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学校保健（新型コロナウイルス感染症対策を含む）・食育の推進、
労働安全衛生管理体制の整備について 
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児童生徒の心身の健康の充実 令和3年度予算額(案) 5億円
(前年度当初予算額 0.7億円)

児童生徒の健康管理・健康づくりの推進
児童生徒が自らの健康は自分で守ることを理解し、免疫力の向上など必要な知識を身
に付け、活用すること（健康リテラシー）ができるよう健康づくりや感染症予防に関する優
良な取組を収集し、事例集として動画の作成・配信を行い、普及を図る

＜日本学校保健会補助（補助率：定額）の内数＞

感染症対策専門家を講師とした学校関係者向けのオンライン研修会を実施し、新型コ
ロナウイルス感染症に関する正しい知識や最新の知見等を普及・啓発することにより、学
校における感染症対策の充実を図る 【委託先：1団体（民間団体等）】

＜専門家を活用した学校における感染症対策研修事業 11百万円＞

３ 36百万円

感染症拡大に伴う学校給食・食育の諸課題
に関する調査研究等

臨時の長期休業に伴う課題への対応として調査研究を実施 【委託先：2団体（民間団体等）】
• 放課後児童クラブ等関係機関との連携の在り方、学校給食事業者と学校設置者と
のキャンセル料等の契約関係等

学校給食における衛生管理の調査・徹底指導等
• 新型コロナウイルスの特徴も踏まえた衛生管理の在り方に関する
調査・指導の徹底等を図る

６ 36百万円
（前年度予算額 22百万円）

学校健康診断情報のPHRへの活用に関する
調査研究事業

政府全体のPHR（Personal Health Record）推進という方針を
踏まえ、学校健康診断結果をマイナポータル等を通じて閲覧できるよう
にするための実証実験を行い、システム実現のための技術的課題等に
ついて調査研究を実施 【委託先：1団体（民間団体等）】

２ 155百万円
（前年度予算額 14百万円）

新型コロナウイルス感染症を契機として、集団感染の早期把握など児童生徒の生命と安全を守るための情報の利活用が求められている。校務支援システムに入力されてい
るデータを活用し、「学校等欠席者・感染症情報システム」や「PHR」など、デジタル時代にふさわしい児童生徒の健康を守るための情報システムを構築する。

児童生徒が自らの健康は自分で守ることを理解し、免疫力の向上など必要な知識を身に付け、活用すること（健康リテラシー）ができるようにすることや、感染症に関する
正しい知識の普及・啓発を行い、感染症対策の充実を図る。

近年増加しているがんや近視などの健康課題や、長期休業期間における食の課題など新しい社会的課題にも迅速に対応し、学びの保障の前提となる児童生徒の心身の
健康の充実について総合的に取り組む。

概 要

がん教育総合支援事業
全国でがん教育を確実に実施するため、それぞれの地域の実情に
応じた取組を支援するとともに、がん診療連携拠点病院等と連携
し、がん専門医、がん経験者等の外部講師を活用したがん教育の
取組を支援する 【委託先：1団体（民間団体等）】

５ 32百万円
（前年度予算額 32百万円）

児童生徒の近視実態調査事業
視力低下が進行する時期となる小中学生を対象に、医療関係者等の
協力の下、児童生徒の近視の実態やライフスタイルとの関連を調査する
とともに、その結果を活かし、児童生徒の視力低下を防止するための対
策を検討する 【委託先：1団体（民間団体等）】

４ 42百万円

１ 学校等欠席者・感染症情報システムの充実
新型コロナウイルス感染症にも対応する学校等欠席者・感染症情報
システムについて、各学校の校務支援システムに入力されている「発熱
による欠席」や「感染症による出席停止」のデータを連携することにより、
現場の負担なく、より精度の高い状況把握を実現

＜日本学校保健会補助（補助率：定額）の内数＞

※平成25年より日本学校保健会が運営
※全国の学校で本システムを活用（加入率：小学校の約66％、中学校の約60％ 令和２年10月現在）

222百万円
新規

新規

新規



 

○ がん対策は、がん対策基本法のもと、第３期がん対策推進基本計画（2017～

2022年度）に基づいて実施。 

 ⇒ がん教育については「国は、全国での実施状況を把握した上で、地域の実情

に応じて、外部講師の活用体制を整備し、がん教育の充実に努める。」とされ

ている。 

 

○ 文部科学省としては、 

・「がん教育」の在り方に関する検討会において、がん教育の在り方を整理 

・新学習指導要領（中学校及び高等学校の保健体育科）に「がん教育」を明記 

 ※中学校は、2021年度全面実施。高等学校は、2022年度入学生より年次進行で実施。 

・がん教育推進のための教材等の作成・周知 

・地域の実情に応じたがん教育の取組を支援 

・全国でのがん教育の実施状況を調査 

・がん教育研修会及びシンポジウムの実施 

 

○ これまで、学校では、健康教育の一環としてがん教育に取り組んでいただいて

いるところであるが、国の取組等を踏まえ、下記の教材等を活用して、学校にお

けるがん教育の一層の推進をお願いしたい。 

 

（参考資料ＵＲＬ） 

がん教育推進のための教材（平成 29年 6月 一部改訂） 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1369992.htm） 
 
がん教育推進のための教材 指導参考資料 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1385781.htm） 
 
学校におけるがん教育の在り方について（報告） 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1369993.htm） 
 
外部講師を用いたがん教育ガイドライン 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1369991.htm） 
 
令和元年度がん教育外部講師研修会・シンポジウム ※配布資料を公開 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1423058.htm） 
 
令和元年度がん教育研修会 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1419294.htm） 
 
がんの教育総合支援事業におけるモデル校の取組 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1386959.htm） 
 
平成 30年度におけるがん教育の実施状況調査の結果について 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1410244_00002.htm） 
 

 

学校におけるがん教育の推進について 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1369992.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1385781.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1369993.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1369991.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1423058.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1419294.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1386959.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1410244_00002.htm


 

○ 近年、若年層を中心に大麻の乱用が拡大しており、令和元年には大麻事犯検挙

人員が過去最多を更新するとともに、検挙人員の約６割が 30 歳未満の者となるな

ど、深刻な問題となっている。 

 

（参考）大麻事犯の検挙人員の推移        （人） 

 H27 H28 H29 H30 R1 

総数 2,167 2,722 3,218 3,762 4,570 

 うち少年 144 211 301 434 615 

  うち中学生 3 2 2 7 6 

  うち高校生 24 32 53 74 110 

 うち 20 歳代 905 1,026 1,218 1,573 2,007 

※出典：警察庁、厚生労働省、海上保安庁（厚生労働省集計）調べ 

 

○ 平成 30 年８月に薬物乱用対策推進会議において策定された「第五次薬物乱用防

止五か年戦略」では、中学校及び高等学校での薬物乱用防止教室の完全実施を掲

げているところであるが、私立学校においては４～６割程度の開催に留まってい

るのが現状。 

 

○ 大麻については、インターネット等において「有害性がない」といった誤った

情報が氾濫しており、青少年の大麻乱用の拡大につながっていると考えられるこ

とから、児童生徒等が薬物乱用の危険性・有害性について正しい知識を持ち、規

範意識の向上が図られるよう、一層の指導の充実について御理解と御協力をお願

いしたい。 

 

（参考）平成 30 年度における薬物乱用防止教室開催状況 

 公立学校 私立学校 国立学校 

小学校 79.3％ 35.3％ 42.9％ 

中学校 94.8％ 41.0％ 68.1％ 

高等学校 96.5％ 58.7％ 55.6％ 

※出典：文部科学省調べ 

 

（参考）第五次薬物乱用防止五か年戦略（平成 30 年８月薬物乱用対策推進会議）（抜粋） 

目標１ 青少年を中心とした広報・啓発を通じた国民全体の規範意識の向上による薬物乱用未然防止 

（１）学校における薬物乱用防止教育及び啓発の充実 

（薬物乱用防止教室の充実強化） 

・ 薬物乱用防止教室は、学校保健計画に位置付け、すべての中学校及び高等学校において年１回

は開催するとともに、地域の実情に応じて小学校においても開催に努める。 

 

（参考資料ＵＲＬ） 

薬物乱用防止教室について 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1297198.htm 

 

学校における薬物乱用防止教育の推進について 
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第１部 保健体育編 第２章 保健体育科の目標及び内容 第２節 各科目の目標及び内容
「保健」 ３ 内容 （1） 現代社会と健康 ア 知識
(ｵ)精神疾患の予防と回復
㋐ 精神疾患の特徴

精神疾患は、精神機能の基盤となる心理的，生物的，または社会的な機能の障害などが原因となり，認
知，情動，行動などの不調により，精神活動が不全になった状態であることを理解できるようにする。

（略）

その際，アルコール，薬物などの物質への依存症に加えて，ギャンブル等への過剰な参加は習慣化す
ると嗜癖行動になる危険性があり，日常生活にも悪影響を及ぼすことに触れるようにする。

高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 保健体育編・体育編

１ 「嗜癖」とは

○物質依存と行動嗜癖

嗜癖

・ニコチン
・アルコール
・カフェイン
・鎮静作用、
興奮作用、
幻覚作用等
を有する薬物
など

物質依存

・ギャンブル等
・ゲーム
・その他

行動嗜癖

＊医学的には「嗜癖」というが、一般的には
「依存」といわれている。

家庭の問題
・家庭内での暴言や暴力
・家族の健康状態の悪化
・家族関係の崩壊

生活の問題
・昼夜逆転の生活になる
・学校に遅刻する
・学校を休みがちになる
・成績が低下する
・留年・退学になることがある
・失業・借金

友達との人間関係の問題
・友人関係が悪化する
・友達が離れていき、孤立する

○行動嗜癖による様々な影響

○行動嗜癖を生み出す要因
・心理的な要因（ストレスなど）
・環境的な要因（簡単に手に入れやすい、いつでも、どこでもできる） など

誰にでもなる
可能性がある！

健康の問題
・睡眠や食事がおろそかになる
・身体や精神の障害
・性格の変化
・体力が低下する

・主な対象：高校生
・制 作：令和２年３月
・掲載URL：
https://www.mext.go.jp/a_menu/k
enko/hoken/1415166_00001.htm

２ 行動嗜癖を生み出す要因とその影響

「行動嗜癖を知っていますか？」ギャンブル等にのめり込まないために 啓発資料概要
し へき

し へき

＊

http://www.mext.go.jp/
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1415166_00001.htm
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４ 行動の振返りと5年後の自分

行動嗜癖にはギャンブル等以外にもさまざまなものがある。
のめり込むことで日常生活に悪影響を及ぼすことがあるので、
客観的に自分の行動を振り返える。
チェックシートに現在の自分の生活や行動を書き出し、さらに
５年後の自分を想像する。

３ ギャンブル等にのめり込むことにより
問題化するプロセス

誘われるなどして
ギャンブル等を
始め、楽しむ

だんだん
物足りなくなる

のめり込んで
コントロールでき
なくなる

生活面で
問題が起こっても
やめられなくなる

・主な対象：高等学校等教職員
・策 定：平成31年３月
・掲載URL：http://www.mext.go.jp/a_menu/

kenko/hoken/1415166.htm

指導参考資料

http://www.mext.go.jp/
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1415166.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1415166.htm


食育基本法（平成17年法律第63号）の規定に基づき、政府の食育推進会議において、平成28年３月に第３次食育推進基
本計画（平成28～令和２年度）を作成し、実施している。（令和３年３月食育推進会議において第４次計画を策定予定）

第３次食育推進基本計画の概要（文部科学省関係抜粋）
第３ 食育の総合的な促進に関する事項
2．学校、保育所等における食育の推進
○食に関する指導の充実
・学校教育活動全体を通じた食育の推進 等

○学校給食の充実
・学校給食での地場産物・国産食材活用の推進 等

○食育を通じた健康状態の改善等の推進
・栄養教諭が学級担任等と連携し、保護者の理解と協力の下に、児童生徒の望ましい食習慣の形成に向けた取組を推進

第３次食育推進基本計画

学校における食育の推進

「栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育」
（平成29年3月）

文部科学省HP：
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1385699.htm

学校において栄養教諭
が果たす役割を明確にす
ることにより、管理職、学
級担任など全教職員が
栄養教諭を中心とした食
育推進体制について認
識を深め、学校における
食育の一層の推進を図
ることを目的に本冊子を
作成。

文部科学省HP：
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/index.htm

『つながる食育推進事業』に関する調査研究報告書
（令和２年3月）

「食に関する指導の手引」
（平成31年３月）

栄養教諭と養護教諭等が連
携した家庭へのアプローチや、体
験活動を通した食への理解促
進など、学校を核として家庭を
巻き込んだ取組を推進し、子供
の日常生活の基盤である家庭
における食に関する理解を深め
ることにより、効果的に子供の食
に関する自己管理能力の育成
を目指す「つながる食育推進事
業」を実施し、報告書を作成。 文部科学省HP：

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/index.h
tm

学習指導要領の改
訂や社会の大きな変
化に伴う子供の食を
取り巻く状況の変化
などを踏まえ、食に関
する指導を行うための
教職員向けの指導
書である「食に関する
指導の手引」を改訂。



「学校給食における食物アレルギー対応指針」（平成27年３月 文部科学省）
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1355536.htm 

食物アレルギー対応の大原則
○食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供する。そのためにも、安全性を最優先とする。

○食物アレルギー対応委員会等により組織的に行なう。

○「ガイドライン」に基づき、医師の診断による「学校生活管理指導表」の提出を必須とする。

○安全性確保のため、原因食物の完全除去対応（提供するかしないか）を原則とする。

○学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み無理な（過度に複雑な）対応は行わない。

○学校法人等学校設置者は食物アレルギー対応について一定の方針を示すとともに、各学校の取組を支援する。

学校や調理場における安全・安心かつ確実な対応の実施を促進するため、学校給食において食物アレルギー対応を行う際の
参考資料として基本的な考え方を提示。

私立学校における学校給食の実施状況

食物アレルギー対応

学校給食の充実
♢学校給食法（昭和29年法律第160号）
第4条 義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。

○私立学校における学校給食（完全給食）の実施状況 小学校 38.3％ 中学校 9.9％
参考：公立学校における学校給食（完全給食）の実施状況 小学校 99.3％ 中学校 93.2％
出典：平成30年度「学校給食実施状況調査」

「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」（令和２年3月 公益財団法人日本学校保健会）
平成20年に作成されたガイドラインについて、これまでのアレルギー疾患対策に関する法や基本指針等を踏まえて
改訂。
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学校における
労働安全衛生管理体制の

整備のために（第３版）

～教職員が教育活動に専念できる適切な職場に向けて～



労働安全衛生管理体制の未整備は法令違反。
学校の設置者は、法令上求められている体制整備を！

教職員が教育活動
に専念できる適切
な労働環境の確保

学 校 に お け る
労 働 安 全 衛 生
管理体制の整備

学校教育全体
の質の向上

（１）教職員50人以上の学校で選任・設置を要するもの

○ 少なくとも週１回学校を巡視し、設備、作業方法、衛生状態に有害のおそれがあるときは、
直ちに教職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずる。

＜職務の具体的事項の例＞
　・健康に異常のある者の発見及び処置
　・作業環境の衛生上の調査、作業条件・施設等の衛生上の改善
　・衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項　等

◆衛生管理者：衛生に係る技術的事項を管理する者
（衛生管理者免許取得者、「保健体育」の中学・高校教諭、養護教諭等から、原則その学校に
専属の者を選任）

○健康診断・面接指導の実施、作業環境の維持管理等の教職員の健康管理※2等を行う。
○ 教職員の健康確保のため必要があるときは、学校の設置者に対し、教職員の健康管理等

について必要な勧告を行うことができる。※3

○ 少なくとも月１回※４学校を巡視し、作業方法、衛生状態に有害のおそれがあるときは、
直ちに教職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずる。

※１  全ての学校に必置となっている学校医に加えて、選任が必要。（学校医と兼任することも可能だが、厚
生労働大臣が定める研修修了する等の要件を備えた者である必要がある）

※２  平成30年の労働安全衛生法等の改正により、産業医を選任した事業者（学校の設置者）は、産業医に対
し、労働者の労働時間や労働環境等、労働者の健康管理を適切に行うために必要な情報を提供しなけれ
ばならないこととされた。

※3  平成30年の労働安全衛生法等の改正により、学校の設置者が勧告を受けたときは、勧告の内容及び勧告
を踏まえて講じた措置の内容を、記録・保存するとともに、その内容を衛生委員会に報告しなければな
らないこととすること等とされた。

※4  学校の設置者から月1回以上、衛生管理者の巡視の結果等の所定の情報の提供を受け、学校の設置者から
同意を得ているときは、少なくとも２月に１回

◆産業医：産業医学の専門家として教職員の健康管理等を行う者
（医師のうち、厚生労働大臣が定める研修を修了した者等から選任※１）

学校において求められる労働安全衛生管理体制１



（２）教職員10～49人の学校で選任を要するもの

（３）学校における面接指導体制の整備

＜調査審議事項の具体的な例＞
　①教職員の健康障害防止、健康保持増進のための対策
　②長時間にわたる労働による教職員の健康障害の防止対策
　③教職員の精神的健康の保持増進を図るための対策　　　　等

◆衛生委員会：衛生に関する重要事項について調査審議する機関
（校長、衛生管理者、産業医等で構成）

○ 衛生管理者の選任を要する学校以外の学校のうち、教職員10人以上の学校では、衛生
推進者を選任し、衛生に係る業務を担当させなければならない。

＜職務の具体的事項の例＞
　・施設、設備等の点検及び使用状況の確認
　・作業環境、作業方法の点検
　・健康診断及び健康の保持増進のための措置
　・衛生教育に関すること　　　　　　等

◆衛生推進者：衛生に係る業務を担当する者
（一定期間衛生の実務に従事した経験を有する者等から選任）

◆産業医の選任義務のない学校の教職員の健康管理について
○ 　教育委員会等の学校の設置者は、産業医の選任義務のない教職員49人以下の学校にお

いても、教職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師や保健師に
教職員の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

　 　この場合、各校ごとに医師を選任するのではなく、教育委員会で産業医の要件を備えた
医師等を採用し、複数の公立学校の職員の健康管理を担当させる等の取組も有効である。

○ 以下の2つの場合、教職員の申出を受けて、遅滞なく医師による面接指導を行う必要が
あり、その体制整備※５が求められている。

　・ 週40時間を超える労働時間が月80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる場合※６

　・ 心理的負担の程度が高く、面接指導を受ける必要があると、ストレスチェックを実施
した医師等が認めた場合

○ 上記に該当しない教職員でも、健康への配慮が必要な者については、面接指導等を行う
よう努める必要がある。

※５  なお、平成30年の労働安全衛生法等の改正により、新たに教職員の労働時間の状況をタイムカード等の
客観的な方法等で把握するとともに、週40時間を超える労働時間が月80時間を超えた労働者に対し、
当該超えた時間に関する情報を通知することが義務付けられた。

※６  平成30年の労働安全衛生法等の改正により、長時間労働者への医師による面接指導の要件が変更された。



（４）ストレスチェックの実施

既存の人材・組織の有効活用例
◆衛生管理者・衛生推進者／産業医◆
既に資格を有している者（保健体育教諭、養護教諭等／産業医資格を持つ学校医）を活用す
ることにより、速やかな体制の整備が可能※９

※９　このことは、衛生管理者等を特定の職種の職員に限定するものではありません。

◆衛生委員会◆
必要な委員を確保した上で、学校保健委員会等の既存の委員会と併用することにより、比較
的簡単に体制の整備が可能

 ・ 医師等による労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェッ
ク）を年に１度実施することが学校の設置者に義務付けられている。※７

・ ストレスチェックの結果、高ストレスであり医師による面接指導が必要と判断された
労働者から申出があった場合には、学校の設置者は、医師による面接指導を実施しな
ければならない。

・ その結果、学校の設置者は医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、
労働時間の短縮等適切な就業上の措置を講じなければならない。

・ 学校の設置者は、検査を行った医師等に、ストレスチェック結果を一定規模の集団ご
とに集計・分析させ、必要に応じて、適切な措置を講じる。※８

※７  教職員数50人未満の学校においては当分の間努力義務とされているが、学校の規模に関わらず全ての
学校において適切に実施されることが望ましい。

※８  ストレスチェックの集団ごとの集計・分析及びその結果を踏まえた必要な措置は努力義務であるが、職
場環境におけるストレスの有無及びその原因を把握し、必要に応じて職場環境の改善を行うことの重要
性に留意し、できるだけ実施することが望ましい。

労働安全衛生管理の推進のためには体制整備後の実践も重要
職場全体で協力し、適切な労働環境の確保を！

体制整備が進まない主な要因  改善方策の例

関係法令等の認識不足 現場の意識改革

有資格者の不在 既存の人材・組織の有効活用

財政的な事情 教育委員会や管理職のリーダーシップ

学校における労働安全衛生管理体制の改善方策2



衛生管理者の選任率 産業医の選任率

衛生委員会の設置率 衛生推進者の選任率

面接指導体制の整備状況（50人以上） 面接指導体制の整備状況（50人未満）※10

ストレスチェックの実施状況（50人以上） ストレスチェックの実施状況（50人未満）※11
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※10  週40時間を超える労働が月80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる場合に、教職員の申出を受け
て行う面接指導の実施は、学校の規模に関わらず義務付けられている。

※11  教職員数50人未満の学校においては当分の間努力義務とされているが、学校の規模に関わらず全ての学校
において適切に実施されることが望ましい。

※ 平成29年５月１日現在（文部科学省調べ）
※ 選任率・設置率：選任・設置を要する事業場のうち実際に選任・設置している事業場の割合

特に小学校・中学校における整備率が低い水準
市町村教育委員会をはじめとして早急な対応が必要！

公立学校における労働安全衛生管理体制等の整備状況3



衛生管理者の選任率 産業医の選任率

衛生委員会の設置率 衛生推進者の選任率

面接指導体制の整備状況（50人以上） 面接指導体制の整備状況（50人未満）※10

ストレスチェックの実施状況（50人以上） ストレスチェックの実施状況（50人未満）※11
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学校における労働安全衛生管理体制 
の整備のために

～教職員が教育活動に専念できる適切な職場に向けて～

住所　�〒100-8959　東京都千代田区霞が関3-2-2�
電話���03-5253-4111（内線�4950）

（連絡先） 文部科学省 初等中等教育局健康教育・食育課



ストレスチェックの実施状況（令和２年度）
ストレスチェック※は、都道府県、政令市では100％、市区町村は80.7％が実施。
労働安全衛生法では、50人以上の学校ではストレスチェックの実施が義務付けられている50人未満の学校においては当分の間努力義務とされているが、
学校の規模に関わらず全ての学校において適切に実施されることが望ましい。

【問】域内の学校において、労働安全衛生法に定められているストレスチェックを実施しているかどうか。

100.0%

100.0%

80.7% 11.0% 8.2%

都道府県

政令市

市区町村

①既に実施した又は実施中

②実施に向けて検討中

③特に取り組んでいない、取り組む予定はない

都道府県や政令市においては、学級規模に関わらず、全ての学校でストレスチェックが実施されている。
また、既に実施した（上グラフ①）と回答した市区町村（80.7%）のうち、学級規模に関わらず実施している市区町村が98.1%にのぼり、50人
以上の学校でのみ実施している市区町村は1.9%にとどまっている。

※ ストレスチェック：ストレスに関する質問票（選択回答）に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査。
「労働安全衛生法」が改正されて、労働者が50 人以上いる事業所では、2015 年12 月から、毎年１回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられた。

（令和2年度 教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査より）


