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今月のトピックス

学校給食アレルギー対応調査報告 その２
アトピッ子地球の子ネットワーク 事務局長 赤城智美

学校給食ニュース 2004年10月号
発行：学校給食全国集会実行委員会 http://www1.jca.apc.org/kyusyoku E-mail maki@jca.apc.org

昨年度行った2003夏期学校給食学習会の実行委員

会（全国学校給食を考える会・東京都学校給食栄養士

協議会・日本教職員組合）では、学校給食調理員・栄養

士アンケート「食物アレルギーに関する現状調査」を呼

びかけました。この調査は、現在の学校給食における

「食物アレルギー」について、どのような課題に直面し

ているのか現状を知り、今後に対応するための一助に

したいと実施され、129人の方にご協力いただいたもの

です。調査企画を行った、ＮＰＯ「アトピッ子地球の子

ネットワーク」による報告を６月号に続き掲載します。

回収数129、回答くださった方々が勤務する学校の所在

地は1道25県(57市区町)でした。

現在の食物アレルギー対応給食実施状況

実施しているのは62％、

実施していないのは38％

現在実施している内容

複数回答となっており、この質問への回答者

数は82人です。

取り分け調理が最も多く、次いで除去食対応

の個別調理、代替品のみ用意が続き、以上の

方法を一人に対して臨機応変に対応との4項目

内で複数回答が多く見られます。
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アレルギー対応給食に対処した経験

過去に経験した対処件数

現在実施していないが、過去に実施したこと

があり実施例数を回答した人が5％含まれて

います。

現在実施しているアレルギー対応食数

「食物アレルギー対応の給食実施に関連して、教育としての学校給食のあり方について」の質問に対する回答は、

回答率64.3％でした。複数回答141の自由記述を、同様のキーワードで括ったものを下記にご紹介します。「同じ機会

の提供」と「同じにこだわる」は、ニュアンスの違いがあると考え、別の項目に分けました。

「対処する」「同じ機会の提供」「教育的配慮必要」「改善点」「同じにこだわる」「条件整備必要」「課題の整理が

必要」「本人」「保護者」「市教委」「行政」「対処は困難」の項目をたてました。「教育としての学校給食」の枠組み

の中で食物アレルギー対応の給食実施の課題を考えるとき、様々な課題が想起されていることが分かります。
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問7食物アレルギー対応の給食実施に関連して、教育としての学校給食のあり方について考えていること
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アレルゲンの詳細が記入され対処内容

がわかる具体事例が186例報告されま

した。事例から読み取った内容をいく

つか紹介します。

食物アレルギー対応の給食実施につい

ての依頼が、誰から誰へ行われたか質

問したものでは、6割の人が担任と話し

合っていました。

食物アレルギー対応の給食を開始した学年は、

入学時が45.3％でしたが、小1と回答した人が

20.4％おり、入学時と合わせると65.7％となりま

す。小3で8.3％が途中の学年からの実施依頼と

しては突出した数字になっています。中学校入

学時9.4％という回答は、小学校卒業時まで除

去を続けていて中学校も引き続き除去したいと

いう希望であることが、実施内容から推測でき

ました。

食物アレルギーの対応を誰から誰に依頼したか
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厚生労働省が特定原材料の表

示に取り組んで以来、科研費によ

るいくつかの調査が実施されまし

たが、アレルゲンから見た患者割

合はいずれも卵、乳製品、小麦

の順に多くなっています。今回の

調査で示された実際にアレルギー

対応をしている原因食物は、上記

のグラフのように患者割合とはず

いぶん異なっています。

アレルゲン対策として一般に想

起される、卵、乳は実際の対処

事例と患者割合とは大きく食い違

っていませんが、甲殻類、魚介類、

ナッツ類は、対処割合が多いこと

が特徴的です。

甲殻類、魚介類、ナッツ類は、

蕁麻疹などのはっきりした症状が

でることから、児童をとりまく周り

の人の理解が得やすいこと、魚介

は、焼き魚、煮魚など別の食物と

混ざりこまないようなメニューが多

いため、取り分けるにしても別の

ものを用意するにしても、比較的

簡便な方法で対処できることが対

処割合の多さに現れていると考え

られます。

また、ここでは紙面の都合上紹

介できなかったのですが、対処の

具体的内容を見てみると、乳と回

答した人のうち、牛乳をやめるだ

けという回答は多く他の食物とい

っしょに混ざってしまうメニューで

は対処が難しいことが伺えます。

この調査結果は、この紙面でご紹介できなかった部分も含めて年度内に冊子にまとめ、改めて皆さんにご報告する予

定です。調査のご協力ありがとうございました。

アレルギー対策を実施した児童のアレルゲン

0.7%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.9%

1.1%

1.1%

1.3%

1.3%

1.4%

1.8%

2.7%

4.3%

5.0%

5.2%

5.4%

1.1%

0.9%

7.2%

11.8%

20.1%

23.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

その他

添加物

砂糖

練り製品

山菜類

クリ

大麦

ココナッツミルク

ピューレ

ケチャップ

ウスターソース

缶詰類

米

チョコレート

油

ごま

ゼラチン

豆類

そば

小麦

野菜

大豆製品

くだもの

肉類

ナッツ類

貝類

魚加工品

魚介類

甲殻類

卵

牛乳製品

学校給食ニュース 66号 2004/10/20



7

トピックス２

ＮＰＯによる学校給食受託

新潟県十日町市のＮＰＯ法人ネットワーク雪の里

新潟県十日町市では、2003年４月から、全国ではじめて

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）が学校給食の調理と

配送を委託されました。十日町市は、学校給食センター

方式で、すでに、十日町学校給食センターが地元の受託

業者に調理委託されています。今回、ＮＰＯに委託された

のは、水沢学校給食センターで、４小学校、１中学校の

630食です。

委託されたのは、ＮＰＯ法人ネットワーク雪の里です。

ネットワーク雪の里は、2000年に準備され、2001年に設

立されました。

学校給食に地場の食材などを供給していた流通業者、

商店主、市場関係者、市職員ＯＢなどにより設立され、現

在、学校栄養職員ＯＢや食材生産者なども会員となって

います。調理員は、センターで雇用されていた臨時採用

調理員を中心に採用しています。

ネットワーク雪の里の設立目的は、

１ まちづくりの推進、地域の活性化と子どもの健全育成

２ 高齢化社会における福祉の推進

３ ごみの減量化と環境の保全

４ 行政の減量化（スリム化）と民間委託の推進（学校給

食業務等）

５ 市民ニーズの多様化、高度化に対応する受け皿作り

６ 雇用機会の拡大 です。

全国的に注目を集めているＮＰＯ法人への給食調理委

託について、ＮＰＯ法人ネットワーク雪の里より、その考え

方や取り組みについての資料をいただきました。そのう

ち、学校給食業務受託を目指していた時点で、その考え

方についてまとめた文書について許可を得て転載しま

す。

なお、ＮＰＯ法人ネットワーク雪の里の情報は、同団体

のホームページでもご覧いただけます。

ＮＰＯ法人ネットワーク雪の里

http://park20.wakwak.com/~yukinosato/

特定非営利活動法人ネットワーク雪の里が

学校給食業務を受託する意義

１．「雪の里」が学校給食業務の受託を目指す理由

１）ＮＰＯ法人「雪の里」は給食関係者が参画すること

により、民間業者委託のいろいろな不安材料の解消を

図る。

学校給食の民間委託が全国的に進んでいるが、ＰＴ

Ａや労働団体、健康を考える団体等らは直営堅持、安

全性の確保、給食の質の低下を危倶する等から反対の

声が多い。

しかし、民間委託が行政改革で避けられないとした

場合でも、ストレートに民間（業者）委託を認めて良

いのか大変に問題である。

民間（業者）委託を認めた場合、営利追求の為、

給食の質の低下、労働条件の悪化等の不安は大きい

と思われる。

そして保護者の声は給食の現場から一層遠くなり、

不安が増大するのは必至である。

こうした不安を出来るだけ解消し、さらに直営ではな

かなか進まなかった学校給食を取り巻く諸問題の解決

を進めていくために、学校関係者、ＰＴＡ、調理員、生

産者、納入業者等で運営するＮＰＯ法人(特定非営利活

動法人)を組織し、準自主運営の道を開くことが有効で

ある。

我々はこうした考えから、学校給食委託の受け皿と

してＮＰＯ法人雪の里を設立し、準備を進めてきた。

２）「生産者－食材納入者－調理する人－食べる人」の

サイクルにより、良質な給食の提供を図る。

ＮＰＯ法人雪の里は、学校給食受託を期にさらなる

会員の拡大により、「生産者－食材納入者－調理する
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人－食べる人」等学校給食に関わる各層の方々から参

画していただき、お互いに学校給食への理解を深め意

見を出し合うことによって、良質な給食の提供を実現し

たい。

３）地域の子供達の健全育成に貢献する。

地域の将来を担う子供達が、給食が大勢の人達の

協力のもとに成り立っていることを理解することにより、

物の大切さ、生命の大切さ、地域を愛する心などを育

むことができる。

私たちＮＰＯ法人雪の里は会員一丸となって、地域

の子供達の健全育成に努めていきたい。

以上３つの理由により、学校給食業務の受託を目指

している。

２．「雪の里」が業務を受託した場合の効果につ

いて

１）学校給食の運営を最小限度の経費で受託できる。

ＮＰＯ法人は、民法第34条（公益法人）の特別法と

いう位置づけで成立した法人であり、公益の増進に寄

与することを目的に、市民が行う自由な社会貢献活動

を行うと規定されている。

「合理化のためなら民間委託をしてもかまわない」と

した1985年の学校給食に関する文部省通達以来、全国

で学校給食の民間委託が推進・検討されている。

しかし、学校給食委託にあたっては、出来る限り市

の支出を抑え、給食受給者の負担を減らす不断の努力

をするよう行政当局は求められるものと思う。

十日町市も行財政改革の一端として、直営方式を切

り替える場合、その合理化通達にある「人件費等の経

営経費の適正化」の目的に最も適合し、安価な経費で

運用できる方法で委託していただきたい。

その受託団体として最もふさわしいのが、ＮＰＯ法人

雪の里である。

何故ならば、ＮＰＯ法第２条第２項１号によってＮＰＯ

法人雪の里は「営利を目的としないこと」と定められ、

この趣旨にのっとって活動を進めていくつもりである。

非営利とは、活動によって得られた剰余金を構成員

（理事・社員）に分配しないということで、ＮＰＯ法人

雪の里は、法の理念から最少経費での運営を本分とし、

法人の構成員も原則無報酬を旨としている。さらに、

決算上剰余金が出た場合は、特定非営利活動に充て

るか次年度以降に繰り越すことも法律で明文化され、

社会還元、経営還元が厳しく義務づけられている。し

かし、ＮＰＯ雪の里は剰余金が生じたときは、次年度

に繰り越すことをせず、その全額を十日町市に返還す

ることになっている。

よって民法第35条に規定する一般法人（株式会社、

有限会社等）と比べて、同じ委託条件ならば行政にと

ってより安く受託できることになる。

２）学校給食の場に民主的な経営を導入できる。

昨今、学校給食の環境を巡って様々な問題が指摘され

ている。①安全な学校給食の問題、②適正な現場環

境の維持、③学校給食の本来の目的（学校給食法の

目的＝注１）を損なわないよう給食提供者（調理員）

と受給者（教諭・児童）準受給者（保護者）との間

で正しいコミュニケーションがとられる環境にあるか、

といった重要課題に対して、ＮＰＯ法人雪の里では適切

な対応をとることが出来る。

ＮＰＯ雪の里では、趣旨に賛同すれば、正会員とし

て気軽に（会費のみで出資金を必要としないで）加わ

っていただくことにしている。（＝注２）

調理員や食材納入業者、保護者を代表する機関ＰＴ

Ａ、学校関係者、食品安全協会員さらには生産農家の

方々から、法人に積極的に加わっていただくつもりであ

り、これによって学校給食の場で、ガラス張りで、様々

な立場の人の意見を取り入れた民主的運営が行われ、

学校給食を巡る諸問題に迅速、有効的に対処出来る。

３）現場に責任者を置くことにより、教育委員会からの

指示に素早く対応できる。

ＮＰＯ法人雪の里では、現場の声が法人全体に届く

よう、職員である調理員、運転手からも会員になって

いただくよう呼びかけ、さらに主任調理員からは、現場

の責任者として法人経営にも参加していただくことにし

ている。

調理現場に責任者を置くことで、調理、配送業務に

関わる権限を大幅に現場に委任することとしたい。その

ことによって、教育委員会、給食センター長及び栄養
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士からの指示を直接受けることが可能となるし、いちい

ち会社が中間に入って指示を伝える方法より、遥かに

効率的かつ迅速に対応できる。

４）その他の効果

経営体としての弱体性を心配されている方もあるが、

申すまでもなく、雪の里は、ＮＰＯ法人として認証され

たれっきとした法人である。

ＮＰＯ法人雪の里では、法人に対する寄付が寄付者

にとって非課税となり、寄付を受けやすくなっているし、

税の優遇や行政からの補助を受けることも出来る。今

後広く市民の支援（寄付）を求め、活動の幅を広げる

ことで経営的な基盤を強固にすることを目指す。そのこ

とによって、所期の調理業務受託を達成するだけでな

く、定款第５条（事業内容＝注３）に基づき、学校給食

から派生する様々な活動や学校給食推進における諸課

題に、市行政と共に取り組むことが可能になると考える。

例）今年度は、ＮＰＯ法人雪の里への活動支援として、

十目町中央食材納入組合が寄付を行っている。また同

納入組合がＮＰＯ法人雪の里の理念を受け入れ、試験

的に市内の農産物業者とジャガイモの契約栽培を実施

した。また、県の補助を受け地産地消を目指した優良

食材産地研修も開催している。こうした学校給食に対

する市民レベルの自発的な活動は、全国でも例がない。

注１）学校給食法第2条では、「(1)目常生活における食事に

ついて、正しい理解と望ましい習慣を養うこと、…(3)食生活

の合理化、栄養の改善、及び健康の増進を図ること、(4)食

糧の生産、配分、及び消費について正しい理解に導くこと」

が目標として上げられている。この目標達成には「自分自

身で望ましい食生活を送る能力を育成するためには、学校

における指導ばかりでなく、家庭・地域との連携を積極的に

進めることが必要である」(学校体育・保健センター「学校給

食要覧」)とされている。

注２）ＮＰＯ法人雪の里定款

第６条「……正会員 この法人の目的に賛同して入会し…

…推進していく個人及び団体。 賛助会員 この法人の目

的に賛同し……行う個人及び団体。」

第７条「入会しようとする者は、……理事長はその者がこの

法人の事業について、計画実現に向け活動を推進していく

ことができると認めるときは、正当な理由がない限り入会を

認めなければならない…」

附則「……正会員 年会費 個人3000円 法人又は団体

10,000円……」

注３）ＮＰＯ法人雪の里定款

第５条「この法人は……次の事業を行う。(1)学校給食を通

して、子どもの健康の保持・増進と健全育成事業、(2)安全

な食品の研究、斡旋、(3)高齢者世帯への福祉給食事業、

(4)ゴミの減量化とリサイクル事業、(5)その他本会の目的を

達成するための調査、研究」

これらの目的は法人の目的であると同時に会員の目的とさ

れる。ＮＰＯ法人雪の里に関して、納入業者の集まりという

指摘もあるが、法人の目的達成には納入業者の意識化が

不可欠という視点に立っていることによる。十目町中央食

材納入組合は、ＮＰＯ法人雪の里会員であることによって、

自ら食材そのものや納入・販売方法等に対する意識変革を

行い、ＮＰＯ法人雪の里の目的に向って異なる立場から実

践している。

３．安全対策と不測の事態に対する対応について

日本体育・学校健康センター法に基づく補償及び全

国市長会の学校災害賠償保険で補償出来ないものに

ついては、民間の保険での対応を検討する。

なお、その他不測の事態に対して理事全員で責任を

持って解決に当たる。

安全確保（事故防止）の万全を期すため、関係機

関等の協カを得て関係者の安全教育、衛生教育の徹

底を図る。

（次ページ補足）

総会 ：正会員をもって構成する。

理事長 ：法人を代表し、業務を総理する。

副理事長 ：理事長を補佐し、事故あるときは代行する。

理事 ：理事会を構成し、業務を執行する。

給食担当

理事 ：学校給食業務を受託にあたって庶務を司る。

調理担当 ：学校給食業務を受託にあたって調理を司る。

事務局長 ：事務局を総括する。

監事 ：法人の業務執行を監査する。

＊福祉給食部会 高齢者世帯の給食(配食)サービスの研

究・研修を行い事業化を図る。

＊環境部会 ごみの減量化・リサイクル等の研究・研修

を行い会員及び市民への啓蒙を図る。

学校給食ニュース 66号 2004/10/20
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最近のできごと

８月～９月の新聞などからの情報

【食材・地場産ほか】

●東京都杉並区、米飯を麦入りに切り替え

●愛媛県今治市の豆腐の日

●佐賀県七山村の地場産給食

●北海道江別市、地場産小麦拡販の取り組み

【衛生管理】

●北海道芽室町で異物混入

【給食運営・民間委託など】

●レオックジャパン、学校給食受託減少

●佐賀県多久市、給食費滞納防止策

●新潟県新津市、公設民営化へ

●東京都で牛乳容器の問題

【その他】

●栃木県の食育支援

国連世界食糧計画の学校給食展案内

子どもたちの未来をつくる世界の学校給食展

～学びたい…でも、その前に食べたい

場所：国連大学１・２階 ＵＮギャラリー

（東京都渋谷区神宮前5-53-70）

期間：10月30日(土)まで *３、17、24日は休館

時間：午前10時～午後５時半 入場無料

主催：国連世界食糧計画、ＮＰＯ法人国連ＷＦＰ協会

■学校給食展の主な狙いは、
（１）世界の飢餓問題への関心を呼び起こす糸口にし、

（２）学校給食プログラムの果たす様々な役割への理解

促進、さらには

（３）学校の参加・視察を念頭に置き、子どもにもわかり

やすく、おもしろく問題意識を刺激することにあります。

■主な展示内容
学校給食プログラムにはこんな役割もあります！

貧困対策・女子教育の促進・ＨＩＶ／エイズ対策・平和構

築・公衆衛生の普及・環境教育・コミュニティの参画

・学校給食によってこんな風に生活が変わりました！支

援を受ける子どもたちの顔の見えるストーリーの導入。

・日本にもあった給食が援助だった時代。日本の私たち

と途上国の子どもたちの置かれた状況とを結びつける。

・日本の給食を考えよう！

・ＯＤＡ（政府開発援助）50周年実際に配布されている援

助物資も展示。

・世界の飢餓状況を5色に分けた「ハンガーマップ」とイン

ターラクティブな「ハンガーマップ・ナビ」で世界のことをも

っと知ろう！

「学校給食ニュース」2004．10．20

発行：学校給食全国集会実行委員会
編集：学校給食ニュース編集事務局
会費：年額3,500円（４月から３月、送料込み）
〒106-0032 東京都港区六本木6-8-15
第２五月ビル２階 大地を守る会気付
全国学校給食を考える会

お問い合せは…全国学校給食を考える会
電話：03-3402-8902 ＦＡＸ：03-3402-5590

学校給食全国集会実行委員会構成団体

●全日本自治団体労働組合・現業局
東京都千代田区六番町１（電話03-3263-0276）
●日本教職員組合・生活局
東京都千代田区一ツ橋2-6-2（電話03-3265-2175）
●日本消費者連盟
東京都目新宿区早稲田町75-２F（電話03-5155-4765）
●全国学校給食を考える会
左記住所、電話番号
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情報シート
地域で取り組まれている課題や実践例をぜひ発信してください。学校給食ニュースへの感想やご意見もお願いします。

（例：課題～民間委託、センター化、プラスチック食器、アレルギー・アトピー、
遺伝子組み換えや環境ホルモン、食中毒・異物混入・衛生管理など

実践～給食の教材化、給食だより、献立の工夫や食材の工夫、地場の素材の使用、
衛生管理や労働環境の工夫、学校内での子ども、保護者、他の職員に向けた情報発信の工夫、
地域との交流、民間委託やセンター化での議会対応など）

ここに記入していただくか、文書などは実物を送ってください。

送り先 〒106-0032 東京都港区六本木6-8-15 第２五月ビル２階 全国学校給食を考える会

ＴＥＬ03-3402-8902 ＦＡＸ03-3402-5590 E-mail maki@jca.apc.org

記入者名 団体名

ご連絡先（電話・FAX・e-mail）

ご住所（または、都道府県・市町村名）

私は、 栄養士 調理員 保護者 その他（ ）です。

ニュースに掲載する場合、名前は 掲載可 掲載不可（匿名） です。
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