
平成３０年度第２回袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対応検討委員会 

会議次第 

 

日時 平成３１年２月１８日(月)１３時００分から 

場所 袖ケ浦市立学校給食センター２階食育ルーム 

 

 

１ 開会の言葉 

 

 

２ 委員長挨拶 

 

 

３ 報 告 

 平成３０年度学校給食食物アレルギー対応状況の報告    資料１ 

 

 

４ 議  事 

２０１９年度（平成３１年度）学校給食食物アレルギー対応給食申請に

係る対応方針について（審議）               資料２ 

※対応レベル１（詳細な献立表対応）及び対応レベル２（（一部）弁当対応）

の申請・解除・取り下げについては、審査表、学校生活管理指導表等の個

票は添付しておりません。 

 

 

５ その他 

 

 

６ 閉会の言葉 
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平成３０年度学校給食食物アレルギー対応状況の報告 

１． 学校給食食物アレルギー対応状況の報告 

食物アレルギーを持つ児童生徒に対する対応は、「袖ケ浦市学校給食食物アレルギー

対応検討委員会」において組織的に行っています。年度途中の申請や学校で発症した食

物アレルギー対応など学校、学校医、学校教育課及び給食センターで連携して対応しま

した。また、学校内における食物アレルギーに関する事故の報告はありませんでした。 

 

２． 小中学校別学校給食食物アレルギー対応申請児童生徒の数 

平成３０年度１月末時点学校給食の食物アレルギー対応を希望する児童生徒数は表１のと

おりです。平成３０年１０月１０日開催第１回袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対応検討委員

会において報告した人数は（ ）内の数字になります。その後、新規申請が１件ありました。緊

急の対応にあたるため、本委員会を開催せず、教育委員会内において決裁を受けましたので

併せて報告いたします。追加承認された児童の状況は表２のとおりです。 

（表 1）平成３０年度学校給食食物アレルギー対応者数（人） 

学校名 

対応レベル 1 

（詳細な献立表対

応） 

対応レベル 2 

(一部・完全弁当対

応) 

対応レベル 3 

（除去食対応） 

アレルギー 

対応合計 

昭和小 ７（６）  ２（２）  ９（８） 

長浦小 ８（８） ２（２） １（１） １１（１１） 

根形小 １（１） ４（４） １（１） ６（６） 

中川小 ３（３）  １（１）  ４（４） 

平岡小    ０（０） 

幽谷分校    ０（０） 

蔵波小  １０（１０） ２（２） １２（１２） 

奈良輪小  ６（６）  ６（６） 

計 １９（１８） ２５（２５） ４（４） ４８（４７） 

昭和中   １（１）  １（１） 

長浦中 １（１） １（１）  ２（２） 
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（語句説明） 

対応レベル１：給食の原材料を詳細に記した献立表を基に、給食から原因食物を除外して食べる対応 

対応レベル２：すべての給食が食べられない完全弁当対応と一部の献立において弁当を持参する一部弁 

         当対応 

対応レベル３：卵、乳を除いた給食を提供する対応 

（表２）新規申請内容 

学校名 学年 性

別 

保護者申請

及び校内対

応検討ﾚﾍﾞﾙ 

食物ｱﾚ

ﾙｷﾞｰ原

因食物 

食物ｱﾚ

ﾙｷﾞｰ病

型 

学校における配

慮等一部抜粋 

ｴﾋﾟﾍﾟ

ﾝの有

無 

申請日 

昭和小学校 ３年生 男 レベル１ くるみ、

カシュー

ナッツ 

即時型 詳細献立表を配

布し、ｱﾚﾙｷﾞｰ食

品の有無を教職

員、保護者相互

で確認する。 

無 平成 30

年 11 月

8 日 

 

３． 新年度対応に向けた新たな取り組み 

 新たに小学校に入学する新小学１年生が学校給食において何らかの食物アレルギー対応を希

望する場合、これまでは決められた日時に学校給食センターに来所し、食物アレルギー対応の説

明会に参加した上で所定の手続きを行う、という流れをとっていました。新小学１年生の保護者は

学校や学校給食センターに何度も足を運ぶことになります。そういった負担の軽減をはかり、今年

度から学校給食センター栄養士が全小学校の就学時健康診断に赴き、全新小学１年生の保護者

に学校給食における食物アレルギー対応の説明を行い、さらに事前に提出された食物アレルギー

のアンケート調査から食物アレルギーを有すると回答した保護者全員に個別に相談、必要に応じ

て申請書類の配付を行いました。相談件数は表３のとおりです。これまでは希望者のみ学校給食

根形中    ０（０） 

平川中 ２（２）   ２（２） 

蔵波中  ３（３）  １（１） ４（４） 

計 ３（３） ５（５） １（１） ９（９） 

合計 ２２（２１） ３０（３０） ５（５） ５７（５６） 
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センターの説明会に参加していたため、入学してから食物アレルギーの対応が必要だったケース

が多々ありましたが、この新たな取り組みにより、食物アレルギー対応を必要とした保護者全員に個

別に対応することができました。 

（表３）平成３１年度入学就学時健康診断における食物アレルギー相談件数 

学校 件数 学校 件数

昭和小学校 12 根形小学校 4

奈良輪小学校 5 中川小学校 2

長浦小学校 9 平岡小学校 2

蔵波小学校 16 幽谷分校 0

50合計
 

 

４． 課題と今後の取り組み 

 食物アレルギー対応者数は年々増加し、また、その原因食物は複雑化しています。詳細献立表

は特定原材料と特定原材料に準ずるものの２７品目のみ表示していますが、対応を希望する児童

生徒の中には２７品目以外に食物アレルギーを有する例も増えてきました。表示義務のある７品目、

表示が勧められている２０品目の情報しかなく、それ以外の表示については対応できません。アレ

ルギー表示がないものについて保護者、学校、学校教育課及び給食センターで協議を行いなが

ら児童生徒の安全を最優先とした方法を検討する必要があります。 

 学校給食での食物アレルギー対応について最も大切なことは安全に給食を提供することです。

今後も関係機関、連携を行いながら常に最新の情報を取り入れ、事故のないよう取り組んでまいり

ます。 
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平成３０年度第２回袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対応検討委員会 

 

１ 開催日時 平成３１年２月１８日（月） 午後１時００分開会 

 

２ 開催場所 学校給食センター２階食育ルーム 

 

３ 出席委員 

委員長 石井 俊一 委員 佐野 功 

委員 林 健司 委員 横田 智子 

委員 庄司 三喜夫 委員 柏木 喜男 

委員 齋藤 智史 委員 大工原 紘子 

      

４ 出席職員 

学校教育課主査 式地 智子 長浦小養護教諭 内海 舞 

上席栄養士 室武 由香子 根形小養護教諭 町田 美穂 

学校栄養職員 井上 千香子 平岡小養護教諭 相川 奈美恵 

主任栄養士 竹田 悠里 蔵波中養護教諭 齋藤 幸恵 

栄養士 黒川 裕子   

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５名 傍聴人数 ０名 

 

６ 次第 

（１）開会の言葉 

（２）委員長挨拶 

（３）報告 

平成３０年度学校給食食物アレルギー対応状況の報告 

（４）議事 

２０１９年度（平成３１年度）学校給食食物アレルギー対応給食申請に係る対応方針

について 

（５）その他 

（６）閉会の言葉 

  

７ 議事 

式地主査 本日はお忙しい中、平成３０年度第２回袖ケ浦市学校給食食物アレルギー

対応検討委員会にご出席いただき、誠にありがとうございます。初めに資料
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の確認をいたします。次第、資料１、資料２とおそろいでしょうか。資料２

につきましては個人情報になりますので、会議終了後回収させていただきま

す。業務上必要な方は会議終了後事務局までお申し出ください。 

ただいまより、平成３０年度第２回袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対応

検討委員会を開催いたします。 

 初めに委員長よりごあいさつをお願いします。 

石井委員長 あいさつ（省略） 

式地主査 有難うございました。本日は委員８名全員出席です。過半数の委員の出席

がありますので、袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対応検討委員会設置要綱

第６条第２項の規定により、本会議は成立となります。 

それではただ今から内容に移りたいと思いますが、進行につきましては、

袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対応検討委員会設置要綱第６条第 1 項によ

り、石井委員長に議長をお願いいたします。 

石井議長 

 

それでは要綱に従いまして、議長を務めさせていただきます。会議に先立

ち報告いたします。 

 はじめに本委員会は、市附属機関等の会議の公開の対象となっており、市

広報により市民に周知を図ったところですが、傍聴希望者はなかったという

ことを報告させていただきます。 

それではさっそく会議に入ります。本日の案件につきましては配付した次

第のとおりですすめます。はじめに次第の３番目 報告「平成３０年度学校

給食食物アレルギー対応状況の報告」について、事務局より説明をお願いし

ます。 

事務局 【報告】 

石井議長 説明が終わりましたので、これより質疑及び意見をお受けします。 

石井議長 この４番の課題の中で「方法を検討する必要がある」とありますが、次年度以降の

取り組みの中で何か方策はありますか。 

事務局 今のところ方法がないのですが、食物アレルギーは個別性が強いので、個

人の状況に応じてどこまで食べられるのかを検討しながら学校と個別対応を

はかっていきたいと考えています。一律のことは言えませんので、個人に応

じた丁寧な対応をとっていきたいと考えます。 

石井議長 

 

他に質疑はございますか。それでは３番 報告を終わります。次に、次第

の４番目 議事「２０１９年度（平成３１年度）学校給食食物アレルギー対

応給食申請に係る対応方針について」に移ります。今回対象が７０名と非常

に多くなっております。時間の関係もありますので説明員は簡潔にお願いし

ます。なお説明は学校ごとに一度区切りまして、それぞれ学校ごとに質疑、

承認をとらせていただく形式ですすめます。 
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またもう１点。対応レベル３の対象児童生徒に限り、一覧表の次に個人ご

とに審査表、校内食物アレルギー対応委員会報告書、面談記録票、学校生活

管理指導表を添付しております。７名ほどおりますが、該当校の養護教諭か

ら説明いただきます。それ以外の対応レベル１と、対応レベル２については

事務局より説明していただきます。 

それではさっそく昭和小から説明をお願いします。 

 【以下、個人情報が含まれることから非公開とします。】 

石井議長 ありがとうございます。７０名の審査が終わりました。初めの報告にもあり

ましたが、今年度食物アレルギーの事故はなかったと聞いています。引き続き

対応をお願いしたいと思います。それでは以上７０名の審議を終わりたいと思

います。これにて議長の任を解かせていただきます。 

式地主査 皆様ありがとうございました。次第の５ その他になりますが、事務局から

は特にございませんが、委員さんから何かございますか。 

これにて平成３０年度第２回袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対応検討委

員会を閉会させていただきます。本日はありがとうございました。 

 

 －閉会― 

 

 

 


