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東京都千代田区二番町 12-1 全国教育文化会館 

              ＊委員会は６月２９日（土）東京で１３時からです。ご予定をお願いします。 

 2013 年度文部科学関係予算（案） 

教教職職員員のの配配置置とと義義務務教教育育費費国国庫庫負負担担金金  
自民党に政権交代をしたことにより、概算要求のやり直しがありました。学校栄養職員栄養教諭

に関係する内容の概要としては、以下の２項目があります。 

 

１．義務教育費国庫負担金（教職員加配定数）･････････1 兆 4,879 億円（対前年度▲697 億円） 

 

 

 

①『教育再生』の基盤としたいじめ問題への対応や学校運営体制の整備、 

特別支援教育、小学校における専科指導の充実に必要な加配   ････････････ 1,400 人 

②少子化による児童生徒数の減少に伴う合理化減･･･････････････････････････････ ▲600 人 

※定数改善は、①－②＝８００人となりました。 

※８００人の定数改善内訳として示された資料には、昨年から３年間凍結とされていた、 

栄養教諭についての加配定数の改善もみられました。詳細は以下の通りです。 

加配事項 内容 24 年度 25 年度 増減 

栄養教諭等 

(法 15 条 2 号） 
肥満、偏食など食の指導への対応 279 人 329 人 ＋50 人 

 
 
 

＜考え方＞ 

各県１名程度の加配の増加が見込めます。 

ただし、各県からの要望がなければ実施されない加配のため、各県での加配状況は様々です。

各県の加配定数の確認も定期的に必要です。 

 

 

 

２．子どもの安全を守る学校健康教育の推進･･････7 億 8400 万円（対前年度＋2 億 2700 万円） 

①学校給食・食育総合推進事業 

学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究【新規】･･･････････････1,200 万円 

児童生徒の食物アレルギー疾患の実態や食物アレルギーに対応した学校給食の体制等の取

組状況を調査するとともに、有識者による検討会議において学校給食における食物アレルギ

ー対応に関する課題等について検討を行い、対応の充実を図る。 

 

 

 

 

 
５０人の加配増 

定数改善＋29 億円(1400 人)、自然減・合理化減▲82 億円(▲3,200 人＋600 人)、 

給与臨時特例法踏まえた削減 631 億円、若返り等による給与減▲13 億円】 

 

参考 復興特別会計（昨年度、モニタリング事業に充てられた予算） 

②安全・安心のための子どもの健康対策支援事業･････2 億 1600 万円（対前年度＋10 億円） 

児童生徒や保護者のより一層の安全・安心の確保の観点から、学校給食における放射性物

質を測定するための学校給食の検査等を実施する。 

参考 復興特別会計 

③東日本大震災の被災児童生徒のための学習支援加配措置･･････････････････････1,000 人 

大会・学習会は、 

7 月27･28 日

です。 



学学校校給給食食かからら見見たた TTPPPP  ～～流流れれ込込むむ輸輸入入食食品品～～  
  

 

 

 

 

 

 

安倍首相が表明した TPP 交渉参加。首脳会談後には共同記者会見もなく、「日米の共同声明」

なる文書をもっての表明でした。これを見る限りでも、〝例外を認める″とはどこにも書いていま

せん。また、TPP 参加国のほとんどが、日本がアメリカに主張している重要品目について輸出拡

大の対象としています。 

食の安全安心を守る基準を始め、地産地消の推進などの国内ルール（非関税障壁）の撤廃も伴う

可能性のある TPP 参加は、農薬使用量の増加、遺伝子組換作物の流入など学校給食の安全安心を

大きく揺るがすものになるでしょう。 

子どもたちのための豊かな給食の推進に向け、TPP 交渉参加反対の声を上げましょう。 

 

これまでの栄養職員部の活動  

◆全労連署名「TPP への参加中止を求める請願」への協同 2013 年 5 月 8 日現在 14,196 筆 

 

◆全国食健連 グリーンウェーブのとりくみ 

全教は、全国食健連の秋のグリーンウエーブ（「食糧の波」全

国共同行動）に参加しています。中でも TPP 反対の運動について

は、栄養職員部もここ数年積極的に参加しています。 

グリーンウェーブは、毎年 10 月からＴＰＰ交渉参加阻止をは

じめ、食の安全と農業再生、食料自給率向上、住民本位の震災復

興、地域経済を守ろうと、各地で学習会、宣伝・署名活動、市町

村や農協などへの訪問・要請をしてきました。 

昨年12月19日には、農水省前に集合して秋からの成果を持ち寄り、中央集結行動をおこない、

ＴＰＰ交渉参加反対の声をあげました。また、同日夕方には「中央収穫祭」として、交流の場も持

たれました。 

参加してみると、まさにグリーンウェーブは日本の農業を守る人達の生の声でした。日本の食糧

事情で、ＴＰＰ交渉に参加することがどのような意味を持つのかを深く考えさせられます。 

マスコミなどで、日本が経済発展するため必要ではないかといわれると、賛成も反対もできない

と思うこともあるかもしれません。しかし、この集会では、日本の食に関わる栄養士という立場で、

精一杯考え声をあげることが大切だと知りました。様々な立場から、それぞれの声を上げる中で本

当の道が開けるのではないかなと希望を持ちました。 

子どもたちには、日本の食材を食べてほしい！遺伝子組み換え食品、農薬、食品添加物、安全神

話は原発に限ったことではありません。給食食材に関わる様々な事柄を、私たちが自信を持って判

断できる環境づくりのために、私たちは声を強めなければいけない時が来ていると感じました。 

 

◆各県のとりくみ ： 都教組より「地元議員への要望を形に！」 

 TPP 交渉参加が表明直後、それぞれの支部から地元議員への働

きかけをしました。TPP に反対する議員が多かったはずが、強行

されていく TPP 参加への議論。いち市民として私たちの声を議員

に届けました。 

 

※各地域ごとの議員名簿を参考に、ハガキ又は FAX で送る。 

※必要なハガキは栄養職員部の予算と、余った年賀状の寄付を活用。 

※できるだけ手書きで書く。 

農水省が試算… 
食糧自給率 13％に！ 

食の安全を 
守れるか!? 

地産地消も 
TPP 原則の違反! 

表 裏 



放射線量検査に関する 

アアンンケケーートトののごご協協力力あありりががととううごござざいいままししたた！！  

 

 

 

 
独自基準について 

独自基準が決まっていない自治体が多い。結果の中で唯一設定をしている京都府については、子どもの成

長への影響を配慮し、国の基準よりも低い値としている。京都市、長岡市：50Bq/kg、南丹市：10Bq/kg 

等。全国的にも、厳しい基準を設けている自治体はたくさんあります。 

検査の実施状況について 
ほとんどの自治体で食材検査はしているがまだ検査をしていない地域がある。 

検査費用は、市町村の予算の場合がほとんどで、他に国の「モニタリング事業」の予算を活用している場合

があった。 

検査機器の設置場所と台数については、多くは市町村に 1 台、県に 5 台、民間委託など様々あった。 

 

検査機器について 

機器の放射線量測定検出限界は、10Bq/ｋｇが最も多く、1～5Bq/kg を測定できるものもあった。安

全性を確認し不安を取り除くためにも、検査体制を維持する必要がある。 

各自治体が検査している放射線種としては、放射性セシウム１３４、放射性セシウム１３７、放射性ヨウ

素Ｉ－１31 が多く、放射性ヨウ素Ｉ－１31 については半減期が短いことからか、検査を実施していない

場合がある。 

 

検査内容について 

検査を実施していない自治体や、1 食分の給食を１週間分まとめたり、複数校の給食をまとめたりして検

査している自治体がある一方、国の予算で検査されていない食材に注目して市区町村で検査する自治体、食

材の検査対象は東日本の物を中心にする自治体、毎月必ず事前に検査をする自治体など、内容・精度・頻度

それぞれに実態は様々ある。 

実態は異なるが、基本的には事前の検査を求めること、成長期である子どもに配慮した基準値の設定など

が必要である。 

回収方法については、学校に回収に来たり、郵送したりと、栄養士への負担が少ない方法が多いが、栄養

士が検査場所まで持参し検査作業を行わなければならない例もある。しかるべき人員の配置を求めていく必

要がある。 

 

検査食材の費用について 

検査用食材についての費用は、ほとんどは自治体で全額負担しているが、全く負担をせず私費である給食

費から捻出している自治体もあるため、検査のための食材費を保障していくことが急がれる。 

 

検査結果について 

全ての自治体で公表しており、多くは教委がＨＰなどで公表していることが多い。また、基準値を超えた

場合の対応については決まっている自治体が半数、残りの半数は「基準値以上の物はない」として決めてい

ない自治体など体制が不十分であるため、その場合の方針が明らかにしてあることが必要である。 

 

食材の産地制限・産地公表について 

奈良県が使用食材の産地制限をしているが、それ以外の制限はなかった。 

食材の産地公表については、ほとんどの自治体で行っているが、学校ごとの対応となるため、学校栄養職

員・栄養教諭の日常業務の負担にもなっている。 

 

検査についての問題点や、全教に取り組んでほしいこと 

・担当者が栄養士だけの学校は負担が大きい。撹拌作業の負担が大変なので、改善してほしい。 

・（関西において）検査対象が５県のみであり、今後広げる必要がある。 

・独自基準が 50Bq/kg だが、さらに下げる必要がある。 

・府教委として国保補助を受け、検査を始めています。当日に業者へ送るので、すぐに結果が出ない。出た

としても食べた後になるので、先に検査をする体制にしてほしい。 

・給食の食材を削って検査しています。検査食材費を保障してほしい。



コーナーのタイトルを 

募集しています！ 

 

 

 

 

 

 

 

記事の詳しい内容についてのお問い合わせ → 全教栄養職員部担当 中村尚史 

 

 みんなでつくる魅力ある学習会！  
 

都教組栄養職員部は、少しずつ 20・30 代の人が組合に加入し始めていま

す。常任委員にも、バトンタッチが始まっています。「組合なればこそ、年齢

の垣根を越え、本音で話ができるよ」と若い人に声をかけ、幅広い世代が一緒

になって学習したことが、それぞれの職場で生かされています。 

学習会は組合活動の大きな魅力のひとつです。自信を持って組合の魅力を語

れることで仲間の輪が広がっています。 

 

2012 年度からの活動と加入 
 
４月 春の学習交流会／北鎌倉「幻董庵」にて、素材を生かした 

日本料理と食器の美しさを味わおう！ 
 
６月 大会学習会／「長生きできる食生活」 

講師：服部学園教授 鈴木章生さん 
 
８月 全教大会後交流会 明治記念館にて和食のコースをいただき 

ながら、全国の先輩方の熱弁を聴く。 
 
 
 

９月 調理実習／「先輩に学ぼう！パート２！ 

～給食の手作りパンメニュー～」 
 
 
 
11 月 栄養職員青年部(？)／ワクワク！生姜掘りツアーin 高知県 

＆高知県教組栄養職員部学習会参加 
 

11 月 東京教研 ／ 「お弁当給食がやってきた」 

(学校給食分科会) 「江戸川区の栄養士民間委託」 

「栄養教諭アンケート結果報告」 
 
２月 都教組青年部「元気いっぱく」／「学校と家庭が伝えたい大切な心」 

(食育分科会) 講師：常任 星名久美子さん 
 

２月 2 月教研／「学校給食から見る TPP～流れ込む輸入食品～」 
講師：全国食健連事務局長 坂口正明さん 

農民連女性部副部長 高橋マス子さん 
 
2013 年４月 組織拡大交流会／浅草の江戸文化を学び、普茶料理を食べよう。 
 
 

栄養職員青年部(？)のぶらり生産地の旅は、1 月に芽キャベツ、3 月に冬レタスなど、楽しく活動しています☆ 

 

  

 

 

 

“仲間の輪”リレー（仮）  Vol.2 
 
～各県から全国へ！先輩から後輩へ！～ 

魅力ある学びあいの活動の輪を広げ、子どもたちの豊かな育ちにつなげましょう！ 

キャッチフレーズ 

「みんなで学ぶ！ 

学んで生まれる 

要求と運動！」 

～高宮部長より～ 
今年度は、113 名の新規採用者が入都しました。今、都教組栄養職員

部は若い常任委員の力が私たちのパワーとなって“先輩に聞こう学校給

食のノウハウ”、“美味しいものを食べて食の感性を広げよう”など、誰

でも参加できる組合をめざして活動しています。ベテランと若手が融合

し、次の世代にバトンタッチができる組織拡大がすすんでいます！ 

組織担当 

：松本 

36 名 
参加 

15 名 
参加 

14 名 
参加 

未組
3 名
加入 

2 名 
加入 

28 名 
参加 

未組 
10 名 

30 名 
参加 

未組 
12 名 

7 名 
参加 

未組 
1 名 

１名
加入 

30 名 
参加予定 

魅力を 

伝えよう！ 

3 名 
参加 

未組 
1 名 

１名
加入 

・ウィンナーロールパン 
・ピザパン 
・ニョッキのトマトスープ 
・ビーンズサラダ 

2 名 
加入 

12 名 
参加 

未組 
2 名 


