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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。 

   

第 23 回大会・学習会をみなさんの参加で成功させましょう 
   
 今年は第 23 回となる定期大会が開かれます。栄養職員部では、豊かな学校給食の実現と食育の充実のた
め、様々な取り組みをすすめています。大会・学習会では全国からの仲間が集まり、組合での取り組みや日
頃の実践を交流し討論を行っています。悩みや喜び、課題も出しながら、みんなで考え語り合って、元気を
もらう場となっています。 
  ２年前の３月に起きた東日本大震災や福島原発の事故は、なかなか進まない震災の復興や新たな汚染水の
漏れや原発事故そのものの終息がまだ見えずにいます。農作物の放射能汚染など今後の学校給食の実施に不
安の材料は消えていません。また、昨年のアナフィラキシーによる東京調布市の死亡事故は、命の重さと食
物アレルギー対応給食を見直し考える機会となりました。また、政府が参加を表明しているＴＰＰの問題と、
私たちをめぐる状況などがあります。多くの方々と情報や取り組みを交流し、来年度の方針を決め、大会を
大きく成功させましょう。誘い合って、たくさんの参加をお願いします。 
 
 
                第２３回定期大会について  

 
第 23 回定期大会 

○ 日時    ２０１3 年７月２７日（土） １３：００～１６：３０ 
○ 会場    東京 「全国教育文化会館」 
○ 代議員数 昨年同様です。 

組合数 代議員数 組合数 代議員数 

１人～２０人 ２人 ９１人～１９９人 １０人 

２１人～３０人 ３人 ２００人～２９９人 １３人 

３１人～４０人 ４人 ３００人～３９９人 １６人 

４１人～５０人 ５人 以下同様に１名ずつ加算 

以下同様に１名ずつ加算 

 
※参加については、代議員が確保できるように今から調整をよろしくお願いします。 

     代議員を上回る場合は、傍聴としても参加できます。（傍聴の場合、旅費は全教 
で負担することはできません。） 

  
    交流会 

○ 日時    ２０１3 年７月２７日（土） １７：３０～２０：００ 
○ 会場    東京麹町「メゾンセルバンテス」（スペイン料理） 

      〒  102-0085 千代田区六番町 2-9 センバンテスビル 
 ℡ ０５０－5522―4109     

寄駅 地下鉄有楽町線麹町駅下車徒歩 3 分  
〇 会費  ５、０００円 

    ○ 担当は 埼教組 埼高組 
 

その他 
※宿泊は 「ホテル グリーンパレス」と 

          「ルポール麹町」で、昨年と同じです。 

大会・学習会は、 

7 月27･28 日

です。 

シェフにスペイン料理のお話

をしていただきます。若者が参

加しやすく、大会会場周辺を

選びました。 

 

 



一校一名の学校栄養職員・栄養教諭の配置を求める署名は 
       ６月２８日（金）の文科省交渉に持参します。 
 お手元に配布済みの署名用紙とビラは届いているでしょうか。ビラは署名の理解を深めるた
めの内容が詰まっています。各都道府県で栄養職員・栄養教諭の仕事理解のために活用くださ
い。６月２８日の文科省交渉の際に、第一次集約分を持参します。急いで全教に届けてくださ
るようご協力をお願いします。私達の要求が来年度予算に組み入れられるように、署名を取り
組みましょう。 

 
委員会開催のお知らせ 
日 時 ６月２９日（土）１３：００～ 

場 所 東京「全国教育文化会館」             

  ※大会の成功に向けての会議です。ご出席をよろしくお願いします。 

  ※各県で発行しているニュースや議案書（２０部）など、ご持参ください。 

  

夏期学習会のお知らせ 
○ 日時    ２０１3 年７月２８日（日）９：００～１６：００（受付８：４５～） 

○ 会場    東京 「全国教育文化会館」 
 

午前 
（全体会） ９：００～９：５５ 報告は２５分  ①と②の間に５分休憩  

     全大会で テーマ別に報告を受け、午後分科会の参加者の交流をします。 
   

①「東京調布市のアレルギー事故を受けて都教組の取り組み」 都教組 野原郁子さん 
  ②「作って・食べて・つながる仲間～保護者・地域・子ども～」大教組 石川友美さん 
 

休憩（１５分）  質問と感想の記入をここでお願いします。 
 

（講演会） １０：１０～１１：４０  質疑 １１：４０～１２：００ 
演 題  「声にならないアレルギー患者」 

       講 師  豊永 有 氏（ＮＰＯ米ニケーションセンター事務局責任者） 
 

昼食（60 分） お弁当の事前申し込みを各単組でお願いします。持参して 
いただいたレシピを昼食に交換します。大会時までに持参を。 

 
午後   １３：００～１３：２０  その後に分科会の会場に移動      

（回答と報告）   全体会の質問の回答と感想の報告（２０分） 
 

（分科会）１３：３０～１５：２５ 事前に希望の分科会に申し込むこと。    
第１（小学校１）  ：地下会議室  
第 2（小学校２） ：地下会議室 
第３（センター）  ：３階会議室   午前中の報告と講演を受けて討議・交流など 
第４（中学校）   ：都教組談話室 
第５（特別支援）：３階会議室   

 
（全体会）１５：３０～１６：００  地下会議室 

      各分科会のまとめ（各分科会から５分間）             
 
 

 ※分科会参加者は、持ち込み資料（アレルギーの対応食・除去食・ 
面談の用紙・ヒヤリハットなど）を８０部、印刷をして当日 
ご持参ください。 

               ※おすすめレシピもご持参ください。（８０部） 
               ※当日はお弁当（実費）を用意します。必要な方は,予め申し込ん 

でください。 
 

 
  ◆講師肩書き◆ （有）エコ・ライス新潟マネージャー/ＮＰＯプロジェクト８８事務局長 

          公益社団法人新潟県農林公社 新潟県６次産業化サポートセンター/ 

                  第４期アレルギー大学上級終了/ 新潟県自主防災コーディネーター 

 

 

おすすめ 

＜お詫び＞ 自由の森学

園のｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱｰは，私教連

大会の会場となるため中

止になりました。またの機

会をお楽しみに。   

 



委委員員会会報報告告  
            ４月６日(土)京都で１３時から 16 名の参加で熱心に討論交流 

しました。 

 
＜栄養教諭アンケートと状況＞ 

●話してほしいこと （栄養教諭の採用だけになっている場合は「なし」） 

Q.学校栄養職員の採用はありますか？  

 現職と新規の採用枠を分けている県はありますか？ 

Q.認定講習・教育実習が職免になったかどうか。 

Ｑ栄養教諭の養成である千葉の聖徳大学への質問もお願いします。   

 

奈良 講師(臨時)経験無しなら 39 歳、講師経験ありなら 44 歳の受験資格(教諭)。現職からの

任用替えは打ち切られた。 

佐賀 年齢制限はなし。新規採用はなく、栄養職員の任用替えのみ。 

京都 ほぼ任用替えが終了。栄養教諭の免許があれば、臨時でも栄養教諭として採用される。 

高知 現職に関わらずだれでも受験資格が同じ。現職の学校栄養職員が経験を

生かされない試験のやり方は現職栄養職員には受験年齢制限はないが、

現講師（栄養教諭）は、教諭と同じ 39 歳。 

生姜ツアーの学習会は、全国的な組織拡大ができると実感した。猪瀬 

さんを講師に学習会を開いたところ、高知県は南北に長い県ですが、県内 

隅から隅まで未組の人がこれまでにないほどたくさん参加してくれた。学 

習会の内容もそうだが、参加者が多かったことに私達が励まされた。 

大阪 任用替えについて希望者は終了。今年度より栄養教諭免許更新が始まる。栄養教諭の代 

替になる人は栄養職員なので、京都府のように臨時でも栄養教諭として採用されるよう 

要求していく。 

兵庫 任用替えは正規が優先的になっている。認定講習が終了しているため、臨採の人たちが

教育実習のための２単位を取れずに困り、他県（聖徳大学）に出ている現状。今は栄養

教諭の新規採用だけになっている。 

埼玉高 H2４年度１名採用があったが、H2５年度は採用試験が無かった。栄養教諭になると、

負担が多い。 

埼玉 5０歳までの採用年齢枠。任用替え試験は終了。H2６年度からは新採と同じ試験を受験

しなければならない。栄養教諭配置地区と未配置地区とがあるので異動を伴い、受験希

望者が減っている。栄養教諭への過重な負担があるためさらに受験者が減っている。 

東京 新採なし。栄養教諭の任用替えの条件は学校歴 12 年以上 57 歳まで。各区市全配置の５

か年計画（食育指定地区）を終了したが、未配置地区が出た。区への２名配置が始まっ

た。免許取得のために唯一開講している聖徳大学に通う人が 

多い。教育実習は他県では職免なのに、東京は年休で、各自 

が教育実習先を探し、休暇で免許をとりにいっているので、 

支援が全くない。聖徳大学には九州などの遠方の受講もいた。 

今年は食育指定地区が終了し、補助金がつかないが提出の報 

告書はある。また、今年度の採用募集は三次まであり、理由 

は異動を伴い（しかも超時間の通勤距離）、独自の報告書、 

食育リーダーなどの過重労働と直近上位の給料は、期待感が 

少ない。 

和歌山 現職からの任用替えだけ。受験希望者の調査があったので期待 

したが、H25 年度採用は受験者が多くても５名だった。新 

規採用は栄養職員なので、認定講習がないと栄養教諭への道 

を閉ざされている。 

 

 

 

 

任用栄養教諭の給

料は、直近上位（今の

給料の一番近い上位）

と再計算方式（採用さ

れた年齢にさかのぼ

り計算する）の２つが

あります。前者は東京

で、後者は京都や大阪

などです。 

 

 

 



＜アレルギー対応＞ 

 

・新採研修、養成校での教育の中に、アレルギーに関する内容をいれてもらいたい。 

・教職員への研修をしてほしい。 

・ 予算措置をしてほしい。（鍋などの調理用具、ラベルなどの消耗品がかかっているが、やり繰り 

している。人の配置も増員がない中で行っているが、人数が増えると断らざるを得ない。ま 

た、人数が多いと不十分な施設で行っているので、とり違いや混同が心配な点もある。） 

・ アレルギー対応を決定するのは誰なのか明快な基準がない。（親の要望が、医者や校長・栄養職

員とすべて受け入れられ物ではないと思うがどうか。） 

・診断書提出は、お金がかかるという理由で医者にかからない児童に対して、対応しないのが原則。 

 

 

 

                                いただきます。     

 

＜各地の状況や組合員拡大＞ 

 

奈良 奈良市の中学校給食が４月から２校で開始する。4 校中 2 校新規給食室ができたが、欠陥

工事や備品の不足などが出ている。 

佐賀 13 人の栄養士の中で約半数の組合員がいて、がんばっている。 

京都 「より豊かな学校給食をめざす京都集会」が開催され好評だった。中学校給食を始めよう

との流れにはなってきた。給食センターや弁当の対応が多い。 

高知 香南市３つの小規模センターが、1 か所の大規模給食センター4000 食に統合された。地

元の保護者の反対を押し切り強行された。中学校給食を実施するのはいいが、給食センタ

ーを大規模に建て替える発想は変わらない。「合理化通知」通りで、地元の保護者から支

持され、「できれば子ども達には自校の給食を食べてほしい」という声は届かなかった。 

大阪 新規採用者にお誘いパンフを送っている。中学校給食は橋下遺産の予算が続いている。府

教育委員会の要請で、デリバリーでは定数を認めていない文科省に反し、正規の栄養教諭

を食育対応加配で配置した。（現在 17 名） 

埼高教 3 月に行った学習会に 40 名の栄養士のうち 14 名が集まった。直営校も減り、研修の機

会が少ない中、普段の悩みを話し合い元気になった。 

埼玉 学習院女子大学教授の品川明先生を招いて「五感を生かす学習会」を学び、楽しく行った。 

東京 組織拡大が進んでいる。新規採用者を取りすぎた結果、新規採用者は育休者や産休予定者、

栄養教諭のところにダブルで配置された地区が出ている。 

和歌山  フルーツの飾りの講習会を実施した。未組合員の参加も多く、気軽に来られる学習会で 

     楽しく学んだ。 

 

食物アレルギーの参考情報 （事前学習会の参考に） 

〇 『調布市の食物アレルギー児童死亡事故』の詳細は 

食育フォーラムの５・６月号にあります。 

                検証結果報告書より 

調布市教育委員会は検証委員会で、①お代わりを含む除 

去食の提供方法 ②緊急時の対応の２つが問題と判断し 

報告した。経過を時間系列で、次に「事故発生の原因」 

「事故防止への提言」を掲載。 

○ 厚生労働省が「アレルギー疾患対策基本法案」を提出し、 

今国会で国の責任で指針の作成。・法の整備や費用を確 

保。・専門的な医療機関の整備。・教職員の研修。・栄養 

士・調理師の育成。 

 

 

 

           

ごちそうさま 


