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第２３回 全教栄養職員部定期大会が開催されました。 

7 月 27 日(土)午後１時より、全国教育文化会館で第 23 回大会が開催

されました。すべての議案は満場一致で採択され、１年間の総括と方針が

確認されました。今年は、13 の組織から 38 名の代議員が出席し、18

の発言で活発な意見交流ができました。新しい組合加入の報告も多く、福

島県・北海道からの初参加もあり大変嬉しいスタートとなりました。 

 

 

北海道高 

・ 食物アレルギーや病気等で個別の特別食が必要な子への配慮、誤飲防止の食材選択や切り方等

対応が大変になってきている。衛生管理や給食会計、寄宿舎もあるので一人での対応に限界を感

じている。 
 
北海道 

・ はじめて参加でき嬉しい。子どもたちのためにみんなで力を合わ

せる雰囲気が伝わってきて、改めて組合に加入してよかったと感

じた。学んだことを日々の活動に活かしていきたい。 
 
福島 

・ はじめての参加。被災した福島県を今でも心にとめていただいていることに感謝している。全

国の活動を学びたい。 
 
埼玉  

・ 中高一貫教育について、さいたま市では改築にあたり小中を一つの校舎にしたところが二ヶ所

ある。給食室が一ヶ所しかなく、栄養士は一人しか配置されない。献立は同じだが、発注や支

払いは別々という煩雑な仕事で負担が大きくなってきている。 

・ 青年を対象にした学習会「試食会でどんな話をしますか？」等と、講師を招いた「ワクワク、

ドキドキ食べもの生きものを知ろう」を実施。未組の参加者もあり、1 名拡大できた。 
 
埼玉高  

・ 県立学校に 1 名の栄養教諭が配置されただけなので、埼高教全体で署名活動をしている。 

・ 3 名の加入があり、教職員とのつながりの大切さを実感している。 

・ 今年度、新卒者の栄養教諭採用試験があるが、特別支援学校には配置させない。支援学校での

採用試験を早期に再開させたい。 
 
東京  

・ 東京の栄養教諭は 49 名（内複数配置は 9 地区）年々試験を受ける人が減り、今年度は 3 次募

集までした。しかし、1 名の辞退者があり欠員になっている。 

・ 江戸川区の学校栄養士民間委託問題では、24 年度より 13 校で導入された。しかし、そのうち

7 名が学校と会社の板挟みに悩み 1 年の間に入れ替わっていたことがわかった。調理業務委託と

違い、導入後の様子が見えてこないという問題点がある。 

・ 江戸川区教育委員会の栄養士が産休に入ったが補充者がなく、栄養士民託校の指導を係長級栄養

士 5 名で 10 校指導するように言われている。現場を抱えながら毎月巡回し、衛生管理・献立指

導・現場の様子などを見ている。 

第１回委員会は、 

【大阪】たかつガーデン 

11 月 2 日(土)午後 1 時～ 

です。 



 
＜役員紹介＞ 

部 長  猪瀬 里美 （埼玉） 
副部長  金井多恵子（京都） 

 高雄 尚子（和歌山） 
常任委員 高田 康子 （大阪） 

川添 光紗 （高知） 
松本 恭子 （東京） 
遠藤 悠子 （東京） 

担当執行委員 中村  尚史 
担当書記   内藤 百合子 

京都 

・ 府の定数が改善され 650 人に 1 人の配置となり、少しずつだが増えてきている。 

・ 支援学校の民間委託の入札方法が、組合からの要求が通り 3 回目更新で価格だけでなく内容も吟

味して選ぶ事が決定された。 

・ 新しい仲間が増え新しい風がふいている。「講師の時に青年部の先生や栄養教員部の先輩が親身

にアドバイスしてくれたので、加入を決意しました。先輩方のように子どもたちの為に食育、給

食を良くしていくための勉強をしていきたいです。」 

・ 全教の一校一名署名と合わせて独自署名に取り組んでいるので、毎年採用試験が実施されている。 

・ 市教委はどの学校にも食育が必要であることを理由に兼務としている。そのため、多忙で体調を

崩した人がいる。また、民間委託が拡大され、署名にとりくんだ。市教委は民間委託に問題はな

いとし、偽装請負や多忙になっている問題点をわかっていない。 

・ アレルギー対応については、学校任せから市としての対策会議を立ち上げたので少し進歩した。 
 

大阪 

・ 大阪の中学校給食実施率 26.6％で全国 低。導入促進事業費予算

35 億円があげられるのを受け多くの市町村が中学校給食の導入を

進めているが、デリバリー方式が多いのが現状。そんな中、食の指

導への対応加配で、17 人が中学校に配置された。職務内容や給食

内容については、今後注視していく必要がある。 

・ 新設の支援学校の開校 1 年前から準備のために正規栄養教諭が配置されて良かった。府教委、教

職員に実態を今後とも伝えたい。 
 
奈良 

・ 奈良市ではじまった 2 校の中学校給食は、単独校方式だが民間委託。

予算のないなかで施設面での不備や現場への説明不足等、問題点も多

い。順次すすめられていく中学校給食の充実をめざしてとりくんでい

きたい。 

兵庫 

・ 加古川市の中学校給食を父母・市民の皆さんと力を合わせて、自

校方式で実施できるように頑張っている。 

・ 未組の人（特に若い人）に声かけして、今年は一人でも仲間が増

えるように頑張る。（高知県の学習会がキーポイント！） 
 
和歌山  

・ 「あすの教師塾（採用試験対策講座）」の実施や「フルーツカッ

ト講習会」など、学習や楽しいことの企画で未組の人にも参加し

てもらい組織拡大を進めている。新組合加入は６名。 

・ 「食物アレルギーの提言」を作成し全教職員に配布。食物アレルギーの基本的な内容や栄養士が

抱えている悩み、対応の難しさなど、アンケート調査や作成会議で話し合った。和教組として提

言を出すことで、教職員に自分たちの問題でもあることを理解してもらえるきっかけにしたい。 
 
高知  

・ 組合はなくてはならない存在だと思っているが、他の人にその良さをわかりやすく語れていなか

った。しかし、大会に参加して広く、深く学べるのが組合だとすとんと胸に落ちた。都道府県の

ワクを超えてつながりが広がっていると感じている。学習に励み、よりよい給食作りをしていき

たい。高知では、毎年一人ずつ仲間が増えている。 
 

佐賀  

・ 来年度 1 校を民間委託すると県から一方的に通達があった。学校給食と寄宿舎食を同一に考えて

いるので、委託をきっかけに寄宿舎の専任栄養士配置がされるように要求していく。 

・ 特別支援栄養教諭が退職後任用されたが、臨時の栄養職員になったので仕事は退職前とかわらな

いのに給料表が変わり給料が半額になった。再雇用の栄養教諭か常勤栄養職員とされるように要

求したい。 



 大会に引き続いて 7 月２８日に学習会が開かれま

した。午前中は実践報告と講演、午後は実践報告者か

ら質問への回答。その後分科会で交流を深めて、再度全体会で各分科会か

らの報告をしてまとめをしました。 
 

全体会 実践報告  司会  猪瀬  （参加者 62 名） 

「作って・食べて・つながる仲間 ～保護者・地域・子ども～」 大阪 石川友美 
プロジェクトチームを立ち上げ、食育を柱に学校・家庭・地域が協力して子ども達の健康面に留意した

それぞれの学年に応じた様々な取り組みをすすめられていました。一つのテーマが決まったらどの学年も

同じテーマで実施することで、家庭での定着や家庭とのつながりを重視されていたのが印象的でした。 
 

「東京調布市のアレルギー事故を受けて都教組のとりくみ」   東京 野原郁子 
東京では、きめ細やかなアレルギー対応を実施している学校が多いですが、さらに、都教組で学習し取

り組まれた内容がよくわかりました。事故を防ぐためには、教職員との連携がポイントになるので、学校

全体でとりくんでいけるように、このレポートを活用していけると思いました。 
 

講演  「声にならないアレルギー患者」 
講師 豊永 有 （NPO 米ニケーションセンター事務局責任者） 

 今回の講演では、私達の目には一見分かりにくい食物アレルギーや

腎臓病などの症状を持つ人達の目線に立った実態についてお話をいた

だきました。特に、災害時の避難所の食糧環境や情報ネットワークの

課題を中心とした備えについて、具体的な物や写真などを見ながら深

めることができました。 

 「備蓄食料としてふさわしい物とは何か」「被災時に食事制限のある人

にいかに適切な食事を提供できるか」など、今後私たちが食の専門家とし

て災害を想定していかなければならない問題が提起されました。 

後半には、「私たち栄養教諭・学校栄養職員が具体的にとりくめること

は何か」という質問に、「備蓄食料については、従来の長期保存を目的と

した考え方ではなく、給食などにも取り入れた循環型の備蓄方法への転換

の必要性と、避難場所としての機能を求められる学校現場から行政に声を

あげることが重要です。」と栄養教諭・学校栄養職員への期待についても話されました。 

全体を通して、これまで日本で起きた数々の震災で得た教訓を生かした備えや姿勢について学ぶ

ことができました。そして、日頃から食物アレルギーを中心とした食に制限のある児童・生徒と、

その保護者に直接関わる私たちだからこそできることは何かを考える機会になりました。 
 
★昨年の感想や意見を受けて、午前中の報告は 2 本にし、分科会の持ち方を大きく変えてみました。 

＜各分科会の報告＞ 

小学校 第一分科会  参加者 20 名）  司会 猪瀬・記録 松本 

 地域によってアレルギー対応のとりくみ状況がとても異なっている様子や、悩み、工夫などを具

体的に共有することができました。また、栄養教諭・学校栄養職員の視点を取り入れたマニュアル

作りと、それに基づく県・市区町村での統一した対応の必要性や、発達段階に応じて児童自身が理

解を深められるような実践事例も報告され、今後のとりくみへの前向きな交流になりました。 
 

小学校 第二分科会  参加者 18 名）  司会 髙田・記録 川添 

市町村内や学校内でマニュアルがあるか否か、あればどのような体

制をとっているのか、具体的な対応について、意見が出されました。

やはり、学校まかせになっているところも多くありました。学校生活

管理指導表を使用しているところで費用がかかるため提出されにくい

という課題がありました。除去食を確実に子どもの手元へ届けるため

に、受け取った人のチェック欄を設けるなど、具体的な方法を意見交

換することができました。

学習会報告 



交流会感想 
・交流会の席は他県の人たちとも交流できるような席もいいかなと思います。 
・シェフのお話を聞ける時間を作ってくれていたのが良かった。 
・大会の会場から近くて、料理もおいしくて、雰囲気も良くて、 

ごちそうさまでした。 
 

参加者の声 
＜講演＞ 
・被災された方々の中で、人工透析や糖尿病の方がいる実態を改めて知りました。その現場の声を聞け

て、考えていくきっかけになりました 
・防災に関わって、私たちの視点からも注意して声をあげていく大切さがわかりました。 
・透析をしている人やアレルギーをもつ人の苦労がわかり、対応への配慮の重要性について理解できま

した。 
・アレルギーさんも含めてみんなが食べられる食事という考え方。まさに、そのとおりだと思った 
・テレビ報道ではわからないことが聞けて良かったです。 
・本校でも備蓄食品がありますが、アレルギー対応になっていません。アレルギーは後回しになること

が多いですが、緊急対応が必要だとよくわかりました。 
・豊永さんのお話パートⅡをお願いします。  
＜全体の流れについて＞ 
・報告が２つでよかったです。 

・レポーターに質問に答えてもらう時間があって良かったです。 

・小分科会のあと全体会で他の報告を聞けたのも良かったです。 
 
＜分科会等＞ 
・各県のアレルギー対応等が聞けてとても参考になりました。時間があれば分科会で食育についても交

流したかったです。 
・アレルギーについては課題が多いので参考になりました。 
・分科会で同じ悩みを抱えている人がいることを知り、良い改善策を聞けて良かったです。 
・困っている事の共通点が同じなので、話をしていて落ちつきます。 

・全国の皆さんのお話が聞けて視野が広がりました。 
・レシピ交流のように「おすすめ指導案交流」はいかがでしょうか？ 
・「給食だより」もいただけると嬉しいです。  
＜レシピの交流＞ 

・郷土料理や世界の料理を知りたい ・新メニュー作りに役立てています。 
・和食のメニューが知りたいです。 ・釜で炊くご飯。こだわりの手作りレシピ 
・献立の大量調理するときの留意事項なども教えて頂けるとうれしい。 
・マンネリ化している献立に違った視点での物資が使える。野菜を使ったレシピを知りたい。 
・めずらしい食材のメニュー（イタドリとかゆず果汁とか） 

センター 第三分科会 （参加者 ７名） 司会 寿原・記録 高雄 

センターでは、学校と距離があるので‘ヒヤリハット’なことが多くあることを出し合いました。

また、加工品を使用する頻度が高いため、それらの成分表を気軽にコピーして保護者に渡している

ことの問題点を話し合い、渡し方を考える必要があることを共通理解できました。 
 

特別支援学校 第四分科会 （参加者 10 名） 司会 関・記録 佐賀井    

全体会の報告を受け、各学校での状況を情報交換しました。食物アレルギー対応は慎重に判断し、

栄養教諭一人の問題にせず学校全体での取り組みが必要であると確認しました。また、併設してい

る寄宿舎の問題や委託の問題等も話題に上がり、一人職種の仕事上の悩みや業務の明確化など、特

別支援学校の栄養教諭のあり方を考えなければいけない時期にきているというまとめになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


