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第４回広陵町中学校給食運営委員会 議事録 

 

開催日時   平成２６年４月１６日（水） 午前１０時００分～１２時３０分 

開催場所   広陵中央公民館 ２階 大会議室 

出 席 者   委員 15 名 

畿央大学 健康科学部 健康栄養学科 准教授 

        博士（健康科学） 管理栄養士 上地加容子（副委員長） 

 奈良県教育委員会 保健体育課 主査 上村 庸江 

 広陵北小学校栄養職員 山本 典子 

広陵西小学校区   河合 知加 

 広陵東小学校区 脇本めぐみ 

 広陵北小学校区 堀口真寿美 

 真美ヶ丘第一小学校区 岡本恵美子 

 真美ヶ丘第二小学校区 牧村 恵子 

 大阪教育大学名誉教授 元広陵町教育委員長 菅野 耕三（委員長） 

 元広陵町議会議長 山田 光春 

 保護者 福知 多枝 

 広陵中学校長 北本 政治 

 真美ヶ丘中学校長 植村 佳央 

 広陵中学校 濱野 直美 

 真美ヶ丘中学校 福本嘉代子 

事務局 松井教育長、奥西教育委員会事務局長、増田教育総務課課長、 

松川教育総務課主幹、中川教育総務課課長補佐、谷野教育総務課係長 

    中村学校教育課課長、橋本学校教育課課長補佐 

コンサルタント 株式会社 かんこう 東、大倉 

     

配付資料   第４回広陵町中学校給食運営委員会 次第 

広陵町中学校給食運営委員会委員名簿 

第４回広陵町中学校給食運営委員会・資料 

・広陵町の学校及び調理室などの現状 

・学校給食の方式とメリット・デメリット（修正） 

・広陵町における各方式のケーススタディ（修正） 

・各給食方式と整備及び管理運営の事業方式について 

・参考資料１. 参考事例におけるアレルギー対応について 

・参考資料 2. 広陵町の調理員の現状について（修正） 

・参考資料 3. 広陵町が保有する空き地（候補地）について 

 

学校給食食物アレルギー事故をどう防ぐかについて 

0 歳～14 歳人口の予測 

広陵町の食育の取り組み 



 
 

2 

 

第２回広陵町中学校給食運営委員会 議事録（案） 

その他 給食に関わる重要事項（案）4/16 現在（委員より） 

 

１．開会（事務局） 

〇異動に伴う新委員紹介 

奈良県教育委員会 保健体育課 主査 上村 庸江 委員（玉井前委員後任） 

真美ヶ丘中学校長 植村 佳央 委員（丸谷前委員後任） 

広陵北小学校栄養職員 山本 典子 委員（上野前委員後任） 

〇異動に伴う新事務局員紹介 

中村学校教育課課長、中川教育総務課課長補佐 

増田教育総務課課長（学校教育課課長より異動） 

 

２．委員長あいさつ（菅野委員長） 

・ 本日も忌憚のないご意見をお願いする。 

 

３．第 2 回議事録（案）の承認について 

・ 事前に確認し、追加訂正部分を赤字で示している。 

・ 赤字部分の他、以下を訂正のうえ、承認することとされた。 

Ｐ10：最下段の発言者 ○○委員→○○委員(○○委員指摘） 

Ｐ11：委員長の発言 ○○さん→○○さん（○○委員指摘） 

・ 事務局の発言についても固有名詞を記載する。（○○委員指摘） 

 

〇委員長より指摘 

・会議資料は、第何回の資料かがわかるようにし、資料番号を付けること。 

 

〇会議の進め方について（委員よりの提案） 

・ アレルギーの問題や各方式のメリット・デメリットについては、資料を修正していただいてい

る。本日は、それらに時間をかけず、耐震性、コスト、候補地等の議論に集中したらどうか。 

・ 委員からの疑問に答える時間を確保した方が、会議がスムーズに進むのではないか。 

・ 資料の修正事項等について確認の必要があるので、まず資料説明を受けたうえで、ご指摘の進

め方とする。 

 

４．議事 

（１）広陵町の学校及び調理室などの現状 

（２）学校給食の方式とメリット・デメリット（修正） 

○事務局より資料の説明 （事務局） 

・第４回広陵町中学校給食運営委員会・資料 [Ｐ１～２] 

広陵町の学校及び調理室などの現状 

学校給食の方式とメリット・デメリット（修正） 
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○委員長：この資料について、ご指摘があればお願いする。 

○委員：建築耐久年数について、阪神・淡路大震災の前後で学校の建築基準が変わっていると思

う。震災後に建った東小学校とそれ以外の学校の耐久年数が同じなのはなぜか。また、設備更

新年数は 15 年であるが、30 年目の真美ケ丘第一小学校では、設備の入替えを検討しているの

か。 

○事務局：耐久年数については、広陵町の小中学校は、耐震補強により、新しい基準をクリアし

ているため、同じ 65 年としている。設備更新年数については、機器販売店のいう減価償却対

応年数である。実際には 20 年、25 年と使える機器もあり、すでに更新した機器もある。修理

がきかなくなったら買替えという形で対応している。 

○委員：食中毒対応ではドライ方式の方が優れていると聞く。ドライ方式に変更する予定はある

のか。 

○事務局：24 年度に北小学校がドライ方式に変わった。26 年度には、真美ケ丘第一小学校、真

美ケ丘第二小学校のドライ方式への移行の予算を学校給食特別会計に計上している。 

○委員長：余談であるが、昭和 56 年 6 月に建築基準法の耐震基準が変わった。それ以前に家を建

てた方は、県や市町村からの補助金も出るので、是非耐震補強をしていただきたい。広陵町の

小中学校は、奈良県では珍しく、すべて耐震補強がされているので、避難所としても十分使え

る。 

この委員会は中学校の給食について議論しているが、センター方式にする場合は、小学校も含

めて考えざるを得ない。そこまで踏み込んで判断するために、各小学校でどういう給食を提供

しているのか、何ができて、何が足りないのか、何が古くなっているのかなど具体的に出して

いただきたい。前回、メリット、デメリットの表の中の記述について、「格差がある」の中身を

尋ねたが、今回も具体的には書いてない。具体的に出してもらえば、判断材料になる。 

○委員：ドライ方式への移行のための予算はいくらか。 

○事務局： 資料が手元にないが、何百万円の単位だったと思う。水が垂れないワゴンや水がはね

ないシンクなどの備品の購入費になる。 

○委員：Ｐ2、アレルギー対応について、センター方式のメリットとして、「自校方式に比べアレ

ルギー対応の効率化を図ることが可能で、調理人員の負担が少ない。」、また、自校方式のデメ

リットとして「センター方式に比べて、各学校にアレルギー対応の調理担当の配置や調理設備

を導入する必要がある。」とあるが、香芝市の場合はアレルギー対応に最も細かく対応できるの

が自校方式とされており、正反対である。この資料の通りで良いのか。 

○事務局：自校方式もセンター方式もアレルギー対応室を設けた場合で考えている。センター方

式の場合は食数がかさんでも調理員の人数が少なくて済む。これに対し、自校方式だと各校に

調理員を配置しなければならない。 

○委員：大阪狭山市の講師が自校方式でもセンター方式でもきっちり行えば、問題ないと言われ

た。それを捉えてこの部分の記述を変更したのか。香芝市の委員にも入っている副委員長から

ご意見をいただきたい。 

○副委員長：香芝市ではアレルギーについて、あまり討議されなかった。事務局の説明を聞くと、

アレルギー用の調理員の配置の面から書かれたと解釈できる。センター方式の場合はセンター
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に 2 名でよいが、自校方式の場合は、アレルギーのお子さんがいる学校それぞれに 1 名ずつお

いてほしいということで、この書き方で良いと思う。 

○委員長：調理員の配置についての必要人数などを具体的に書いた方がわかりやすい。訂正をお

願いする。 

○副委員長：センター方式の食育面のメリットに「センターでの体験等のプログラムが可能であ

る。」とある。想定するプログラムについてご説明願いたい。 

○事務局：給食センターでの社会見学や地域の方へのメニュー紹介・体験等を想定している。 

○副委員長：工程の見学や地域の人へのメニュー紹介は自校方式でも可能であり、あえてセンタ

ーに特化して記入する必要はないと思う。 

○事務局：削除するかどうか検討する。センター方式の場合、顔が見えないというデメリットが

あり、こういう体験が必要だと思っている。 

○委員長：大阪狭山市では、センターにたくさんの方を呼んで給食を体験していただいていると

のお話があった。自校方式では大勢が一堂に集まっての給食は食材の調達面も含め、実施しに

くい。そこを踏まえ、もう少し丁寧に書いていただくようお願いする。 

○委員：小学校では、衛生面から児童の調理室の見学は行っていない。保護者も調理室は見たこ

とはない。自校方式のメリットとして、調理員との顔の見える関係と言われるが、広陵町では、

調理員からお話を伺うような機会はあまりないと認識している。 

○委員：コンサルさんは過去にどちらの自治体で学校給食の仕事をしたのか。 

○コンサルタント：Ｎ県Ｔ町で行っている。 

○委員：いつからか。 

○コンサルタント：同時進行である。 

○委員：Ｎ県Ｔ町はセンター方式、自校方式のどちらで考えているのか。 

○コンサルタント：小中学校各 1 校であり、センター方式で進めている。 

○委員：Ｎ県Ｔ町と広陵町以外に担当した事例はないのか。 

○コンサルタント：私が担当した限りではない。 

○委員：実務経験がないコンサルにお願いしたのはなぜか。経験者にお願いする選択肢はなかっ

たのか。 

○事務局：町の登録業者の中から、ある程度の規模の仕様書に対応できる数社の中で入札し一番

安いところに決まった。 

○委員：仕様書の資格条件として一級建築士であることはあげられていた。普通は実務経験も問

うのではないか。今後、設計、建築等の業者を決めるときは実務経験を条件に入れてほしい。 

○事務局：今回は仕様書に基づいて業務を遂行する形であったが、実務経験による縛りを入れる

ことはできる。 

○委員長：方式の比較資料について、４つの方式から今回 3 つになった。次回は、親子方式は削

除し、自校方式とセンター方式に絞ってもよいのではないか。 

○事務局：皆さんが検討するうえで、それで宜しければ、そうさせていただく。 

○委員長：次回からは、自校方式とセンター方式に絞って結構である。 

 

（３）広陵町における各方式のケーススタディ 
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（４）各給食方式と整備及び管理運営の事業方式について 

○事務局より資料の説明 （事務局） 

・第４回広陵町中学校給食運営委員会・資料 [Ｐ3～7（親子方式を除いて説明）] 

広陵町における各方式のケーススタディ（修正） 

（修正事項）Ｐ3 調理員 真美ヶ丘第一小学校 「3+1」を「5+1」に修正 

    Ｐ4～ ランニングコスト 「高熱費」を「光熱費」に修正 

 Ｐ5 調理室の規模の横 「121 ㎡」を「現状」、「210 ㎡」を「計画」に修正 

     

○委員：イニシャルコストについて、自校方式だと広陵中学校の約５億円と真美ケ丘中学校の約

４億円の合計が約 9 億円、中学校のみのセンター方式だと平屋で約 4 億円ということである。

センター方式は自校方式の半額でできるのか。 

○事務局：センター方式は平屋、自校方式は２階にランチルームを増築する場合の費用である。

自校方式でもランチル―ムを空き教室につくれば初期投資はほぼ半額になる。ランニングコス

トについては、両方式とも大きな差はない。 

○委員：計画の展開の可能性として、センター方式のところに「空き教室などにランチルームの

併設」とあるが、センターに空き教室があるのか。 

○事務局：各学校の空き教室という意味である。 

○委員：了解した。 

○委員長：センター方式の鉄骨平屋建ての面積は、センター方式のメリットにあげられている体

験等のプログラムも可能な面積か。50 名ほど来られて食事をしてもらうなど町民に給食を食べ

てもらうスペースも入っているのか。調理室だけの面積であれば、資料の整合がとれていない。 

○事務局：中２階で見学するスペースは計上されている。調理室にカメラを設置し、会議室に集

まって見ていただくことは可能である。50 名まではいかないが、予約制であれば食事もとって

いただける。 

○委員：広陵町内ではコンべクションオーブンがないが、調理器具の水準はどの程度を考えてい

るのか。 

○委員：調理員からの聞き取り調査の結果、調理室の動線や設備の問題点についての意見があっ

た。それも踏まえて、解決する方向での資料になっているのか。 

○事務局：設備水準については、一般的な水準を想定している。 

○委員：設備の水準については、今後、栄養士さん等と詰めていってほしい。 

○委員：Ｐ４の真美ケ丘中学校の図を見ると、かつらぎの道沿いのバスケットボールのゴールが

おいてある所に建てることになっている。そこでは子どもたちが生き生きと遊んでいる。また、

休みの日には駐車場として使用されている。子どもたちが遊んでいる場所がなくなり、２階建

が建つと教室が暗く、風が通らなくなると思う。○○委員、保護者としてどう思うか。 

○委員：様々な意見があるが、中学校内の敷地の問題や近隣への配慮を考えるとセンター方式の

方がスタッフの数なども含めメリットが多いのではないか。 

○委員：真美ケ丘中学校のある馬見中３丁目には、畿央大学のテニスコートがあったが、生徒の

声がうるさいと自治会をあげて要望が出され、移転したという経緯もある。何人かの保護者に

聞いたところでは、バスケのゴールがなくなるのは嫌だと子どもが言っていたという話もあり、
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近隣の方もにおいなど嫌だと言っている。 

広陵中の方はここに建てても大丈夫なのか。 

○委員：広陵中に通っている娘にこの図を見せたところ、今でも駐輪場が狭く、改修後の駐輪場

も狭いとの意見であった。私自身も広陵中学校にはそれほど広いスペースはないというイメー

ジである。他の人にも意見を聞いてみようと思う。 

○委員：副委員長、香芝市での経緯を皆さんに教えてあげてほしい。 

○副委員長：香芝市は、中学校に給食室を設けるスペースがなかったので、センター方式になっ

た。安堵町にも行っていたが、こちらは自校方式で２階建ての施設を建てている。 

私は味覚の研究をしているが、においは食育の点で非常に大事である。家に帰ったときのうど

んやカレーのにおいなど、においと楽しいイメージが結びつく。ごはんの炊けるにおいが良い

食育になるという話もある。給食室や給食センターのご近所の方にはご理解いただきたい。 

○委員：おっしゃる通りだと思うが、馬見中３丁目で自治会の環境部長をしていたときに、ごみ

回収場所の周辺の家の方から、シーチキンの空き缶のにおいが臭くてたまらないと言われたこ

とも事実である。 

安堵町は何校か。 

○副委員長：小中１校ずつであり、やりやすかった。 

○委員：「香芝市立中学校給食実施検討委員会報告書」はインターネットで見ることができる。素

晴らしい報告書である。香芝市では４中学校のうち１校だけが自校に施設が建てられない状況

であったが、足並みをそろえてセンターにしたようである。 

○委員：センター方式の３つのケースに当てはまる町有地を示してほしい。 

また、教育委員会としては、将来的にどのような形を望んでいるのか。 

○委員：候補地の説明は後でされると思う。 

○事務局：学校給食については、以前から、教育委員会、議会で検討してきた。町当局、教育委

員会のこれまでの議論が違う結果になり、今回、新たに給食を実施するにあたり、方式を決定

していただくために運営委員会を設置した。教育委員会、町当局の方針は、この委員会にゆだ

ねている。 

○委員：町長は、日本一の中学校給食をつくると言っていたと聞いている。それであれば、セン

ター方式とし、防災対策の意味も込めて、都市ガスもプロパンガスも、太陽光発電や生ごみ処

理機も整備してほしい。教育委員会としての給食に対する思いを聞かせてほしい。 

最近は、仕事をする母親が多くなり、幼稚園も給食になるのではないかと思う。その場合は、

センター方式にするしかないのか、幼稚園にも給食室をつくるスペースはあるのか。 

○事務局：教育委員会では、以前から弁当、次いでデリバリーの方針としており、学校給食は行

わないという結論が出ていた。その中で、町の方で、「広陵町の食生活、食育を考える会議」「中

学校給食懇話会」を立ち上げたが、結論には至らず、町長が給食の実施を決断した。教育委員

会の中では中学校給食についての検討はしておらず、この委員会からの答申にゆだねる形であ

る。決めていただいた方式で進んでいく形である。なお、議会でも中学校給食の特別委員会を

設置している。 

幼稚園の給食についても、実施することになれば、土地の確保や運営体制整備を進めていかな

ければならないと考えている。 
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○委員：センター方式の良さばかりが際立っているが、第 1 回委員会では、町長から自校式で実

施したいという話があった。自校方式の良さについても知りたいので資料を出していただきた

い。 

娘が広陵中に行っているが、食育の取組みとして、「自分でつくる弁当の日」がある。私自身

は弁当をつくることに抵抗はないが、給食にするのであれば、より良いものにしていただきた

い。一方で給食になっても、「自分でつくる弁当の日」などの素晴らしい食育の取組みは続けて

ほしい。 

○委員：食育については、各校での取組みとなっている。真美ヶ丘中学では家庭科の中で勉強し

ており、町内全域で同じ指導をしているわけではない。大阪狭山市の話では、栄養士が各校を

回って話をしているという話であった。どちらの方式であれ、栄養士と教育委員会や学校によ

る食育の取組みの改善について、委員会の提言としてあげていただきたい。 

○委員：「広陵町の食育の取り組み」の資料にある小学校ランチルームでの低学年と高学年との「ふ

れあい給食」や「給食標語」については、自校方式に限らずセンター方式でもできることだと

思う。自校方式だからこそできる食育の取組みを示していただければ、町長のご意向にも沿え

るかと思う。 

○委員長：食育について、各学校で温度差があることは事実である。広陵東小学校については、

私が教育長のときに、身長・体重が全国平均、奈良県平均よりを下回っていたことから、県の

食育の研究指定校になってもらった。大阪教育大学の支援等も受けながら取組み、3 年を経て

報告書をつくった後、文科省の研究指定校になった。そういう経緯から突出した食育教育が続

いている。学校による差があるのは仕方がないが、広陵町全体で最低限の統一した食育教育は

やっていただきたい。事務局からのご指導をお願いする。 

給食の実施は決定したことなので、覆さないが、全国的には弁当に教育効果のあることがわか

ってきて、香川県から始まったのだが、給食から弁当に切り替えたところもたくさんある。 

いずれにしても、教育の一環としての観点から判断していきたい。 

食育に関して、県から出せる資料があればお願いする。 

○委員：奈良県全域での２年程前からの事例について、方式およびその方式とした理由等の資料

をいただけたらと思う。 

○委員：了解した。 

○委員：各学校の取組みの中身にはばらつきがあるが、食育は奈良県教育委員会の大きな柱とさ

れており、町の教育委員会からは、各学校の状況に応じて食育を推進するようにとの指示をも

らっている。本校の「自分でつくる弁当の日」については、歴史があり、スクールランチの申

し込みは 0 か 1 がほとんどである。感謝の心を持つのには、まず自分で弁当をつくり、弁当箱

を洗うことだとうということで、地道な活動の一つとして行っている。私は先程の委員長の話

の当時、広陵東小の教頭で、報告書の作成にも関わり勉強した。食に関わるしつけはご家庭で

お願いしたい。学校では、好きなものを好きな時に好きなだけ食べるのでなく、健康を考えて

食べる、といった子どもの自己教育力、自己抑制力を養っていかなければならないと思ってい

る。 

○委員：全国的には個食や欠食が問題になっており、日本では 8 割以上が給食を実施し、郡のな

かでも給食を実施していないのは広陵町だけと聞く。しかし、お弁当には利点もあるので、給
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食になっても弁当の習慣は年に何回か残したら良いと思う。 

○副委員長：Ｐ6 のセンター方式のコストには、配送のための車両、人件費、配送のための設備

の費用は入っているのか。また、人件費について、センター長の人件費は入っているか。入っ

ていないのであれば次回までに入れてほしい。 

○委員：真美ヶ丘中学校の進入路について、東南角の大きな門から入れば、石垣を壊さなくても

済むのではないか。グランドを横切る形にはなるので舗装の必要もあるが、配送だけであれば

工夫できるのではないか。校長先生、どこから入るのが良いと思うか。 

○委員：着任したところであり、今のところ発言は控えさせてほしい。 

○委員長：そこから入るとすれば、南側をかつらぎの道の方まで北側に抜けるしかない。テニス

コートの側は、図にはないが、下にもコートがあるので通れず、運動場の一部をつぶさなけれ

ばならない。手前を通るとすると階段なのでスロープをつくる必要があり、校舎の前を通るこ

とになる。したがって、この進入路は考えられない。ただ、現在、進入路としているスロープ

のところには、貴重な植物が生えている。そこで、かつらぎの道を挟んだ東側にまっすぐのス

ロープはつくれないか、ご検討いただきたい。 

現在の図の位置にスロープをつくる場合、駐輪場をつぶす必要はないのか。 

○事務局： 大丈夫である。当初の図面より、スロープを西側にずらしている。 

〇委員長：広陵町の中学校の運動場は面積的には広いが、自校方式とした場合は、小学校のよう

に当初から建物の中に調理室があるわけではないので、生徒の今までの活動を少し制限するよ

うになるかもしれない。  

〇委員：センターの予定地について、ご説明いただきたい。 

 

○事務局より資料の説明 （事務局） 

・第２回広陵町中学校給食運営委員会・資料 [参考資料３] 

広陵町が保有する空き地（候補地）の一覧 

 

○委員：これ以外に建てられるところはないのか。 

○事務局：資料では、1,800 ㎡以上で、現在建物が建っていない町有地を示している。公営企業会

計や土地開発基金が持っている土地は除き、町が持っている土地のみを示している。 

○委員：水道局の跡地は、建物が建っているのではずしているのか。 

○事務局：水道局の跡地は企業会計なので入っていない。 

○委員：防災センターの跡、あそこはシルバーが持っているのか。 

○事務局：あそこの建物は、起債して建てている。 

○委員：変電所の北側はどうか。 

○事務局：そこは子どもスポーツ広場になっている。 

〇委員：老朽化した中央公民館の建替えとあわせて給食センターを入れたらどうか。周りに住宅

地もなく、災害のときは体育館に避難している方に炊き出しもできる。 

○事務局： 中央公民館については、耐震化もできていないので、歴史文化会館も含めて検討する

話が出てきている。平成 26 年に、体育館、庁舎などを含め、耐震化のされていない公共施設

についての点検の予算をとっている。ご提案については、いろいろな関係もあり即答は難しい。 
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〇委員：ここを給食センターにする場合、どのような縛りがあるのか。 

○事務局：中央公民館に替わるものをどこかに建てなければならない。 

〇委員：２階を歴史文化会館、３階を公民館にすることはできないのか。 

○事務局： コメントを控えさせていただく。センターの候補地については、運営委員会で結果が

出れば、町の方で確保しなければならないという思いがある。 

〇委員長：センター方式に決まれば、町の全体のことを考えて、町に場所を確保してもらうしか

ない。たとえば図書館の前の駐車場にしても靴下市や観月の夕べなどでの重要な駐車場であり、

使うとなれば、それらの行事に支障が生じる。 

○委員：平成 28 年度に給食を開始すると町長が言われ、保護者は喜んでいる。この委員会で結論

が出た後は、どちらの方式であってもプロジェクトチームを組んでも本当に 28 年４月から実

施できるようにお願いしたい。 

私自身は、先日の勉強会での話を聞き、センター方式で給食を開始してもらいたいという思い

である。 

〇事務局：28 年４月から実施するために、平成 26 年 6 月には答申をいただきたいとお願いして

いる。答申に基づき、基本設計、議会との協議、実施設計、入札という流れになる。早い時期

に答申をいただければ早く進められる。ご理解をよろしくお願いする。 

○委員：6 月中に答申を出せるようにしたい。 

○○委員は、別の仕事との兼務でなく、プロジェクトチームをつくって職員の方が給食の件に

関わる時間を確保してほしいと言われたのだと思う。 

議会からの推薦人で「給食に関わるその他重要事項」のたたき案を作成したので、目を通して

いただきたい。 

〇委員長：最初の２行は削除してほしい。 

○委員：了解した。 

 

○事務局より資料の説明  

・食物アレルギー事故防止対策について 

 

○委員：食物アレルギー対策委員会はいつできたのか。 

○事務局：学校よって若干異なるが、 昨年中できて、昨年度末にはアレルギーの正確な把握をす

るための調査を実施した。 

○委員：委員会はどのような構成か。 

○事務局： 校長、教頭、養護教諭、生活指導主任、保健主任、学年主任がメンバーとなっている。 

○委員： 3 歳頃に少し発疹が出ただけの人が、学校にアレルギー対応を要請するような場合もあ

り、不必要な対応を調理員にさせてほしくないことから、アレルギーの診断書を出してもらう

ように教育委員会にお願いし続けていた。今回、それがかなって喜んでいる。 

エピペンを打つことがフローに入っているが、実際には怖くて打てないと思う。教職員を巻き

込んだ講習の実施について検討をお願いする。郡の校長会では私の主治医が毎年、エピペンの

講習を行っている。 

○事務局： 本年度、夏休み等を利用して職員研修を行う予定である。 
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○委員：エピペンを使える人を呼ぶのか。 

○事務局： そうである。 

〇委員長：食物アレルギーについては、対応マニュアルを公表している市町村が多くあるので、

ネットで見ていただいたらと思う。 

 

５．その他 

・次回は 5 月 21 日（水）ＡＭ10：00～ 

・勉強会の記録は議事録でなく参考資料として配布、第 3 回の議事録は別途配布する。 

 

５．閉会 

○副委員長挨拶 

以上 

 


