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皆様には日頃より本会の事業運営に格段の御理解と御支援を賜り誠にありがとうござい
ます。
本会におきましては、学校給食の維持・発展に寄与するため、平成 18 年 4 月に学校給食
関係教職員を委員とする「食育に関する調査研究会」を設置し、その時々に課題となった
テーマについて調査研究を進め、その成果を報告書にとりまとめて広く学校給食関係者に
提供しております。
児童生徒を取り巻く社会や生活環境の急激な変化は児童生徒の心身の健康に大きな影響
を与えており、中でも、アレルギー疾患への対応は、平成 24 年 12 月に食物アレルギーを
有する児童が学校給食終了後に死亡するという痛ましい事故が発生するなど、学校給食に
おける喫緊の課題となっております。
学校給食会といたしましては、学校現場の実態を踏まえた実践的な対応マニュアルが必
要ではないかと考え、平成 25 年 4 月に「食育に関する調査研究会」に「学校給食と食物ア
レルギー」の調査研究をお願いしました。調査は 2 カ年にわたり、16 回の熱心な討議が重
ねられ、アレルギー専門医師の講演会も二回開催し、また、大阪の先進事例の調査も行っ
ていただきました。
委員の皆様の熱意と、精力的な活動の御陰で、この度、報告書がまとまりました。おり
しも、期を同じくして、文部科学省から「学校給食における食物アレルギー対応指針」が
刊行されました。
本調査研究においては、国のこうした動きや議論を含め最新の情報や知見を調査研究し、
整理した内容を学校給食現場で役立つより実践的で具体的な対応マニュアルにまとめてい
ただきました。
文部科学省から示された平成 20 年 3 月の「学校のアレルギー疾患に対する取組ガイドラ
イン」と本年 3 月の「学校給食における食物アレルギー対応指針」、そして、本会の「学校
給食と食物アレルギー」報告書の三点が揃いました。これを機に、県内の学校給食現場で
のアレルギー対応が更に一層進展することを御期待申し上げます。
終わりに、長期にわたり本調査研究に御尽力をいただきました委員の皆様、そして、貴
重なアドバイスをいただきました県教育庁健康教育課主任栄養技師の田村正美様、福島大
学教職相談員の松浦芳孝様、さらには、お忙しい中、御講演、御指導をいただきました昭
和大学医学部小児科学講座講師（医学博士）今井孝成先生、地方独立行政法人神奈川県立
病院機構神奈川県立こども医療センターアレルギー科医長高増哲也先生に心から御礼を申
し上げます。
学校給食会は、今後も、学校給食の発展のために、タイムリーで有効な公益的事業を積
極的に展開してまいりますので、皆様の御理解と御支援をよろしくお願い申し上げます。
平成２７年３月
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