを共通テーマとして事業を企

画・実施・評価するプロセスを共有し，健康教育の推

進について検討するため，学校保健と地域保健の関係

機関から成る広域検討委員会と地域検討委員会を設置

した(図1)0

平成 14年度

.実態調査
保育所 小学校 11 高等 ・システム検討

三原地域検討委員会

実務者ワーキング会議

| マニュアル作成 | 

広域検討委員会

臨圏
E富田

平成 15年度

・広域検討委員会

.地域検討委員会

.モデル実践

・マニュアル作成

図 1 研究事業の推進組織

1 )広域検討委員会

学校保健と地域保健の代表者を中心に，保健・医

療・福祉・教育関係といった幅広い分野の関係者で構

成し，健康教育システム全体を総合的に検討する場と

して設置した。この委員会では 平成 14年度の実態

調査により得られた課題の抽出を行い，事業の方向性

を検討し， 15年度に各地域でモデル的に実践した健

康教育の成果を集約した。

2 )地域検討委員会

健康教育をモデル的に実践する機関を中心とした地
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域の実務担当者で構成し 健康教育の企画・実施・評

価を行った。この委員会では 健康教育の指導案を検

討し，健康教育実践の評価を行い，今後の方向性を検

討し， 1) の広域検討委員会に提出した。

3.健康教育のモデル実践(平成 15年度)

学校保健と地域保健が連携した「生と性の健康教育」

の企画・実施・評価までの一連の過程を協働実施する

ために，広島県尾三地域保健所管内の 3地域(尾道，

三原，世羅)で各年齢段階別に健康教育をモデル的に

実践した。

E 結果

1 .調査票を用いた実態調査

対象機関ごとの対象者数，有効回答数，有効回答率

は表 1のとおりである O 以下に 主な調査結果を紹介

する O

1 )小学校 6年生と小学校教諭・養護教諭の回答結果

の比較

小学校 6年生が性について知りたい内容(複数回答

可)として， I命の大切さJ(26.5 %)， I友情と恋愛」

(25.9 %)， IエイズについてJ(22.7 %)が上位にあが

っていたのに対し，小学校教諭・養護教諭では，児童

が知りたいと考えている内容として「生命誕生」

(59.5 %)， I男女の体と心のちがLリ (58.7%)，I性交

についてJ(57.0 %)などの生物学的な内容が上位に

あがっていた。

性教育の理解状況では 小学校 6年生の 58.6%が

「理解できた」と回答したのに対し，小学校教諭・養

護教諭では， 47.9 %が「児童が理解しているかどうか

わからなpJと回答した。

性知識の情報源では，小学校 6年生は「学校の授

業・先生」が 87.9%と大多数であったのに対し，小

学校教諭・養護教諭では， Iマンガ・コミック」だと

思っていたという回答が 79.3%と多く，次いで、「テ

レビ・映画J(70.2%)であった。また，児童の体や

調査対象者

表 1 調査票の回収状況

対象者数 有効回答数 有効回答率(%)

小学校 6年生

3・4歳児保護者

小学校教諭・養護教諭

保育士

358 321 89.6 

458 344 75.1 

142 121 85.2 

110 93 84.5 

心の変化についての心配の有無では， 72.7%の小学校

教諭・養護教諭は I (児童は)心配しているだろう」

と回答したのに対し 児童は 61.7 %が「心配してい

ない」という回答であった。

このように，小学校 6年生と小学校教諭・養護教諭

とでは，性教育に対する認識に差が認められた。

2 )学校保健と地域保健の連携の状況

性教育について地域保健と学校保健の関係者との連

携の必要性に関する質問では，教諭，保健師とも，

「必要性を感じている」が 80%以上の回答であった O

性教育について地域保健と学校保健の関係者との連携

状況では，教諭，保育士，保健師とも， I連携がとれ

ていると思わなpJが約半数の回答であり， Iどちら

かというと連携がとれていると思わなpJを合わせる

と， 80%以上の回答であった。市町の地域保健担当

部署と小学校の学校保健とのかかわりは， Iある」が

54.5 %の回答であった。

広島県尾三地域保健所が管内の町および学校と連携

した思春期精神保健事業に従来から取り組んでいる世

羅地域 6)では， I健康教育を通して学校関係者とのか

かわりはある(保健事業などで性教育に取り組んでい

る)Jが 75%の回答であり それ以外の地域では

42.9 %の回答であった O

2.健康教育のモデル実践の結果

1 )尾道地域

保育所の保育士が 4・5歳児 (22名)および保護

者 (19名)を対象とし 他保育所保育士の見学参加

も得て，男女の性の違いや自分の体，自分の命，友だ

ちの命，命の大切さを伝える健康教育のモデル実践

(紙芝居形式)を行った。

子どもたちは保育士からの質問にも積極的に答え，

熱心に話を聞き，楽しく学んでいた。健康教育実践後

に，助産師である助言者を囲み，保護者との座談会を

行い，保護者自身の生と性のとらえ方や子どもからの

質問にどう答えたらよいかについて話し合いを行っ

た。保護者からは「今後，どうして赤ちゃんが生まれ

るかと聞かれたら 話す内容を自分で考えないといけ

F
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ない。J，I命の大切さを繰り返し話すべきだと思う。J，
「他の保護者や助言者である助産師さんの話を聞くこ

とで，子どもへの説明の仕方の参考になったoJとい

う内容の意見があった。参加した保護者を対象とした

アンケート結果では 「生と性の健康教育」を始める

時期について，約 7割の保護者は「幼児期」と回答し

た。また，すべての保護者が「生と性の健康教育は必

要だ」と回答した。

2 )三原地域

小学校の養護教諭が小学校 5・6年生 (9名)を対

象に，他校養護教諭の見学参加も得て，学校の授業の

一環として IPのちの誕生」をテーマに健康教育を実

践した。学習のねらいを「自分の命のはじまり，誕生

を科学的に知ることJ，I性交については，生殖だけで

なく人間関係を深め合うものであり，愛と責任を伴う

ものであることを理解することJ，I自分がどう生きて

いくかを考える機会になるようにすることJ，I自分の

こころと体は自分で守らなければならないこと」に設

定した。今回のモデル実践より具体的な健康教育の内

容や方法について検討し 教育関係者(他の小学校養

護教諭等)からは「教育媒体として紙芝居や図，写真

などを提示することがわかりやすくさせる」などの意

見があり，また健康教育の実践にあたっては特に地域

保健の人材を活用していくことが提言された。小学生

を対象としたアンケート結果では，頻度の多い順に，

「命の大切さがわかったJ(88.9 %)， I大人になったら

役立つと思ったJ(55.6 %)であった。

3 )世羅地域

看護学を専攻する大学生が高校 3年生 (30名)を

対象に，自分の性を大切にするために性感染症などの

知識やコンドームの正しい使い方などの技術を伝える

ピアエテ守ュケーションを実践した。このモデル実践に

より，生徒が生と性を自分のこととして考え，意見交

換できるピアエデュケーションによる学習効果を実感

できた。高校生を対象としたアンケート結果では，

「コンドームの付け方などの実演があり，避妊法の説

明・演習はとてもわかりやすく役立つ。J，I友だちゃ

自分に近い年代の大学生と話し合い，自分の意見を言

えた。jなどの回答が得られた。また，大学生は， I高
校生は積極的に参加してくれた。話し合うことで相互

学習できることを実感し，今後も積極的にピアエデュ

ケーションを実施していきたい。」という意見があっ

た。

3.健康教育マニュアルの作成

前述の健康教育のモデル実践をもとに，広域検討委

員会で健康教育の推進について検討し，本研究事業が

普遍化できるように 幼児期からのライフサイクルに

沿った「生と性の健康教育」連携マニュアルを作成し，

関係機関に配布した。このマニュアルは，学校保健と

地域保健の連携方法や効果的な思春期保健対策を推進

するために，幼児期からライブサイクルに沿った健康

教育の内容や方法についてまとめたものである O この

マニュアルでは，発達段階に応じ幼児期から思春期ま

でを 5期に分け，各期の特徴 目標，効果的な健康教

育の方法，連携のあり方，恒常的なシステムとするた

めのポイントをまとめた。このマニュアルを関係機関

に配布し，今後の「生と性の健康教育」の活用をよび

かけている O

U 考察

1 .学校保健と地域保健の連携の必要性

平成 14年度の実態調査では 学校保健と地域保健

との連携が不十分であったという認識が示された。広

島県尾三地域保健所では，昭和 63年度から，広島県

世羅郡3町を対象とした思春期相談ネットワーク事業

6) を実施しており，これらの町では，学校側と町の地

域保健担当部署の連携が日ごろからとれている O 両者

の連携の調査結果から この 3町における小学校・町

は，ネットワークを構築していない市町と比較して，

学校保健と地域保健のかかわりが多いことがわかっ

たO 関係機関が連携を図るためには，事業を通して検

討するプロセスが重要で、あることがわかる。

そこで，平成 15年度では，学校保健，地域保健そ

れぞれの機能を発揮して 性に関する生物学的な性教

育だけでなく，幼児期から学童期・中・高等学校にい

たるまで，命の大切さ，男女が互いに尊重すること，

人間関係づくりなどの教育を包括した内容のものを提

供するために，互いに共通認識を持って「生と性の健

康教育」をモデル事業として実施した。

2.幼児期から始める「生と性の健康教育」

性教育の現状の問題点として，1始める時期が遅いJ，

「十分な時間をかけていないJ，I内容が生物学的で、あ

るJ，また，家庭(保護者)における問題点として，

「学校に任せきりとなっているJ，Iわが子と性教育に

ついて語り合うことを敬遠している」ということなど

が指摘されている 3)。

今回の調査結果より 子どもから性に関する質問を

受けたことがある保護者は半数以上おり，幼児の健康

教育に携わっている保育士などの関係者，保護者とも

に性教育の必要性を感じていることがわかった。幼児

期は，自分や友達の体に興昧を持つことや男女の違い

などに関心が芽生える時期であり 保育所における健

康教育のモデル実践は 家庭で生と性について話し合

う契機となった。広域検討委員会では， I生と性の健

康教育jは幼児期から始めた方がよく，家庭の役割が

重要であること，日常の保育の中で「生と性の健康教
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育Jを認識することが望ましいとした。また，保育所，

小学校，高等学校におけるモデル実践から，幼児期か

ら高等学校にいたるまでのライブサイクルに沿った健

康教育システムを構築する必要性があるとした。この

ことから，幼児期からライフサイクルに沿った健康教

育の内容を次のとおりまとめた。

(1)保育所でのモデル実践における保護者との座談会

で，子どもからの質問にどう答えたらよいかにつ

いて話し合いを行った経験から， 4.5歳児は，

市町村の保健師が育児学級などで保護者を対象と

して，家庭の役割の重要性を意識することや，幼

児期から「生と性の健康教育」の大切さ，親子の

コミュニケーションのとり方などをテーマに健康

教育を実施する。保育所・幼稚園は，保護者同士

の話し合いの場を設け生と性について情報提供し

たり，家庭で親子の話し合いを進めるように健康

教育を推進する。

(2)平成 14年度の実態調査結果より，小学校 6年生

が性について知りたい内容として.1命の大切さJ，
「友情と恋愛」といった生きることや人間関係の

ことが上位にあがっていたことから，小学校・中

学校は，保健主事が年間計画を通して発達段階に

応じた内容で，性に関する生物学的な内容だけで

なく生きることの大切さや人間関係の育成を含め

た健康教育を推進する。

(3)高等学校は，生と性について生徒ひとりひとりが

自分のこととして真剣に考えることができるよう

な健康教育を実施する。世羅地域でのモデル実践

により，生徒が生と性を自分のこととして考え，

意見交換できるピアエデュケーションによる学習

効果を実感できたことから，その一手法として，

大学と連携したピアエデ、ュケーションの共同参加

型学習法により，生徒が人間の性について総合

的・科学的に広く理解するとともに，社会性や自

主性の育成が期待できる 7)，8)。これによって，①

生徒が妊娠や性感染症に関する知識を深める，②

性感染症d躍患の危険性低下のための予防的・対処

的行動がとれる 3) ③生徒が生と性の健康を支援

する社会資源を活用できることが期待できる O

3.学校保健と地域保健が連携した健康教育推進シス

テム

健康教育システムを有効に運用するためには，健康

教育の企画・実施・評価を行う機能を持つ組織が必要

である。今回の事業では，広域検討委員会，地域検討

委員会がその役割を担った。平成 14年度における広

域検討委員会では実態調査の結果を受け， r生と性の

健康教育」を「命の大切さやお互いの人権を尊重する

人づくり教育であり，単に男女の遠いや，二次性徴，

性交などの教育をいうのでなく 生き方につながるも

のである」と定義した。平成 14年度の実態調査結果

から，小学校 6年生と教諭・養護教諭とでは，性教育

の理解状況や性について知りたい内容の認識に差が認

められた。効果的な健康教育を推進するためには，関

係者の知識・技術の向上および教える側と教わる側と

の相互交流が不可欠である O 教諭・養護教諭は，児童

の理解状況，指導目標に達したかどうかを評価するシ

ステムが必要である 3)。健康教育では，命の大切さや

人間関係を重視するとともに それぞれの年代や理解

状況に見合った有効な学習方法参加方式の教育手法

についての研修を受けることが求められる 3)。また

性教育について地域保健と学校保健の関係者との連携

の必要性を感じている担当者が非常に多かったことか

ら， r学校保健と地域保健が連携した健康教育推進シ

ステム」のシステムとは 「同じ目標達成を目指す各

機関が，それぞれの役割を生かして連携をとり，企

画・実施・評価に至る一貫した事業を展開する構造を

とっていることjとした。以上の実態調査結果やモデ

ル実践経験を踏まえ 効果的な健康教育システムを構

成する要素として次の 6点をあげた。

(1)協働する機関が それぞれの機能と役割を相互に

理解し，共通認識を持っていること。

(2)家庭は，子どもが生と性について学ぶ原点である

ことを，関係者全員が理解していること。

(3)尾道地域でのモデル実践の経験から，子どもの成

長と発達に応じた「生と性の健康教育」が必要で

あること。

(4)学校での健康教育の実践にあたっては特に地域保

健の人材を活用していくことが提言されたことよ

り，関係機関の連携および各所属内の協力体制が

必要であること。

(5) システムには 健康教育の企画・実施・評価を行

う機能が備わっていること。

(6) r生と性の健康教育Jは 学校教育と地域の保健

事業のカリキュラムとして明確に位置付けられる

こと。

「生と性の健康教育」を推進するためのシステムに

必要な要素として， 4つの教育要素(知識・技術，感

情，価値観形成，態度形成)があげられており，これ

を達成することで 児童・生徒の学習は効果的なもの

になるとしている 3)。本研究事業の成果を参考にし，

この 4つの教育要素別に，各機関(家庭，学校，保健

所などの保健専門機関 地域社会)の役割を十分に生

かした健康教育を推進するシステムの一例を考えた

(図 2)。健康教育を行う 3つの機関(学校，地域，家

庭)が取り組むべき重点事項として，次の(1)~ (3) 

を掲げた。今後はこのプレームを認識して「生と性の

健康教育」を地域で展開したいと考えている。

(1)学校保健

学校では， r知識伝達型」の教育手法だけでなく，
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自己の確立( r生 J

仲間づくり

( 社 会 的 技 術 の 習 得 )

他を敬う心

自己尊重(自分を大切にする心)

図 2 生と性の健康教育推進システムの一例

「参加型学習」を取り入れたスキル重視の教育手法を

導入する必要がある 3)0 r生と性の健康教育」を通し

た，仲間づくり(社会的技術の習得)に重点を置くこ

とで，人間関係の形成並びに自己の確立という目標達

成につながる o r生と性の健康教育jは，保護者の理

解と支援のもとに進められると考えられることから，

学校は，あらかじめ保護者に教育内容を知らせる，保

護者の意見を把握することも重要な役割ととらえてい

る3)。

(2)地域保健

県保健所は， r生と性の健康教育」の企画・実施・

評価に対する助言を与え また 研修会やエイズ予防

教育などの出前講座を実施し，専門知識技術の提供を

行う O また県保健所や市町村は 健やか親子 21の広

報啓発(公開シンポジウム開催など)を積極的に行う O

市町村の社会資源は，学校の総合学習に協力する(乳

幼児健診の場で中学生が赤ちゃんの世話をしたり，ボ

ランティアで保育所の仕事を体験したりすることな

ど)。

(3)家庭

家庭教育は，教育要素の中の感情(他を敬う心，自

己尊重)の形成に最も重要な役割を果たしている O 幼

児期からの健康教育は家庭から始まり，保育や母子保
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健事業を通して地域保健との関わりを経て，就学期以

降は学校保健とのかかわりが多くなる。幼児期から思

春期までの一貫した「生と性の健康教育」は，学校保

健と地域保健の連携はもとより それぞれの地域で家

庭も一体となった体制を整備する必要がある 3)。

V 結語

「生と性の健康教育Jを推進するためには， (1)学

校保健と地域保健相互の機能と役割を理解すること，

(2)効果的な健康教育は，幼児期からライブサイクル

に沿って継続して実施し 各時期の発達課題に応じた

内容・方法を工夫すること， (3)健康教育を推進する

システムは，関係機関が協働し，健康教育の企画・実

施・評価機能を持つことが必要であると考えた。

保健所は広域的・専門的機能を強化し，関係機関の

連携を推進する調整役として各機関の取り組みを支援

することによって 性感染症予防などの健康教育を積

極的に実施することが求められる O

現在，高等学校におけるビアエデュケーションによ

る健康教育は学校，母子保健推進員，市町村，保健所

といった各関係機関から成る検討委員会を開催して，

県立広島大学保健福祉学部の重点研究事業として実施

している。今後はさらにピアエデュケーションによる

健康教育の実践の効果についても検証したいと考えて

p る。
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Abstract 

Recently， more and more teenagers have contracted sexually transmitted diseases and have undergone abortions. 

This is a great problem that should be dealt with as soon as puberty begins. 

We have developed a new system of health education on life and sex for pupils， in cooperation with the com四

munity health staff. First， we evaluated the actual conditions of health education for pupils， and then we held a 

committee meeting to deal with the problems. 

We made model programs of health education on life and sex for pupils in three local areas. In the Onomichi 

訂 ea，nursery school teachers conducted health education programs for children and had a round-table talk with 

their p訂 ents.In the Mihara area， school nurses conducted health education programs at an elementary school， and 

college students conducted peer education sessions for high school students. We drew up a manual with the aim 

of promoting health education effectively and distributed manuals to the institutions involved. 

To promote health education on life and sex for pupils， we make it a point to cooperate with the community 

health staff and to ensure what the pupils are taught is appropriate for age. It is essential for the institutions to 

cooperate on health education and perform the important function of "plan-do-see" for health education. 

Key words : health education on life and sex， preventive education for sexually transmitted disease， peer education 
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