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◇はじめに

学校給食は、学校給食法にあるように、栄養バランスのとれた食事を提供することに

より、健康の保持増進や体力の向上に大きな役割を果たしているばかりではなく、望まし

い食習慣を身につけ、好ましい人間関係を育てる場です。また、食に関する指導を行うこ

とで、心の育成や社会性の涵養、自己管理能力の育成など重要な役割を果たしています。

学校給食は、学校教育の一環として実施するため、食物アレルギー等、食事に関して配

慮が必要な児童生徒に対しても可能な限り対応していく必要があります。

近年、生活環境の変化等により、食物アレルギー症状を有する児童生徒は増加傾向にあ

り、アナフィラキシーショックの疑いによる痛ましい死亡事故やコンタミネーション(原

因食品の微量混入)による症状を示すケースが発生しています。当市においても食物アレ

ルギーを有する児童生徒は増加傾向にあり、過去にアナフィラキシーショックを発症した

ことのある児童生徒は、平成２５年６月３０日現在で小学生１２名、中学生６名在籍して

おります。

これまで当市の小・中学校における食物アレルギー等への対応は、日本学校保健会や栃

木県教育委員会が作成したガイドライン等をもとに、各学校が個別に可能な対応を行って

きましたが、児童生徒がより安心した学校生活を送るには、安易な判断で対応食を実施す

ることを避け、症状に応じた学校給食を提供するなど、医師の診断と指示に基づいた対応

が求められます。しかし、当市の給食は自校方式とセンター方式に分かれており、食物ア

レルギー対応に要する栄養士や調理員の配置が十分でないことから、除去食及び代替食提

供等に際して対応を一斉に行うことは困難な状況にあります。現在の小・中学校の給食室

は、食物アレルギー対応を前提に設計されたものではないことから、アナフィラキシーシ

ョックの怖さを十分認識した給食室の改善が求められます。

今回、校長会、学校保健会、学校給食研究会、健康課、子育て支援課、消防本部の協

力を得て、市内小・中学校が共通して取り組む具体的な内容を「日光市小・中学校食物ア

レルギー対応マニュアル」（以下「マニュアル」という。）として策定いたしました。

マニュアルは、市全体で食物アレルギーの対応を進めていくために、学校、保護者、

学校医、主治医、医療機関、市（教育委員会、健康課、子育て支援課、消防本部）等が、

必要な情報を共有して、共に考え、協力し、マニュアルによる対応を実践していくなかで、

食物アレルギー症状を有する児童生徒を含めたすべての児童生徒が、心身ともに健康で安

全な学校生活を送れるようにすることを目指しております。

マニュアルは、平成２０年３月に財団法人日本学校保健会から発行された「学校のアレ

ルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づき、「調布市食物アレルギー事故再発

防止検討結果報告書」を加味して、食物アレルギーアドバイザーから専門的な指導・助言

を受けながら当市の実態に応じて策定いたしました。また、必要な諸様式を整備し、統一

したものを使用できるようにいたしました。策定したマニュアルは、市教育委員会として

の指針（ガイドライン）です。各学校においては平成２６年３月２６日付文部科学省通知

「今後の学校給食における食物アレルギー対応について」にありますように、このマニュ

アルをもとに各学校の実状に応じた具体的な対応について一定の方針を定め、可能な限り

一人一人にあった適切な対応を図ってください。なお、教育委員会は、学校保健会や学校

給食研究会等から意見を聴取しながらマニュアルの活用状況を把握し、毎年、必要に応じ

て改訂してまいります。平成２９年３月には第３版に改訂しました。

平成２９年３月 日光市教育委員会
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Ⅰ ⾷物アレルギーについての基礎知識

特定の食品を摂取することによって、生体（皮膚、粘膜、消化器、呼吸器、全身性

など）に不利益な症状が生じるアレルギー反応であり、人により極微量のアレルギー

物質（たんぱく質）を摂取することによっても発症します。食中毒や乳糖不耐症（体

質的に乳糖を分解できずに下痢を起こす病気）が、食物アレルギーと間違われやすい

傾向にありますが、これらと区別する必要があります。

食物アレルギーは、乳幼児期から成人期にまで認められ、多くは乳幼児期に発症し

ます。しかし、学童期から成人期にかけて発症することも少なくなく、注意する必要

があります。

（１）乳幼児期

食物アレルギーの大部分は乳児期に発症し、有病率は５～１０％です。多くの場合

アトピー性皮膚炎を合併しており、逆にアトピー性皮膚炎の乳児ではその内の７５％

が食物アレルギーをもっています。主な原因食品は、卵、牛乳、小麦で、年齢が増す

とともに耐性を獲得し、自然寛解する場合が多く、小学校入学までに約９０％が自然

寛解すると考えられます。

（２）学童期から成人期

学童期（７～１２歳）から成人期にかけては、有病率は１～２％と、乳幼児期と比

べると低くなっています。アトピー性皮膚炎と食物アレルギーを合併している割合も

１０％と低くなっています。主な原因食品は、えびやかになどの甲殻類、小麦、果物、

魚類、そば、落花生などが多く、耐性が得られにくいのが特徴で、これらによるアレ

ルギーは生涯持続する傾向があります。

（１）即時型食物アレルギー

原因食品を食べてから２時間以内に症状が出て､その症状はじんましんのような軽

い症状からアナフィラキシーショックのような命にかかわる重い症状まで様々です。

食物アレルギー症状を有する児童生徒のほとんどが、この「即時型」に分類されます｡

アナフィラキシー

アレルギー反応により、じんましんなどの皮膚症状や腹痛・嘔吐などの消化器症状、

呼吸困難などの呼吸器症状が複数同時に急激に出現した症状をアナフィラキシーとい

います。特に、血圧低下などのショック症状を引き起こし、生命を脅かす危険な状態

をアナフィラキシーショックといいます。典型的症状は以下のとおりです。

初期の症状 口内違和感、口唇のしびれ、局所的なじんましん、気分不快、吐き気、
軽い腹痛等

中程度の症状 全身のじんましん、のどが詰まった感じ、胸が苦しい、繰り返す嘔吐、
ぜい鳴（ゼーゼーして苦しくなる）、ぐったりとした様子等

ショック症状 呼吸困難、冷や汗、手足の冷え、顔色不良、血圧低下、意識障害等

１ 食物アレルギーとは

２ 食物アレルギーの自然歴

３ 食物アレルギーの症状
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食物依存性運動誘発アナフィラキシー

原因食品を摂取したあと２時間以内に、一定量の運動（昼休みの遊び、体育や部活

動など、人により様々）をすることにより、アナフィラキシー症状を起こします。学

童期後半以降の児童から成人にかけてみられます。原因食品としては、小麦や甲殻類

が多く、発症した場合にはじんましんから始まり、高頻度で呼吸困難やショック症状

のような重篤な症状に至るので注意が必要です。原因食品と運動の組み合わせにより

発症するため、食べただけ、運動しただけでは症状は起きません。

口腔アレルギー症候群

特定の原因食品（キウイフルーツ、メロン、もも、パインアップル、りんご等の果

物等）を食べた直後（５分以内）から、口が腫れたり、ひりひりしたり、かゆくなっ

たりするなどの症状が起こり、患者の多く（成人女性が多い）は花粉症やラテックス

（天然ゴム）アレルギーを合併しています。ほとんどが口やのどの症状で終わってし

まいますが、まれに全身症状となりショックに至る場合もあります。

（２）非即時型食物アレルギー

原因食品を食べて６時間以上たった後に、主に皮膚に症状が起こるアレルギー抗体

に依存しないアレルギーです。

「アレルギー物質を含む加工食品の表示」制度により、現在、患者数が多いか重篤

度の高い７品目は、特定原材料として表示が義務付けられています。他に２０品目の

表示が奨励されている食物がありますが、全て表示義務はありません。このため義務

７品目以外は、製品に含まれていても表示されない可能性があり、個々に製造会社に

確認する必要があります。また、これまで摂取できていた加工食品でも配合内容が変

更されることがあるため、購入ごとに表示を確認する必要があります。

表示の有無 特定原材料等

義務（表示義務がある） 卵、乳、小麦、えび、かに、落花生、そば

あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、
推奨（表示義務はない） キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、

鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、
ゼラチン

※上記以外にも食物アレルギーを起こす原因食品があります。

コンタミネーションとは、食品の製造過程で原材料として使用していないにもかかわ

らず、機械や器具等から原因食品（アレルギーを起こす物質）が混入されてしまうこと

を言います。

食物アレルギーは極微量のアレルギー物質によっても発症することがあり、コンタミ

ネーションを防止するには、『本品製造工場では○○を含む製品を生産しています』等

の注意喚起表示を確認する、製造ラインを十分に洗浄する、専用に区切られた作業場に

おいて調理する、特定原材料及び特定原材料に準じるものを含まない食品から順に製造

する、可能な限り専用器具を使用するなど、十分な設備と細心の注意が必要です。

なお、当市の給食施設は、専用に区切られた作業場となっていませんので、コンタミ

ネーションへの対応はできません。

４ アレルギー物質を含む加⼯⾷品の表⽰制度

５ コンタミネーション（原因⾷品の微量混⼊）
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Ⅱ 食物アレルギーへの対応

（１）学校、保護者、学校医、主治医、医療機関、市（教育委員会、健康課、子育て支援課、

消防本部）が、必要な情報を共有し、共に考え協力して、食物アレルギーを有する児童

生徒を含めたすべての児童生徒が、心身ともに健康で安全な学校生活を送れるようにし

ます。

（２）食物アレルギーを有する児童生徒には、医師の診断と指示に基づき、個々の症状や給

食施設の状況、栄養士及び調理員の配置、指導体制等を鑑み、各学校や給食センターが

対応可能な範囲で必要最小限の原因食品除去を行いながら給食を提供します。

（３）食物アレルギーを有する児童生徒を含めたすべての児童生徒に、食物アレルギーに関

する知識を習得させ、事故の未然防止及び食物アレルギーを有する児童生徒が特別な目

で見られることがないように努めます。

（４）食物アレルギーを有する児童生徒及びその保護者が、学校生活への不安を解消できる

よう、すべての教職員が積極的に連携･協力し、緊急時に適正に対応できる危機管理体制

を整備します。

（１）教育委員会は学校給食の実施者として、関係機関と連携を図り、必要な配慮をしながら、

責任をもって「安全・安心」な学校給食の提供に努めます。緊急時の対応として、「緊急

時の対応表」に従ってアドレナリン自己注射薬を使用した場合は、全面的に教育委員会が

その責任を負います。

（２）食物アレルギーを有する児童生徒への就学指導は、学校によって対応できる条件（人的

・物的）が異なることから、教育委員会が主体となり、学校及び関係機関と連携しながら

行います。

（３）教育委員会は、各学校のアレルギー対応の状況を評価するため、食物アレルギー対応評

価委員会を定期的かつ各学校の要請に応じて開催します。

（４）食物アレルギーを有する児童生徒には、医師の診断に基づく「学校生活管理指導表」に

より必要最小限の原因食品の除去を行います。ただし、事故防止を優先し除去食及び代替

食対応を困難と教育委員会が判断する場合があります。

（５）当市の給食施設は、食物アレルギー対応を前提に設計されたものではなく、原因食品の

微量混入を防止する専用の区切られた作業場が確保されてないため、コンタミネーション

への対応はできません。

（６）症状の変化や児童生徒の成長、学校の対応可能範囲等が年々変化することから、除去食

及び代替食対応の児童生徒の保護者に対しては、年１回は「学校生活管理指導表」を提出

することを依頼し、個々の対応状況を見直します。

（７）食物アレルギーは、生命に危険を及ぼすアナフィラキシーショックを起こすことがある

ことから、献立・調理・配食・配膳過程の見直し、教職員の役割を明確にして、児童生徒

の認識を高めさせることにより未然防止に努めます。

（８）学校生活では、給食以外でも食物アレルギーへの対応が求められることから、学校生活

における配慮事項について全教職員が共通理解を図り、保護者等との連携を図りながら対

応します。

（９）学校における食物アレルギー対応の体制を整え実践していくには、教職員及び保護者な

どの関係者が、食物アレルギーに対する正しい認識を深める必要があることから、教育委

員会及び各学校が充実した研修を実施します。

１ 食物アレルギーに関する基本的な考え方

２ 食物アレルギーに関する基本的な対応方針
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当市においては「安全・安心」な給食提供を最優先し、次の「全て」に該当する児童生

徒に対して、食物アレルギー対応学校給食を実施します。保護者等による自己判断による

食事制限や単なる好き嫌いは対象としません。

○ 食物アレルギーの医師診断があり、現在も医療機関で治療または定期受診してい
ること。

○ 医師記入の「学校生活管理指導表（様式３）」が提出されていること。
※学校生活管理指導表を年１回は提出すること、症状の変化があった場合は、
その都度提出すること。

○ 家庭において医師の指導のもと除去食などの対応をすでに行っていること。
○ 原則として、毎月の学校での打ち合わせ等に参加できること。学校と保護者との
話合いによって対応を決定することもできる。

文部科学省は「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」において、「食

物アレルギー対応の段階的目標・作業整備（Ｐ２８参照）」を示し、以下のような段階的

な食物アレルギー対応の進め方を提示しています。

また、ガイドラインは、学校及び調理場の状況（人員や設備の充実度、作業ゾーンなど）

は千差万別であり、一律に対応することができないことから、現状で行うことのできる最

良の対応を検討することが大切であるとしています。

当市の学校給食におけるアレルギー対応は、ガイドラインに示された「食物アレルギー

対応の段階的目標・作業整備」による実施を原則としますが、レベル３及び４は「人的措

置」「物理的措置」の整備が大前提となりますので、対応ができない学校があります。そ

のため、学校及び調理場の状況と食物アレルギーの児童生徒の実態（重症度や除去品目数、

人数など）を鑑み、保護者と学校、教育委員会が十分に話し合い協議する必要があります。

詳細な献⽴表対応

学校給食の原材料を詳細に記入した献立表(P ２９｢詳細な献立(例)｣参照)を家庭
に事前に配布し、それを基に保護者や担任などの指示もしくは児童生徒自身の判断

で、学校給食から原因食品を除外しながら食べる対策。

すべての対応の基本であり、レベル２以上でも詳細な献立表は提供すること。

一部弁当対応

普段除去食や代替食対応をしている中で、除去が困難で、どうしても対応が困難

な料理において弁当を持参させる。

除去食対応

申請のあった原因食品を除いて給食を提供する。

代替食対応

申請のあった原因食品を学校給食から除き、除かれることによって失われる栄養

価を、別の食品を用いて補って給食を提供する。

３ 食物アレルギーにおける学校給食対応実施基準

４ 食物アレルギー対応の段階

レベル１

レベル２

レベル３

レベル４



- 6 -

教育委員会は学校給食の実施者として、健康課・子育て支援課、消防本部、医療機関

等に以下のような取組を依頼して連携を図り、必要な配慮をしながら、責任をもって「安

心・安全」な学校給食の提供に努めます。

食物アレルギー対応評価委員会

■定期的かつ各学校の要請に応じて開催し、各学校のアレルギー対応の状況を評価する。

【食物アレルギーアドバイザー、食物アレルギー検討委員、学校教育課対応チーム】

食物アレルギー 教育委員会 学校教育課 各種委員会等

アドバイザー

■アナフィラキシーショック症状など ■マニュアルの

■医学的、専門的な立 重度の食物アレルギー対応を必要と 活用状況や改

場から個々の食物ア する未就学児に関する情報を健康課 善点等を教育

レルギー対応やマニ ・子育て支援課等から得て、早期に 委員会に報告

ュアルについて、教 就学指導を行う。 する。

育委員会から相談を ■学校や関係機関と連携を図りながら 【食物アレルギ

受け、指示する。 食物アレルギー対応を必要とする保 ー検討委員会、

【構成員：市医師会、 護者と協議し、対応段階等を決定す 校長会、学校

県西健康福祉センタ る。 保健会、学校

ー管理栄養士】 ■「緊急時の対応表」等を消防本部と 給食研究会等】

共有する。

■食物アレルギーアドバイザーに個々

健康課･子育て支援課 の対応を相談し指示を受ける。

■食物アレルギー対応のための学校給 市消防本部等

■食物アレルギー対応 食施設設備を整備する。

（除去食・代替食・ 【学校教育課長、学校管理係長、教育 ■「緊急時の対

弁当持参）を必要 指導係長、課所属栄養士等】 応表」により

とする未就学児の保 ■食物アレルギー対応のための学校職 情報を共有し、

護者に、学校教育課 員の人的配置に努める。 緊急時に備え

に相談するよう助言 ■学校給食主任の食物アレルギーに対 る。

し、その情報を提供 する意識を高めるために、市教育委

する。 員会主催の研修会を開催する。

学校・学校給食センター

■各学校とも食物アレルギー対応委員会を設置し、取組プランを組織的に決定するとともに、

教職員の役割分担を明確にするなど組織的に対応できる体制を整備する。

■対応委員会の構成員は、校長，教頭，学年主任，担任，給食主任，養護教諭，栄養士，調

理員とし、給食センター方式の学校においては、センター長及びセンターの栄養士も加わ

る。なお、栄養士が配置されていない学校においては、課所属栄養士が加わる。

■マニュアルに従って対応を進め、必要に応じて教育委員会に相談し指示を受ける。

５ 関係機関の主な取組
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（１）教育委員会学校教育課の主な取組

① 学校教育課対応チーム

教育委員会はマニュアルに則った対応が遂行できるように、学校教育課内に学校

教育課長、学校管理係長、教育指導係長、課所属栄養士による食物アレルギー対応

チームを組織するとともに、定期的に巡回し、栄養職員が配置されていない学校を

中心に要請に応じてアレルギーや衛生管理に関する指導を行う体制づくりに努めま

す。チームの窓口は、学校教育係長です。

② 食物アレルギー対応評価委員会

各学校の食物アレルギー対応の状況を評価するため、食物アレルギーアドバイザ

ー、食物アレルギー検討委員、学校教育課による評価委員会を定期的かつ各学校の

要請に応じて開催します。

③ 調理⽤品や設備品等の充実

現在の給食施設は、食物アレルギー対応を前提に設計されたものではないため、

調理用品や設備品等の充実を図り可能な範囲で食物アレルギー対応ができるよう努

めます。

④ 早期の就学指導

食物アレルギー対応を必要とする未就学児に関する情報を健康課・子育て支援課

等から得て、小学校と連携し食物アレルギーアドバイザーに個々の対応についての

指示を受けながら、早期に就学指導を行います。また、学校と連携しながら、食物

アレルギー対応を必要とする児童の保護者と協議し、対応段階等を決定します。

⑤ 緊急時の対応

「緊急時の対応表（様式６）」の作成を保護者に依頼し、保護者の承諾を得て、

各学校が消防本部等に情報を提供し、教育委員会も共有します。

（２）健康課・子育て支援課の主な取組

食物アレルギー対応（除去食対応・代替食対応・弁当持参）を必要とする未就学児

の保護者に対して、就学時健康診断前に学校教育課対応チームに相談するよう助言す

るとともに、対応を要する未就学児の情報を保護者の許可を得て学校教育課対応チー

ムに提供します。

（３）消防本部等の主な取組

各学校から提出されたアドレナリン自己注射薬所持者の「緊急時の対応表（様式

６）」及び「学校生活管理指導表（様式３）」の写により、事故発生時緊急搬送を要す

る児童生徒の情報を得て緊急時に備えます。

（４）食物アレルギーアドバイザー

市医師会、県西健康福祉センター管理栄養士から構成され、教育委員会からの要請

を受け、個々の対応やマニュアル等の内容について指導します。

（５）各種委員会等

食物アレルギー検討委員会、校長会、学校保健会、学校給食研究会等は、マニ

ュアルの活用状況や改善点等を教育委員会に要請します。

（６）各学校における食物アレルギー対応委員会の設置

食物アレルギーを有する児童生徒が在籍する学校は、食物アレルギー対応委員会を

設置します。これにより各学校における取組を組織的に決定するとともに、教職員の

役割分担を明確にし体制を整えます。また、対応を要する児童生徒全体を把握し、情

報の共有化を図るとともに、食物アレルギー対応を実施するに当たっての学校として

の課題を整理します。さらに、対応献立や緊急時の対応を確認し、年度当初等に立て

た取組の検証を行うなど、円滑な運営と改善に努めます。
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Ⅲ ⾷物アレルギー対応開始までの流れ

※担当職員の欄の「栄養士」とは「栄養教諭・学校栄養職員」または「課所属栄養士」 ◎は主担当

時 期 対応項目 担当職員 関係書類

(１)早期情報把握及び(１)早期情報把握及び(１)早期情報把握及び(１)早期情報把握及び ◎教育委員会 食物アレルギー対応を要する就学児

就学指導就学指導就学指導就学指導 市健康課 一覧（様式９）

子育て支援課

９月

(２)関係の通知発送(２)関係の通知発送(２)関係の通知発送(２)関係の通知発送 ◎教育委員会 就学時保健調査票（様式１）

学校関係者 食物アレルギー調査票（様式２)

１０月 (３ )就学時健康診断時に(３)就学時健康診断時に(３)就学時健康診断時に(３)就学時健康診断時に 校長 食物アレルギー調査票（様式２)

～ おける情報収集及びおける情報収集及びおける情報収集及びおける情報収集及び ◎養護教諭 学校生活管理指導表（様式３）

教育委員会への報告教育委員会への報告教育委員会への報告教育委員会への報告 ◎栄養士 緊急時の対応表（様式６）

食物アレルギー調査報告書（様式10）

(４)関係者による保護者(４)関係者による保護者(４)関係者による保護者(４)関係者による保護者 ◎教育委員会 学校生活管理指導表（様式３）

との調査面談との調査面談との調査面談との調査面談 学校関係者 食物アレルギー個人記録票（様式４）

緊急時の対応表（様式６）

マニュアル

(５ )関係職員による事前(５)関係職員による事前(５)関係職員による事前(５)関係職員による事前 ◎教育委員会 学校生活管理指導表（様式３）

協議協議協議協議 主治医 食物アレルギー個人記録票（様式４）

食物アレルギーアドバイザー マニュアル

学校関係者

学校給食センター職員

１月 (6)保護者への決定事項の(6)保護者への決定事項の(6)保護者への決定事項の(6)保護者への決定事項の ◎教育委員会 学校生活管理指導表（様式３）

説明説明説明説明 学校関係者 食物アレルギー個人記録票（様式４）

学校給食センター職員 緊急時の対応表（様式６）

マニュアル

２月 (7)保護者の同意(7)保護者の同意(7)保護者の同意(7)保護者の同意 ◎教育委員会 同意書（様式５）

学校関係者 緊急時の対応表（様式６）

４月 (８ )教職員の共通理解と(８)教職員の共通理解と(８)教職員の共通理解と(８)教職員の共通理解と ◎校長 学校生活管理指導表（様式３）

対応開始対応開始対応開始対応開始 養護教諭 食物アレルギー個人記録票（様式４）

栄養士 緊急時の対応表（様式６）

全教職員 マニュアル

教育委員会

２～３

月 (９ )取組の改善・次年度(９)取組の改善・次年度(９)取組の改善・次年度(９)取組の改善・次年度 ◎校長 学校生活管理指導表（様式３）

への準備への準備への準備への準備 校内食物アレルギー対応委員 食物アレルギー個人記録票（様式４）

教育委員会等 緊急時の対応表（様式６）

１ 就学時 （Ｐ８，９は⾒開きになります）
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食物アレルギー症状を有する未就学児への対応は教育委員会が、小学校等と連携を図りな
がら行います。なお、転入生の扱いは未就学児の扱いに準じます。

対 応 内 容

(１)早期情報把握及び就学指導(１)早期情報把握及び就学指導(１)早期情報把握及び就学指導(１)早期情報把握及び就学指導
□教育委員会は、健康課及び子育て支援課から「食物アレルギー対応を要する就学児一覧
（様式９）」により情報を聴取し、食物アレルギー対応（除去食対応・代替食対応・弁当
持参）を必要とする児童に対して早期に就学指導を行います。

(２)関係の通知発送(２)関係の通知発送(２)関係の通知発送(２)関係の通知発送
□教育委員会は、就学時健康診断案内送付時に、「就学時保健調査票（様式１）」及び「食
物アレルギー調査票（様式２)」を各学校を通して各家庭に発送します。

(３)就学時健康診断時における情報収集及び教育委員会への報告(３)就学時健康診断時における情報収集及び教育委員会への報告(３)就学時健康診断時における情報収集及び教育委員会への報告(３)就学時健康診断時における情報収集及び教育委員会への報告
□各学校は、就学時健康診断時に「食物アレルギー調査票（様式２)」の提出により、学校
生活上配慮を必要とする児童の保護者に「学校生活管理指導表（様式３）」を主治医に記
入してもらい、学校に提出するよう依頼します。その際に、指導表の記入には料金がか
かること、提出後は面談を行うことも伝えます
□アドレナリン自己注射薬所持者の保護者には、「緊急時の対応表（様式６）」を主治医と
相談して記入し、学校に提出するよう依頼します。

□提出後、学校は教育委員会に「食物アレルギー調査報告書（様式10）」により報告します。

(４)関係者による保護者との調査面談(４)関係者による保護者との調査面談(４)関係者による保護者との調査面談(４)関係者による保護者との調査面談
□教育委員会は、必要に応じて学校関係者等の同席を求め、｢学校生活管理指導表(様式３)｣
と「緊急時の対応表（様式６）」に基づき保護者と面談を行い、食物アレルギーの症状と
対応、給食への要望について詳細に聴き取り、「食物アレルギー個人記録票（様式４）」
を作成します。

□面談時には、食物アレルギーにおける学校給食対応実施基準等についての説明もします。

(５)関係職員による事前協議(５)関係職員による事前協議(５)関係職員による事前協議(５)関係職員による事前協議
□教育委員会は、学校関係者、学校給食センター職員、主治医、食物アレルギーアドバイ
ザー等と対応方法や就学先等を協議します。

【協議の視点】①アレルギーの状況 ②保護者の要望 ③保護者の協力体制（弁当の持参・
献立会議への参加） ④人員（栄養士、調理員等）の配置 ⑤施設・設備

⑥調理用品・設備品等の購入 ⑦その他

(6)保護者への決定事項の説明(6)保護者への決定事項の説明(6)保護者への決定事項の説明(6)保護者への決定事項の説明
□教育委員会は、学校関係者同席のもと、保護者に「対応できる内容」と「対応できない
内容」を説明し、具体的な内容を協議して共通理解を図ります。
□アドレナリン自己注射薬の使用については、対応方法や消防本部等との連携についても
協議します。

□教育委員会は、経緯や情報を「食物アレルギー個人記録票（様式４）」に記載します。

(7)保護者の同意(7)保護者の同意(7)保護者の同意(7)保護者の同意
□教育委員会は、保護者から合意が得られた段階で、学校を通して、「同意書（様式５）」
の提出を依頼します。

□学校は、アドレナリン自己注射薬の所持を必要とする児童について、主治医・保護者・
学校が相談の上、「緊急時の対応表（様式６）」を作成します。

(８)教職員の共通理解と対応開始(８)教職員の共通理解と対応開始(８)教職員の共通理解と対応開始(８)教職員の共通理解と対応開始
□学校はアドレナリン自己注射薬所持者の「緊急時の対応表（様式６）」「学校生活管理指
導表（様式３）」及び必要な情報を消防本部に伝えるとともに、教育委員会に報告します。

□学校は年度当初に、シミュレーショントレーニング等の実技研修を含めた各学校の実情
に応じた研修を実施し、マニュアルに従い、学校給食での対応を開始します。
□教育委員会は、夏期休暇中に、マニュアルの内容等の理解を図るための研修会を開催し
ます｡

(９)取組の改善・次年度への準備(９)取組の改善・次年度への準備(９)取組の改善・次年度への準備(９)取組の改善・次年度への準備
□各学校とも校内食物アレルギー対応委員会を開催し、児童生徒の状況に応じた対応の取
組みの修正を行い、次年度への対応の準備をします。

□食物アレルギー対応の問題点を明らかにし、改善策を検討して教育委員会に提言します。
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児童生徒の成長により、アレルギーの症状や学校の対応可能範囲等が年々変化することか

ら、食物アレルギー対応を必要とする児童生徒の保護者には、年１回は「学校生活管理指導

表」を提出することを依頼し、個々の対応状況を見直します。

※担当職員の欄の「栄養士」とは「栄養教諭・学校栄養職員」または「課所属栄養士」 ◎は主担当

時 期 対応項目 担当職員 関係書類

３学期 (１ )食物アレルギー調査(１)食物アレルギー調査(１)食物アレルギー調査(１)食物アレルギー調査 ◎養護教諭 食物アレルギー調査票（様式２)

の実施の実施の実施の実施 ◎栄養士 学校生活管理指導表（様式３）

学級担任 保健調査票

(２)保護者との調査面談(２)保護者との調査面談(２)保護者との調査面談(２)保護者との調査面談 ◎学年主任 学校生活管理指導表（様式３）

養護教諭 食物アレルギー個人記録票（様式４）

栄養士 緊急時の対応表(様式６) マニュアル

(３ )関係職員による事前(３)関係職員による事前(３)関係職員による事前(３)関係職員による事前 校長 食物アレルギー調査票（様式２)

協議協議協議協議 ◎養護教諭 学校生活管理指導表（様式３）

◎栄養士 食物アレルギー個人記録票（様式４）

学年主任 マニュアル

教育委員会

学校給食センター職員

(４ )保護者への決定事項(４)保護者への決定事項(４)保護者への決定事項(４)保護者への決定事項 ◎校長 食物アレルギー調査票（様式２)

の説明の説明の説明の説明 学校関係者 学校生活管理指導表（様式３）

(担任･給食主任･養 食物アレルギー個人記録票（様式４）

護教諭･ 栄養士等) 緊急時の対応表（様式６）

教育委員会 マニュアル

(５)保護者の同意(５)保護者の同意(５)保護者の同意(５)保護者の同意 ◎校長 同意書（様式５）

学級担任 緊急時の対応表（様式６）

養護教諭

栄養士

４月 (６ )教職員の共通理解と(６)教職員の共通理解と(６)教職員の共通理解と(６)教職員の共通理解と ◎校長 学校生活管理指導表（様式３）

対応開始対応開始対応開始対応開始 養護教諭 食物アレルギー個人記録票（様式４）

栄養士 緊急時の対応表(様式６) マニュアル

全教職員

２～３ 教育委員会

月

(７ )取組の改善・次年度(７)取組の改善・次年度(７)取組の改善・次年度(７)取組の改善・次年度 ◎校長 学校生活管理指導表（様式３）

への準備への準備への準備への準備 校内食物アレルギー対応委員 食物アレルギー個人記録票（様式４）

教育委員会等 緊急時の対応表（様式６）

２ 進級時 （Ｐ１０，１１は⾒開きになります）
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症状の変化など在校生への対応は、各学校が教育委員会と連携を図りながら行います。新

規の発症については、原則として就学時の扱いに準じます。

対 応 内 容

(１)食物アレルギー調査の実施(１)食物アレルギー調査の実施(１)食物アレルギー調査の実施(１)食物アレルギー調査の実施

□各学校は、進級時、全児童生徒に「食物アレルギー調査票（様式２）」「保健調査票」を

配布し、アレルギー調査を実施します。

(２)保護者との調査面談(２)保護者との調査面談(２)保護者との調査面談(２)保護者との調査面談

□各学校は、保護者と面談を行い、食物アレルギーの症状と対応、給食への要望について

詳細に聴き取り、「食物アレルギー個人記録票（様式４）」を作成します。

□食物アレルギー対応（除去食対応・代替食対応・弁当持参）を必要とする児童生徒の保

護者には、「学校生活管理指導表（様式３）」を主治医に記入してもらい学校に提出する

よう依頼します。また、症状等の変化により食物アレルギー対応を変更する場合も同様

とします。

□アドレナリン自己注射薬所持者の保護者には、「緊急時の対応表（様式６）」を主治医と

相談して記入し、学校に提出するよう依頼します。

□面談時には、食物アレルギーにおける学校給食対応実施基準等についての説明もします。

(３)関係職員による事前協議(３)関係職員による事前協議(３)関係職員による事前協議(３)関係職員による事前協議

□症状に変化がみられた場合は、学校と教育委員会は｢学校生活管理指導表(様式３)｣｢食物

アレルギー個人記録票(様式４)」及び主治医の意見をもとに今後の対応方法等を協議し

ます。

【協議の視点】①アレルギーの状況 ②保護者の要望 ③保護者の協力体制（弁当の持参・

献立会議への参加） ④人員（栄養士、調理員等）の配置 ⑤施設・設備

⑥調理用品・設備品等の購入 ⑦その他

(４)保護者への決定事項の説明(４)保護者への決定事項の説明(４)保護者への決定事項の説明(４)保護者への決定事項の説明

□校長は、保護者に「対応できる内容」と「対応できない内容」を説明し、具体的な内容

を協議して共通理解を図ります。

□対応が困難な場合は、関係者同席のもと教育委員会が協議内容を説明します。

□アドレナリン自己注射薬の使用について、対応方法や消防本部等との連携を協議します。

□学級担任または学校関係職員は、経緯や情報を「食物アレルギー個人記録票（様式４）」

に記載します。

(５)保護者の同意(５)保護者の同意(５)保護者の同意(５)保護者の同意

□学校は、保護者から合意が得られた段階で「同意書（様式５）」の提出を依頼します。

□学校は、アドレナリン自己注射薬の所持を必要とする児童について、主治医・保護者・

学校が相談の上、「緊急時の対応表（様式６）」を作成します。

(６)教職員の共通理解と対応開始(６)教職員の共通理解と対応開始(６)教職員の共通理解と対応開始(６)教職員の共通理解と対応開始

□学校はアドレナリン自己注射薬所持者の「緊急時の対応表（様式６）」「学校生活管理指

導表（様式３）」及び必要な情報を消防本部に伝えるとともに、教育委員会に報告します。

□学校は年度当初に、シミュレーショントレーニング等の実技研修を含めた各学校の実情

に応じた研修を実施し、マニュアルに従い、学校給食での対応を開始します。

□教育委員会は、夏期休暇中に、マニュアルの内容等の理解を図るための研修会を開催し

ます｡

(７)取組の改善・次年度への準備(７)取組の改善・次年度への準備(７)取組の改善・次年度への準備(７)取組の改善・次年度への準備

□各学校とも校内食物アレルギー対応委員会を開催し、児童生徒の状況に応じた対応の取

組みの修正を行い、次年度への対応の準備をします。

□食物アレルギー対応の問題点を明らかにし、改善策を検討して教育委員会に提言します。
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※担当職員の欄の「栄養士」とは「栄養教諭・学校栄養職員」または「課所属栄養士」 ◎は主担当

時 期 対応項目 担当職員 関係書類

入 学 説 (１)保護者との調査面談(１)保護者との調査面談(１)保護者との調査面談(１)保護者との調査面談 ◎学年主任 学校生活管理指導表（様式３）

明会時 養護教諭 食物アレルギー個人記録票（様式４）

栄養士 マニュアル

３学期 (２)中学校への引継(２)中学校への引継(２)中学校への引継(２)中学校への引継 ◎小・中の 引継ぎ書類〔以下の写し〕

養護教諭 食物アレルギー調査票（様式２)

栄養士 学校生活管理指導表（様式３）

小学校担任 食物アレルギー個人記録票（様式４）

中学校学年主任 緊急時の対応表（様式６）

(３ )関係職員による事前(３)関係職員による事前(３)関係職員による事前(３)関係職員による事前 中学校長 食物アレルギー調査票（様式２)

協議協議協議協議 ◎養護教諭 学校生活管理指導表（様式３）

◎栄養士 食物アレルギー個人記録票（様式４）

学年主任 マニュアル

教育委員会

学校給食センター職員

(４ )保護者への決定事項(４)保護者への決定事項(４)保護者への決定事項(４)保護者への決定事項 ◎教育委員会 食物アレルギー調査票（様式２)

の説明の説明の説明の説明 中学校長 学校生活管理指導表（様式３）

養護教諭 食物アレルギー個人記録票（様式４）

栄養士 緊急時の対応表（様式６）

学年主任 マニュアル

学校給食センター職員

(５)保護者の同意(５)保護者の同意(５)保護者の同意(５)保護者の同意 ◎教育委員会 同意書（様式５）

◎校長 緊急時の対応表（様式６）

養護教諭

４月 栄養士

学級担任

(６ )食物アレルギー調査(６)食物アレルギー調査(６)食物アレルギー調査(６)食物アレルギー調査 ◎養護教諭 食物アレルギー調査票（様式２)

の実施の実施の実施の実施 ◎栄養士 保健調査票（健康のたより）

学級担任

(７ )教職員の共通理解と(７)教職員の共通理解と(７)教職員の共通理解と(７)教職員の共通理解と ◎校長 学校生活管理指導表（様式３）

２～３ 対応開始対応開始対応開始対応開始 養護教諭 食物アレルギー個人記録票（様式４）

月 栄養士 緊急時の対応表(様式６) マニュアル

全教職員

教育委員会

(８ )取組の改善・次年度(８)取組の改善・次年度(８)取組の改善・次年度(８)取組の改善・次年度 ◎校長 学校生活管理指導表（様式３）

への準備への準備への準備への準備 校内食物アレルギー対応委員 食物アレルギー個人記録票（様式４）

教育委員会等 緊急時の対応表（様式６）

３ 進学時（小・中学校間の引継） （Ｐ１２，１３は⾒開きになります）
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中学校進学に際しての引継は、中学校が小学校及び教育委員会と連携を図りながら
行います。

対 応 内 容

(１)保護者との調査面談(１)保護者との調査面談(１)保護者との調査面談(１)保護者との調査面談
□中学校は、保護者と面談を行い、食物アレルギーの症状と対応、給食への要望について
詳細に聴き取り、「食物アレルギー個人記録票（様式４）」を作成します。

□食物アレルギー対応（除去食対応・代替食対応・弁当持参）を必要とする児童の保護者
には、「学校生活管理指導表（様式３）」を主治医に記入してもらい学校に提出するよう
依頼します。

□アドレナリン自己注射薬所持者の保護者には、「緊急時の対応表（様式６）」を主治医と
相談して記入し、学校に提出するよう依頼します。

□面談時には、食物アレルギーにおける学校給食対応実施基準等についての説明もします。

(２)中学校への引継(２)中学校への引継(２)中学校への引継(２)中学校への引継
□小学校は進学先の中学校に、「食物アレルギー調査票（様式２)」「学校生活管理指導表（様
式３）」「食物アレルギー個人記録票（様式４）」「緊急時の対応表（様式６）」の写しを引
継ぎ、今までの対応状況等について確認します。

(３)関係職員による事前協議(３)関係職員による事前協議(３)関係職員による事前協議(３)関係職員による事前協議
□中学校と教育委員会は、「学校生活管理指導表（様式３）」「食物アレルギー個人記録票（様
式４）」及び主治医の意見をもとに今後の対応方法等を協議します。

【協議の視点】①アレルギーの状況 ②保護者の要望 ③保護者の協力体制（弁当の持参・
献立会議への参加） ④人員（栄養士、調理員等）の配置 ⑤施設・設備

⑥調理用品・設備品等の購入 ⑦その他

(４)保護者への決定事項の説明(４)保護者への決定事項の説明(４)保護者への決定事項の説明(４)保護者への決定事項の説明
□中学校長は、保護者に「対応できる内容」と「対応できない内容」を説明し、具体的な
内容を協議して共通理解を図ります。

□対応が困難な場合は、関係者同席のもと教育委員会が協議内容を説明します。
□アドレナリン自己注射薬の使用について、対応方法や消防本部等との連携を協議します。
□学級担任または学校関係職員は、経緯や情報を「食物アレルギー個人記録票（様式４）」
に記載します。

(５)保護者の同意(５)保護者の同意(５)保護者の同意(５)保護者の同意
□学校は、保護者から合意が得られた段階で「同意書（様式５）」の提出を依頼します。
□学校は、アドレナリン自己注射薬の所持を必要とする児童について、主治医・保護者・
学校が相談の上、「緊急時の対応表（様式６）」を作成します。

(６)食物アレルギー調査の実施(６)食物アレルギー調査の実施(６)食物アレルギー調査の実施(６)食物アレルギー調査の実施
□新入生に「食物アレルギー調査票（様式２）」「保健調査票（健康のたより）」を配布し、
アレルギー調査を実施します。

(７)教職員の共通理解と対応開始(７)教職員の共通理解と対応開始(７)教職員の共通理解と対応開始(７)教職員の共通理解と対応開始
□学校はアドレナリン自己注射薬所持者の「緊急時の対応表（様式６）」「学校生活管理指
導表（様式３）」及び必要な情報を消防本部に伝えるとともに、教育委員会に報告します。

□学校は年度当初に、シミュレーショントレーニング等の実技研修を含めた各学校の実情
に応じた研修を実施し、マニュアルに従い、学校給食での対応を開始します。
□教育委員会は、夏期休暇中に、マニュアルの内容等の理解を図るための研修会を開催し
ます｡

(８)取組の改善・次年度への準備(８)取組の改善・次年度への準備(８)取組の改善・次年度への準備(８)取組の改善・次年度への準備
□各学校とも校内食物アレルギー対応委員会を開催し、児童生徒の状況に応じた対応の取
組みの修正を行い、次年度への対応の準備をします。

□食物アレルギー対応の問題点を明らかにし、改善策を検討して教育委員会に提言します。
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Ⅳ 食物アレルギー対応の実際

食物アレルギーは、生命に危険を及ぼすアナフィラキシーショックを起こすことがあ

るため、給食の調理には十分な注意が必要です。

事故防止のためには、原因食品を使用しなくて済む献立を作成することに努め、食物

アレルギー対応の調理をする機会を減らすことが重要な対策の一つです。また、完全除

去を励行するなど、給食の対応を単純にすることも求められます。

（１）食物アレルギー対応食材

■特定原材料として表示が義務付けられている７品目（卵、乳、小麦、えび、かに、

落花生、そば）については、対応します。

■表示が義務付けられていない他の品目については、条件（人員・設備等）が整った

学校は除去による対応を行います。

■コンタミネーションについては、Ｐ３に示したとおり、専用に区切られた作業場に

おいて調理したり、専用器具を使用したりするなど十分な設備が必要であることか

ら現在の設備では対応できません。

■生の果物については、除去のみの対応となります。

（フルーツヨーグルト和え等は、原因食品のみ除去して提供する。）

（２）完全除去

原因食品の異なる児童生徒が複数いる場合は、それぞれの児童生徒の原因食品に対応

した除去食を各々作るのではなく、事故防止のため該当する原因食品をすべて除去した

除去食一種類を調理します（一つの料理については、一つの除去食とします）。

また、自宅で少量だけ食べている場合も完全除去とします。

誤食による事故事例は、本人の不注意による誤食も含め、直接的原因が調理・配食・

配膳・喫食のいずれの過程にあると考えられます。誤食を防ぐために、次の７つの視点

から対応します。

（１）原材料の確認

納入業者から入手する原材料表は、原因食品の有無などを給食関係職員が確認してい

ますが、一人で確認することによる確認漏れを原因とした誤食事故が発生しています。

確認に際しては、各々で確認した後、読み合わせをする等、慣れ等による見逃しを防

ぐ工夫を行ったり、保護者にも確認をお願いしたりするなど、ダブルチェック体制が求

められます。

また、原材料表に変更がある場合は、あらかじめ給食関係職員に届け出るように業者

に徹底し、変更の届け出漏れが無いよう定期的な確認を励行します。さらに、原材料の

内容配合表を取り寄せ、「献立対応予定表（様式７）」を作成し、献立表以外にも保護

者が使用食材をいつでも確認できるようにするとともに、新規の食材使用を管理できる

よう検討します。

１ 献⽴及び除去に関する基本的な考え⽅

２ 誤食に係る事故防止策



- 15 -

（２）⾷物アレルギー対応献⽴表の作成

食物アレルギー対応が必要な児童生徒一人一人の原因食品を確認し、調味料まで含む

全ての使用品目が記載されている「献立予定表」と「献立対応予定表（様式７）」を毎

月作成します。栄養士が配置されていない学校においては、課所属栄養士等も協議に加

わります。

校内関係職員、保護者、本人が、同一の「献立対応予定表（様式７）」等を各々所持

し、以下のような対応をすることが求められます。

担当者 食物アレルギー対応献立に関する対応例

①前月中に当月の担任の勤務予定と照合します。

校長（教頭） ②前日及び当日に不在となる教職員の引継状況について、確認します。

③食物アレルギー対応食の検食を行います。

①前月中に当月分の献立表を見て除去食対応の有無、自身の勤務予定等と照

合します。

②前日及び当日朝に除去食対応の有無などを確認します。

担任及び ③当日、教室に運ばれた食物アレルギー対応の給食及びその給食に貼付され

補教者 た食物アレルギー対応カード（以下「対応カード」という。）と照合して、

誤りがないか確認します。

④「いただきます」をする前に再度給食の内容を確認します。

⑤給食時間に不在となるときは、 事前に十分な引き継ぎを行います。

①重い症状のある児童生徒の除去食対応について、前月中に当月分の確認を

養護教諭 します。

②体調不良の児童生徒の喫食状況、及び喫食後の状況に留意します。

①前月中に保護者と、食物アレルギー対応の内容を確認します。

②前日までに献立対応予定表を基に、対応カードを作成します。

栄養士 ③前日に、調理員と除去食対応等について確認します。

給食主任等 ④当日、調理・配膳された給食を学級に運ぶ前に、その給食の現物及び対応

カードと照合して確認します。

⑤当日は、調理・配食・配膳・喫食の全般に留意し確認します。

①前日に栄養士と、除去食対応等について確認します。

調理員 ②当日朝、調理員同士のミーティングにおいて確認します。

③除去食調理担当は、調理にあたっては対応カードと照合して確認します。

④配食担当は、盛付に当たって対応カードと照合して確認します。

①保護者は前月中に、学校関係職員や教育委員会と、食物アレルギー対応の

内容を確認します。

保護者 ②保護者は前日又は当日、本人の発達段階に応じた注意喚起を行います。

本 人 ③当日、本人は自分で除去食の有無など給食の内容について発達段階に応じ

確認します。

④「いただきます」をする前に再度給食の内容を確認します。
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（３）食物アレルギー対応カードの使用

食物アレルギー対応をしている児童生徒一人一人について、対応が必要な「料理名」

ごとにその対応内容を記載した以下のような「食物アレルギー対応カード（様式１１）」

を作成します。「料理名」の下に「対応」欄を設け、対応の内容を示し、「調理」「盛付」

「学級」などの工程ごとのチェックをします。

このカードを給食室でトレイか食器に貼り付け、給食提供までの各段階で記載のとお

りとなっているかを確認します。確認は、「給食の現物」「対応カード」「献立対応予定

表」の３つを、照合により行います。給食終了後に回収することにより確認漏れを防ぎ

ます。

なお、献立対応予定表から対応カードへの転記誤りは影響が大きいので、作成後に関

係職員が必ず読み合わせを行い、正しく転記されていることを確認します。

食物アレルギー対応カード（例）食物アレルギー対応カード（例）食物アレルギー対応カード（例）食物アレルギー対応カード（例）

３年 ２組 氏名 日光 太朗

原因食品 卵

料 理 名 三色丼

対 応 卵を除去して盛り付け

給 食 室
学 級

調 理 盛り付け 対応確認

赤塚 伊藤 宇田 江島

（４）トレイ・食器の色分け

食物アレルギー対応をしている児童生徒のトレイや食器は、事故防止を優先し、原則

として除去食・代替食実施日のみ異なる色の容器を使用します。

（５）給食室での配膳

食物アレルギー対応をしている児童生徒については、除去食・代替食対応実施日は、

給食室で一人分の給食をすべてセットします。スペース及び対象児童生徒の在籍状況に

より対応ができない場合は、アナフィラキシー症状を起こす可能性のある児童生徒を優

先します。

（６）教室等への運搬

小学校は担任、中学校は生徒が自分で給食室や給食受取場へ取りに行くことを原則と

しますが、学校や児童生徒の状況により柔軟に対応します。

（７）おかわりの禁止

食物アレルギー対応をしている児童生徒には、量を配膳の段階で配慮し、除去食の有

無にかかわらず、原則としておかわりを全面禁止とします。
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食物アレルギー対応献立表は、毎月、保護者に来校してもらい関係職員と協議するこ

とを原則とします。学校と保護者との話合いによって、対応を決定することもできます。

対応内容によっては、保護者に「献立対応予定表（様式７）」を送付し、チェックし

てもらい、「承諾書（様式８）」を提出してもらいます。

対応項目 関係職員等 対 応 内 容

(１)保護者と関係職員に(１)保護者と関係職員に(１)保護者と関係職員に(１)保護者と関係職員に 保護者 □「献立対応予定表（様式７）」を確認し、
よる対応の確認よる対応の確認よる対応の確認よる対応の確認 校長または教頭 保護者は「承諾書（様式８）」を記入し、

給食主任 学校に提出します。

担任、学年主任
養護教諭 □「献立対応予定表（様式７）」をもとに、

(２)学校･学校給食センタｰ(２)学校･学校給食センタｰ(２)学校･学校給食センタｰ(２)学校･学校給食センタｰ 栄養士、調理員 対応を決定します。

の対応の決定の対応の決定の対応の決定の対応の決定 課所属栄養士 □対応に変更があった場合は、必ず保護者
に連絡をします。

対応内容によっては、以下のような手順で保護者と協議する方法もあります。

対応項目 関係職員等 対 応 内 容

給食主任 □担当職員は、「献立対応予定表（様式７）」
(１)学校･学校給食センタｰ(１)学校･学校給食センタｰ(１)学校･学校給食センタｰ(１)学校･学校給食センタｰ 担任、学年主任 「承諾書(様式８)｣を保護者に送付します｡

からの関係書類の送付からの関係書類の送付からの関係書類の送付からの関係書類の送付 養護教諭､栄養士
課所属栄養士

(２)保護者による関係書類(２)保護者による関係書類(２)保護者による関係書類(２)保護者による関係書類 保 護 者 □保護者は、「献立対応予定表(様式７)｣を
のチェックのチェックのチェックのチェック 担 任 チェックし、「承諾書（様式８）」を記入

し、学校に提出します。

◎校長、教頭 □保護者とのやりとりの中で不明な点があ
(３)学校･学校給食センタｰ(３)学校･学校給食センタｰ(３)学校･学校給食センタｰ(３)学校･学校給食センタｰ 給食主任 る場合は連絡をとり、必ず確認します。
の確認と対応の決定の確認と対応の決定の確認と対応の決定の確認と対応の決定 担任、学年主任 □対応に変更があった場合は、必ず保護者

養護教諭､栄養士 に連絡します。
課所属栄養士

平成２５年３月２２日付で文部科学省が発した「新年度の学校給食における食物アレ

ルギー等を有する児童生徒等への対応等について」においては、「改めて、校内体制等の

再確認を行い、個々の児童生徒の状況に応じた万全の体制での対応」に努めるよう要請

しています。

具体的には、「学校給食における食物アレルギー等を有する児童生徒への対応につい

て～「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」のポイント～に示された

特に留意すべきポイントに基づき、学校・教育委員会がアレルギー疾患のある児童生徒

を把握し、対応することが必要であるとしています。

そのため、学校では、校長の指導のもと、それぞれの学校の事情に応じて、必要な情

報を把握し、職員会議等で食物アレルギー対応についての共通理解を図るとともに、各

学校は、以下の役割例を参考にして校内体制等の確認を行います。

３ 献⽴対応予定表による毎⽉の保護者との協議

４ 食物アレルギー対応における教職員等の役割
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職 名 食物アレルギー対応における教職員等の役割例

①校内食物アレルギー対応委員会を設置し、取組プランを組織的に決定し、

教職員の役割分担を明確にするなど組織的な対応の体制を明確にする。

②校内の対応すべき児童生徒全体を把握し情報の共有化を図るとともに、食

物アレルギー対応を実施するに当たっては学校としての課題などを整理す

る。

③献立や緊急時対応を確認し、年度当初に立てた取り組みプランの検証を行

校 長 うなど円滑な運営と改善に努める。

④「マニュアル」に基づき、職員の共通理解が図れるように指導する。

⑤保護者との面談の際、教育委員会と連携して、個々のアレルギー症状に対

応する場合の学校給食の基本的な考え方等を説明する。

⑥個別面談により原因食品や症状、家庭での対応、薬の有無や保管場所、緊

急時の対応・連絡先等を把握する。

⑦関係職員と話し合い、対応を決定する。

⑧食物アレルギーに関する研修会を企画・立案する。

①「マニュアル」に基づき、教職員の共通理解が図れよう指導する。

②校長を補佐し、関係職員と話し合いの調整を行う。

教 頭 ③個別面談により原因食品や症状、家庭での対応、薬の有無や保管場所、緊

急時の対応・連絡先等を把握する。

④食物アレルギーに関する研修会を企画・立案する。

①保護者から食物アレルギー対応の申告があった場合は、すぐに校長はじめ

関係職員に伝える。対応内容について共通理解を図ると共に、緊急時の体

制（アドレナリン自己注射薬の取り扱い･管理の仕方も含む）を保護者に確

認する。

②関係職員と連携して個別面談を実施し、原因食品や症状、家庭での対応状

況を把握し、養護教諭、栄養士と共通理解を図る。

③食物アレルギーを有する児童生徒が、安全で楽しい学校生活を送ることが

学級担任 できるよう配慮する。

④他の児童生徒に対して、食物アレルギーを正しく理解させる。

⑤児童生徒への配膳時に除去及び代替内容を最終確認し、事故防止に努める。

⑥主治医、学校医、養護教諭等と連携を図り、アナフィラキシー症状がでた

場合の緊急時の対応や連絡先を事前に確認しておく。

⑦食物アレルギー児童の情報を、３月中に中学校に引き継ぐ。

⑧「食物アレルギー個人記録票（様式４）」を記入する。

①個別面談に出席し、原因食品や症状、家庭での対応状況を把握する。

②食物アレルギーのある児童生徒の実態を把握し、学級担任、養護教諭、栄

給食主任 養士との連携を図る。

③学校給食でどのような対応ができるかを判断し、学校長に報告する。

④他の児童生徒に対して、食物アレルギーを正しく理解させる。

⑤給食時の指導について学級担任に状況を伝え、アドバイスする。
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職 名 食物アレルギー対応における教職員等の役割例

①個別面談に出席し、原因食品や症状、家庭での対応状況を把握する。

②食物アレルギー調査を実施して実態を把握し、学級担任、給食主任、栄養

養護教諭 士との連携を図る。

③アドレナリン自己注射薬の使用の有無や、保管場所等について確認する。

④主治医、学校医、消防署等の関係機関と連携を図り、緊急時の対応を確認

するとともに、「緊急時の対応表（様式６）」を作成し、全教職員へ周知徹

底する。

⑤アドレナリン自己注射薬の処方を受けている児童生徒の、予期せぬ場面で

起きたアナフィラキシーショック発症時に適切な対応がとれるようにする。

⑥食物アレルギー児童の情報を、３月中に中学校に引き継ぐ。

①個別面談に出席し、原因食品や症状、家庭での対応状況を把握する。

②学校給食でどのような対応ができるかを判断し、学校長に報告する。

③献立作成や作業工程表を作成する際に、原因食品を含む食品には注意を払

栄養士 うとともに、除去食及び代替食の調理について調理員と連携を図る。

④給食時の指導について学級担任に状況を伝え、アドバイスする。

⑤食物アレルギー児童の情報を３月中に中学校に引き継ぐ。

①個別面談や献立検討会議に可能な範囲で出席し、原因食品や症状、家庭で

の対応状況などを理解する。

調理員 ②食物アレルギーのある児童生徒の実態について理解し、除去食、代替食の

内容を確認する。

③栄養士との連携のもと、除去・代替する食品を確認したうえで、作業工程

表をチェックしながら調理作業に当たる。

①食物アレルギーについての認識を深め、普段から職員間で声掛け、確認を

行う。

②学級担任が不在の場合に、サポートに入る教員は、対象児童生徒のアレル

ギーの内容等を把握し、同様の対応ができるようにする。

③食物、食材を扱う授業においては、原因食品を含むものを使用していない

全教職員 か注意する。

④アドレナリン自己注射薬の処方を受けている児童生徒の、予期せぬ場面で

起きたアナフィラキシーショック発症時に適切な対応がとれるようにする。

⑤アドレナリン自己注射薬の保管場所の確認を必ず行う。

⑥緊急時の対応の流れ等、各自が役割を理解する。

①児童生徒に栄養の偏りや不足が生じないよう、家庭での対応を心がける。

対象児童 ②アレルゲン、症状、対応等に変更が生じたときは、すみやかに学校に報告

生徒の する。

保護者 ③子どもに学校での対応を認識させる。

①配食分が自分のものであることをしっかり確認する。

対象児童 ②自分の食物アレルギーの状態を理解し、アレルギー症状が出現した場合に

生徒 は、すみやかに申し出る。

③食べてはいけない食品は、絶対に食べない。

④困ったこと等がある場合は、保護者・学級担任に伝える。
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学校及び教育委員会は、以下の内容を参考にして関係機関等との連携を図ります。

関係機関等 連 携 内 容

①学校は、対象児童生徒の保護者と密に連絡を取り合い、信頼関係を築く必要

があります。

②アドレナリン自己注射薬を所持している児童生徒については、その取り扱い

保護者 や保管等について協議し、確認します。

③学校は、食事を伴う学校・学年行事を行う場合には、保護者に事前に連絡を

とり、可能な対応を協議するとともに、宿泊を伴う（修学旅行等）場合は、

現地の病院等も調べ、緊急時の対応が可能になるように手配をします。

①学校及び教育委員会は、主治医や学校医と連携を密にし信頼関係を築き、ア

医療機関 ドバイス等を随時受けられるようにします。

②特に、主治医が遠方の場合は、アレルギー出現時に素早く対応するために、

診断・指示を学校医に伝え、その対応を事前に要請します。

学校保健 ①学校医、学校歯科医、学校薬剤師、ＰＴＡ等で構成する学校保健委員会にお

委員会 いても、食物アレルギーの対応についての助言を要請します。

①アドレナリン自己注射薬の処方を受けている児童生徒が在籍している学校

は、保護者と協議して同意を得たうえで「緊急時の対応表（様式６）」「学校

生活管理指導表（様式３）」を提出します。さらに、必要な情報を説明に行

消防本部等 き、ドクターヘリの離陸場等の確認など緊急時の救急搬送体制の共通理解を

図ります。

②当該児童生徒がアドレナリン自己注射薬を処方されていることや、注射の有

無は必ず伝えるようにします。

①学校及び教育委員会は、保育園等において対応していた情報を入学前に引継

子育て支援 ぎを行い、食物アレルギー対応の参考にします。

課・健康課 ②学校は、必要に応じて養護教諭や栄養士も、年度当初の幼稚園・保育園等・

小学校の情報交換等に出席し、食事の状況などを把握します。

①教育委員会は、食物アレルギーの症状変化や小・中学校の引継等における事

前協議及び保護者との話合いを主導します。

②教育委員会は、調理場の状況把握に努め、食物アレルギー対応に必要な備品、

教育委員会 消耗品、施設設備、調理体制を整備します。

③教育委員会は、夏期休業期間に食物アレルギー対応評価委員会を開催します。

④教育委員会は、食物アレルギーに関する研修を夏期休業期間に開催します。

⑤教育委員会は、アドレナリン自己注射薬を所持している児童生徒の緊急時の

対応表や必要な情報を学校からの報告により把握します。

５ 関係機関等との連携
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Ⅴ 児童生徒への対応

食物アレルギーに関する事故を未然に防止するには、食物アレルギーを有する児童生

徒を含めたすべての児童生徒に、食物アレルギーに関する以下のような知識や判断力等

を発達段階に応じて計画的に育む必要があります。

また、学校は食物アレルギーを有する児童生徒が特別な目で見られることがないよう

に、保護者や地域の人々と連携して、意図的に人権教育を推進していく必要があります。

（１）⾷物アレルギーを有する児童⽣徒に育てたい⼒

□食物アレルギーの原因、症状、対処法についての正しい知識

□食べたい欲求に打ち勝ち、食べてよいかどうかを決める判断力

□自分の体調を管理して、異変に気づくことができる自己管理能力

（２）周りの児童⽣徒に育てたい⼒

□食物アレルギーの原因、症状、対処法についての正しい知識

□食物アレルギーを有する児童生徒に食べさせてよいか決める判断力

□食物アレルギーを有する児童生徒に共感できる心

（３）児童⽣徒の発達段階に応じて育てたい正しい知識

段階 児童生徒に発達の段階に応じて育てたい正しい知識の例

低学年 食物アレルギーは、原因食品となる食べ物を食べたときに、体に様々な症状を

起こす病気であることや予防のために対応食を食べていることがわかる。

中学年 食物アレルギーには、他の病気と同じように原因があること、及び症状（特に

アナフィラキシーショック）について理解する。

高学年 食物アレルギーは、誰にでも発症する可能性があること、体調と深い関わりが

あること、緊急時の対応方法について理解する。

中学校 食物アレルギーは、人間の生命維持活動である抗原抗体反応の一つであること

や、その予防及び治療方法について理解する。

食物アレルギーに関する知識や判断力等を発達の段階に応じて計画的に育むには、各

学校の「食に関する指導の全体計画」「食に関する指導の年間計画」に、食物アレルギ

ーに関する指導の目標や指導内容を位置付ける必要があります。

１ 児童⽣徒に育てたい⼒

２ ⾷に関する指導計画の⾒直し
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今後は、各学年における食物アレルギーに係る給食の時間の指導内容や、学級活動指導

プランを研究し、食物アレルギーを有する児童生徒を含めたすべての児童生徒に、食物ア

レルギーに関する知識や判断力等を発達段階に応じて計画的に育むことの具現化を目指し

ます。

児童生徒の発達段階に応じて、家庭、学級担任、養護教諭、栄養士が連携を図り、保

健面、栄養面、生活面に関する次の指導を行い、自己管理能力を育成することが必要で

す。

（１）保健指導

学級担任は、養護教諭及び栄養士等と相互に連携を図り、同じ食物を一度にたくさ

ん摂らず品数を増やすこと、よく噛んで食べること、姿勢をよくすること、楽しい食

事をとること等を指導します。体調不良やストレスにより消化能力が低下していると

きには、たんぱく質は控え、炭水化物等消化の良い食事をするよう指導することも必

要です。

（２）栄養指導

栄養士と養護教諭が学校で連携を図りながら指導を行います。除去食対応を行って

いる場合は、栄養の偏りや不足が生じることがあるので、特に注意が必要です。

発達段階に応じて、自己管理能力の育成を重視する必要があります。

（３）生活指導

養護教諭と栄養士は、学級担任と連携を図りながら、対象児童生徒の食事に対する

不安を取り除き、本人が精神的な負担を感じないよう、心身両面からの指導を充実さ

せます。

（４）⾃⼰管理能⼒の育成

学級担任、養護教諭及び栄養士は、児童生徒本人が自分の食物アレルギーを認識で

きるようにし、学校給食の献立に使用されている食品を調べたうえで、食べないとか

量を加減するといった自分の健康状況に応じた食べ方ができるように指導していきま

す。

学級担任は、養護教諭及び栄養士と連携を図り、周りの児童生徒に対して、「誰でも

なる可能性があること」「好き嫌いや偏食ではなく疾患の一つであること」「自分にと

っては何でもないものが人によっては生命に関わる恐れがあること」等をしっかり認識

させ、「仲間はずれ」など、対象児童生徒が悲しい思いをしないように配慮します。

３ アレルギー対応児童生徒への個別指導

４ 周りの児童生徒への指導
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Ⅵ 学校生活で求められる食物アレルギーへの配慮

様々な学校行事の中で、修学旅行や校外学習、調理実習など、宿泊を伴ったり食材を

扱ったりする場合は、食物アレルギーを有する児童生徒に影響がないかどうかを事前に

検討することが求められます。

もし、影響があると考えられる場合は、学級担任、養護教諭及び栄養士が保護者と話

し合い、安全を確認し、了解のうえで実施する必要があります。

遠足・校外学習・家庭科での調理実習・クラブ・課外活動など食物を扱う教育活動に

おいては、学級担任は、教科担任、養護教諭、栄養士と連携し、保護者に確認を取りな

がら、食物アレルギーの発症防止に努めなければなりません。

（１）調理を伴う教科での留意事項

ア 学級担任及び教科担任は、調理実習の材料を保護者へ伝え、保護者は原因食品と

なる食品が含まれていないかを確認します。

イ 保護者と学級担任で、連絡を取り合い確認します。

ウ 児童生徒同士で調理内容を決める際は、必ず食材内容を確認します。

（２）教材教具等の配慮

以下の表などを参考にして、教材教具に原因食品が含まれるかどうか事前に調査し、

含まれる場合は、対応方法や活動内容の見直しを行う必要があります。

原因食品 配慮すべき教材教具、学習活動例

卵 調理実習 パン作り アイスクリーム作り 工作材料 小動物の飼育

小 麦 小麦粘土 うどん パン作り

ピーナッツ 豆まき 落花生の栽培

そ ば そば打ち

大 豆 みそ作り

乳製品 アイスクリーム作り 牛乳パックのリサイクル

くだもの 理科実験（くだもの電池）

※学年で共通理解のもと、実施する。

（３）遠足･校外学習

ア 自己管理能力の育成を考え、自分のアレルギーを認識し、原因食品を口にしない

よう指導することが求められます。また、教職員が本人及び周りの児童生徒に、以

下のような事前に気をつけることを話しておく必要があります。

■ 友だち同士での弁当や菓子類のやりとりに注意する。

■ 自由行動及び班別行動での飲食や買い物、お土産等に注意する。

■ 誤って原因食品を摂取し発症した時は、すぐに周囲に知らせるように指導して

おく。

イ 遠足・校外学習の関係機関に、食物アレルギー対応の児童生徒がいることを事前

に知らせおくことも求められます。

１ 基本的な考え方

２ 食物を扱う教育活動
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（１）食事への配慮

ア 対象児童生徒の原因食品をチェックします。

イ 宿泊先や昼食場所等での食事内容について、行程とともに献立と成分表の提出を

依頼します（除去食・代替食が可能かどうかも確認します）。

ウ 取り寄せた資料をもとに原因食品をチェックし、さらに保護者が再確認します。

エ 保護者のチェックを確認し、間違いや不明な点があれば再度保護者へ確認します。

オ 旅行業者・宿泊施設等に食物アレルギー対応を依頼・確認します。

カ 旅行中は、食事前のチェックを必ず行う必要があります。

（２）食事以外の配慮

ア 保護者にスケジュールや内容等で、注意が必要な対応の有無を連絡するよう依頼

します。

イ そばアレルギーがある児童生徒の部屋の枕は“そばがら”でないものを用意して

もらい、可能な限り同フロアまたは全館対応を依頼します。

（３）緊急時への対応

ア 緊急時の連絡体制、対応、搬送先などについて保護者と確認し、全関係職員の共

通理解を図ります（班別行動時は特に連絡体制の徹底を図ります）。

イ 保護者に、症状が出た時の対応、使用する薬、使い方などについて主治医に確認

し、学校に連絡するよう依頼します。

ウ 必要に応じて学校医の助言を受けます。

エ 周辺の医療機関のリストアップをしておきます。

（４）児童生徒への対応

遠足、校外学習に準じます。食物アレルギーの自己管理のポイントは、学級担任、

養護教諭、栄養士等の関係職員が、保護者に対して以下のア～オの「食物アレルギー

自己管理のポイント」等を、自分の子どもに伝えているかを確認することです。

ア 自分自身で表示を確認する。

イ 容器包装された食品の表示の見方や成分表示の確認方法がわかる。

ウ アレルギーの原因となっている食品をさけることができる。

エ 症状が出た時は周囲の人に伝える。

オ 日常生活において、体調が悪い時には症状が強く出ることが多いので、規則正

しい生活を送ることができよう指導する。

アナフィラキシーの原因として「運動」は重要であることから、アナフィラキシーを

起こす可能性がある児童生徒について、運動がリスクとなるかどうか把握し、運動する

機会が多い学校生活を安全に過ごせるよう留意する必要があります。

３ 修学旅⾏・宿泊学習など泊を伴う教育活動

４ その他の活動等における留意事項等
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（１）食物依存性運動誘発アナフィラキシー

運動と原因食品の組み合わせにより症状が誘発されるもので、原因食品を摂取後

２時間以内に発症することが多いため、運動する場合は注意が必要です。なお、確

実に発症を起こさないことを確認するには、目安として４時間が必要です。

（２）運動誘発アナフィラキシー

運動によって誘発されるアレルギー症状で、症状を起こす運動の強さなどは個人差

があり、その日の体調に影響されることから、保護者と相談し日頃の家庭での制限も

踏まえ、運動制限の基準を定めておくなどが必要です。
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Ⅶ 研修体制

学校における食物アレルギー対応の体制を整え実践していくには、学校の教職員及び

教育委員会が、食物アレルギーに対する正しい知識等を習得することが求められます。

そのためには、研修を充実させ、食物アレルギーに関する知識や意識、技能の向上を

図る必要があります。

教育委員会は、緊急時の対応を含めた食物アレルギーに関する基礎研修を主催し、以

下のような内容で周知が図られるまで毎年実施します。

各学校においても、研修体制を充実させることが求められます。そのためには、食物

アレルギーに関する内容を年間の現職教育計画に位置付けると共に、管理職、養護教諭、

栄養士、給食主任、調理員、その他の教職員が、以下のように到達目標を設定し職種に

応じた役割を担えるように研修する必要があります。研修は、管理職、養護教諭・栄養

士等を中心に運営し、以下のような内容で実施します。

職 到 達 目 標 研修内容例

①食物アレルギーに関する学校対応の全 ○「学校のアレルギー疾患に対する取り組み

管 体像を理解し、自校の教職員に指導す ガイドライン」｢日光市小･中学校食物アレ

るとともに、保護者に的確に説明でき ルギー対応マニュアル」に示された、食物

理 る力を身に付ける。 アレルギー対応の流れに沿った対応ポイン

②自校の状況に基づいた緊急時の対応を トの理解と具体的な対応方法(学校生活管

職 構築し、自校の教職員に指導できる力 理指導表の見方と対応等)にかかわる研修

を身に付ける。 ○緊急時の管理職の役割と行動の知識習得の

ためのシミュレーション研修

１ 基本的な考え方

２ 全員共通に取り組む「基礎研修」

教職員が、食物アレルギーに関する基礎的な知識を正しく理解できるようにする。

（１）「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」及び「日光市小・中学校食物

アレルギー対応マニュアル」の内容の理解を図るための研修【知識】

（２）各学校のアレルギー対応の必要な児童生徒に関する情報交換及び各学校における対応

確認のための研修【意識】

（３）各学校の緊急時対応の流れの理解及びアドレナリン自己注射薬（エピペン○R）の使用

方法等の実技習得などの緊急時対応のための研修【技能】

ア シミュレーション研修（ＤＶＤの活用等）

イ アドレナリン自己注射薬（エピペン○R）の使用方法研修（ＤＶＤの活用等）

到達目標

研 修 内 容

３ 各職種に応じた研修の到達目標と研修内容
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職 到 達 目 標 研修内容例

①食物アレルギーにかかわる専門的な知識の ○在籍児童生徒の身体状況等を把握し、

養 習得と、緊急事態が生じた際には、該当者 緊急時に適切な対応がとれる力を養う

の状況を見極め、その状況に応じた的確な 研修

護 判断と処置ができる力を身に付ける。 ○必要な事柄を相手から聴きとり、相手

②緊急時対応の全体像を理解し、その状況に に自分の考えをきちんと伝える力を養

教 応じて教職員に対し的確な指示・指導がで う研修

きる力を身に付ける。

諭 ③保護者の相談に的確に答えられる力を身に

つける。

①食物アレルギーのある子どもの給食調理に ○アレルギーの原因食品の理解、献立の

栄 関する専門的な知識と調理技術をもち、除 立て方、除去食等の基本的な考え方を

養 去食等の対応について、調理員に的確な指 理解する研修

士 示・指導ができる力を身に付ける。 ○必要な事柄を相手から聴きとり、相手

②保護者の相談に的確に答えられる力を身に に自分の考えをきちんと伝える力を養

つける。 う研修

①食物アレルギーに関する専門的な知識を習 ○食物アレルギーについての理解を深め、

給 得し、教職員に的確な指示・指導ができる 給食指導を実施する際に注意すべき内

食 力を身に付ける。 容を理解する研修

主 ②保護者の相談に的確に答えられる力を身に ○必要な事柄を相手から聴きとり、相手

任 付ける。 に自分の考えをきちんと伝える力を養

う研修

①教育委員会及び校内で実施する食物アレル ○食物アレルギーについての理解を深め、

ギーに関する研修により、食物アレルギー 給食指導や調理実習、校外学習等を実

に対する知識や意識、技能を高める。 施する際にアレルギー疾患について注

全 意すべき点を理解する研修

教 ○児童生徒に対し、食物アレルギーに関

職 する指導を行うための研修

員 ○緊急時対応の流れの理解及びアドレナ

リン自己注射薬（エピペン○R ）の使用

方法等の実技習得などの緊急時対応の

ための研修

調 ①食物アレルギーのある子どもの給食調理に ○食物アレルギーについての知識や除去

理 関する専門的な知識と調理技術をもち、除 食調理をする際に注意すべき点を理解

員 去食等の対応について的確に実施できる力 する研修

を身に付ける。



- 28 -

資料１ ⾷物アレルギー対応の段階的目標・作業整備
対応は最適な対応レベルの組み合わせを考えて、実施してください。

【レベル１】 ※すべての対応の基本であり、レベル２以上でも詳細な献立表は提供してください

目 標 献立の詳細な内容を保護者と学級担任に提示し、児童生徒が各自で除去対応を行う

１．業者に原材料配合表やアレルギー食品に関する資料の提供を依頼する
詳細な
献立表 ２．資料をもとに、児童生徒毎に詳細な献立表（食材・食品ごとに除去すべき原因食品
対応 作業整備 が分かるようにする）を毎月作成し保護者と学級担任に配布する

３．最も誤食事故が起きやすい対応なので、特に学級担任は除去食物と給食内容を日々
確認する

【レベル２】 ※レベル３及び４であっても、場合によってはレベル２対応をすることがあります

１．弁当を給食時間まで安全で衛生的に管理する
目 標

２．原因食品を除いた適切な給食を提供する

１．学校の実状に応じて、持参した弁当の安全で衛生的な管理方法を決める
一部弁当
対応 ２．詳細な献立表をもとに保護者と連携し、事前に弁当で代用するものを決める

作業整備 ３．対応する献立について調理関係者や学級担任などへ食物アレルギー用献立表、作業
工程表などの資料を作成し配布する

４．担当者（栄養教諭／学校栄養職員、学校給食調理員、学級担任など）は給食内容を
把握し、誤食事故がおきないよう注意する

【レベル３】 目 標 原因食品を除いた給食を提供する

１．体制確立
① 普通食を基本に除去献立を作成し、作業分担取組、調理指示書や作業工程表・動線
図を作成し危機管理体制の充実を図る

② 的確に除去ができ、混入がないように、学校給食調理員と綿密な打合せを行い危機
管理と衛生管理体制の充実を図る

③ 配食、配膳、配送についての点検や管理等、各部署との連携調整を確認する
④ 対応する献立について、食物アレルギー用献立表などの資料を作成し、保護者や学
級担任などへ配布する

⑤ 最終的に学級担任が給食内容を確認し、誤食事故がないように注意する

２．人的措置
① 栄養教諭／学校栄養職員や調理従事員は食物アレルギー対応に取り組む為に研修を
積み、資質の向上に努める

② 除去食について、担当する栄養教諭／学校栄養職員や調理従事員を明確にする
③ 対応人数や対応食品が多い場合には、【レベル４】に準ずる整備が必要である

除去食対応 作業整備
３．物理的措置

区画された調理場所が望ましいが、調理室の一角を専用スペースとしても
良い（対応者が多くなければ90×180cm程度のスペースでも十分対応が可能

作業ゾーン である）

移動調理台にIH調理器などを設置して対応する

機 器 シンク・冷蔵庫・電子レンジ・加熱機器（IH、ガスコンロなど）・調理台・
配膳台などを必要に応じて用意する

調理器具 鍋・フライパン・ボール・菜箸・汁杓子などが必要である

個人用容器は、学年組名前を明記した料理別の耐熱密閉容器が必要で、一
般の食器具類と区別して保管する

そ の 他
共同調理場では、学校別に配送用の個別容器を用意し、学校ではそれを置
く専用のスペースを確保する

【レベル４】 ※学校給食における対応としては最も望ましい対応

原因食品を除き、それに代わる食材を補い、栄養価を確保した学校給食を提供する

１．体制確立
【レベル３】に加え、通常給食とは全く別に調理作業ができるよう、作業分担、調理
指示書や作業工程表・動線図を作成し、危機管理と衛生管理体制を確立する

２．人的措置
対応人数や食品が多い場合には、食物アレルギーに対応する栄養教諭／学校栄養職員
や調理従事員を確保することが必要となる

代替食対応 作業整備 ３．物理的措置

作業ゾーン 【レベル３】に加え、食材が絶対に混入しないように区画する

機 器 【レベル３】に加え、炊飯器・パン焼き器・オーブンレンジ・フードプロ
セッサー・冷凍冷蔵庫などが必要

調理器具 【レベル３】に加え、中心温度計・まな板・包丁・ざる・計量カップ・計
量スプーンなど

そ の 他 【レベル３】に加え、移動調理台・専用の消毒保管庫・洗浄スペース・配
食スペースを確保する

※文部科学省「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」より
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資料２ 詳細な献⽴（例）

５月２８日 水曜日 ５月２９日 木曜日５月２８日 水曜日 ５月２９日 木曜日５月２８日 水曜日 ５月２９日 木曜日５月２８日 水曜日 ５月２９日 木曜日

ごはん 米粉パン

牛乳 牛乳

さばの味噌煮 キーマカレー

大阪漬け ポテトサラダ

じゃがいもの煮物 アセロラゼリー

食品名 小分量 備 考 食品名 小分量 備 考

こめ 70.00 米粉パン 76.00

牛乳 206.00 牛乳 206.00

さばの味噌煮 50.00 ぶた肉 30.00

牛肉 15.00

きゅうり 10.00 にんにく 0.50

だいこん 40.00 しょうが 0.50

しょうが 0.50 たまねぎ 50.00

食塩 0.50 にんじん 10.00

ダイストマト缶 20.00

ぶた肉 10.00 グリンピ―ス 3.00

じゃがいも 60.00 サラダ油 1.00

にんじん 10.00 カレ－粉 0.40

たまねぎ 30.00 カレールウ 7.00

キャベツ 40.00 ウスタ－ソ－ス 1.00

しらたき 30.00 ケチャップ 5.00

あぶらあげ 5.00 コンソメ 0.50

さやえんどう 5.00 ぶどう酒 2.00

サラダ油 0.50 水 10.00

しょうゆ 1.00

さとう 3.00 じゃがいも 50.00

だしの素 0.50 にんじん 8.00

清酒 1.50 きゅうり 10.00

水 10.00 たまねぎ 5.00

ボンレスハム 10.00

食塩 0.20

こしょう 0.05

マヨネーズ 10.00 ５月１９日使用

アセロラゼリー 40.00
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資料３

今後の学校給食における食物アレルギー対応について（通知）今後の学校給食における食物アレルギー対応について（通知）今後の学校給食における食物アレルギー対応について（通知）今後の学校給食における食物アレルギー対応について（通知）
25文科ス第713号25文科ス第713号25文科ス第713号25文科ス第713号

平成26年3月26日平成26年3月26日平成26年3月26日平成26年3月26日

各都道府県知事各都道府県知事各都道府県知事各都道府県知事

各都道府県教育委員会教育長各都道府県教育委員会教育長各都道府県教育委員会教育長各都道府県教育委員会教育長

各指定都市教育委員会教育長 御中各指定都市教育委員会教育長 御中各指定都市教育委員会教育長 御中各指定都市教育委員会教育長 御中

附属学校を置く各国立大学法人学長附属学校を置く各国立大学法人学長附属学校を置く各国立大学法人学長附属学校を置く各国立大学法人学長

構造改革特別区域法第12条第1項の認定構造改革特別区域法第12条第1項の認定構造改革特別区域法第12条第1項の認定構造改革特別区域法第12条第1項の認定

を受けた各地方公共団体の長を受けた各地方公共団体の長を受けた各地方公共団体の長を受けた各地方公共団体の長

文部科学省スポーツ・青少年局長文部科学省スポーツ・青少年局長文部科学省スポーツ・青少年局長文部科学省スポーツ・青少年局長

久保公人久保公人久保公人久保公人

今後の学校給食における食物アレルギー対応について（通知）今後の学校給食における食物アレルギー対応について（通知）今後の学校給食における食物アレルギー対応について（通知）今後の学校給食における食物アレルギー対応について（通知）

食物アレルギー等のある児童生徒に対しては、文部科学省監修の下、平成20年に公益財食物アレルギー等のある児童生徒に対しては、文部科学省監修の下、平成20年に公益財食物アレルギー等のある児童生徒に対しては、文部科学省監修の下、平成20年に公益財食物アレルギー等のある児童生徒に対しては、文部科学省監修の下、平成20年に公益財

団法人日本学校保健会が発行した団法人日本学校保健会が発行した団法人日本学校保健会が発行した団法人日本学校保健会が発行した「「「「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」」」」

（以下「ガイドライン」という（以下「ガイドライン」という（以下「ガイドライン」という（以下「ガイドライン」という。。。。）に基づく対応をお願いしているところです。）に基づく対応をお願いしているところです。）に基づく対応をお願いしているところです。）に基づく対応をお願いしているところです。

平成24年12月に、食物アレルギーを有する児童が、学校給食終了後にアナフィラキシー平成24年12月に、食物アレルギーを有する児童が、学校給食終了後にアナフィラキシー平成24年12月に、食物アレルギーを有する児童が、学校給食終了後にアナフィラキシー平成24年12月に、食物アレルギーを有する児童が、学校給食終了後にアナフィラキシー

ショックの疑いにより亡くなるという事故の発生を受けて、文部科学省では、平成25年5ショックの疑いにより亡くなるという事故の発生を受けて、文部科学省では、平成25年5ショックの疑いにより亡くなるという事故の発生を受けて、文部科学省では、平成25年5ショックの疑いにより亡くなるという事故の発生を受けて、文部科学省では、平成25年5

月に「学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究協力者会議」を設置し、学月に「学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究協力者会議」を設置し、学月に「学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究協力者会議」を設置し、学月に「学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究協力者会議」を設置し、学

校給食における食物アレルギー対応の充実方策について、総合的・専門的な観点から検討校給食における食物アレルギー対応の充実方策について、総合的・専門的な観点から検討校給食における食物アレルギー対応の充実方策について、総合的・専門的な観点から検討校給食における食物アレルギー対応の充実方策について、総合的・専門的な観点から検討

を依頼し、本年3月、別添1のとおり、報告書を取りまとめていただきました。を依頼し、本年3月、別添1のとおり、報告書を取りまとめていただきました。を依頼し、本年3月、別添1のとおり、報告書を取りまとめていただきました。を依頼し、本年3月、別添1のとおり、報告書を取りまとめていただきました。

本報告書では、学校給食における食物アレルギー対応に関して本報告書では、学校給食における食物アレルギー対応に関して本報告書では、学校給食における食物アレルギー対応に関して本報告書では、学校給食における食物アレルギー対応に関して、、、、「ガイドライン」に基「ガイドライン」に基「ガイドライン」に基「ガイドライン」に基

づく対応の徹底が必要不可欠であると、改めて確認されるとともに、今後の改善・充実方づく対応の徹底が必要不可欠であると、改めて確認されるとともに、今後の改善・充実方づく対応の徹底が必要不可欠であると、改めて確認されるとともに、今後の改善・充実方づく対応の徹底が必要不可欠であると、改めて確認されるとともに、今後の改善・充実方

策等について具体的に提案されました。策等について具体的に提案されました。策等について具体的に提案されました。策等について具体的に提案されました。

文部科学省としては、本報告書を踏まえ、今後さらに施策の充実に取り組むこととして文部科学省としては、本報告書を踏まえ、今後さらに施策の充実に取り組むこととして文部科学省としては、本報告書を踏まえ、今後さらに施策の充実に取り組むこととして文部科学省としては、本報告書を踏まえ、今後さらに施策の充実に取り組むこととして

おり、貴職におかれましても、別添1、2を参考にしながら、下記について、御対応いただおり、貴職におかれましても、別添1、2を参考にしながら、下記について、御対応いただおり、貴職におかれましても、別添1、2を参考にしながら、下記について、御対応いただおり、貴職におかれましても、別添1、2を参考にしながら、下記について、御対応いただ

くようお願いします。くようお願いします。くようお願いします。くようお願いします。

また、各都道府県教育委員会においては、域内の市区町村教育委員会並びに所管の学校また、各都道府県教育委員会においては、域内の市区町村教育委員会並びに所管の学校また、各都道府県教育委員会においては、域内の市区町村教育委員会並びに所管の学校また、各都道府県教育委員会においては、域内の市区町村教育委員会並びに所管の学校

及び学校給食施設に対し、各都道府県知事においては、所管の学校法人等に対し、この趣及び学校給食施設に対し、各都道府県知事においては、所管の学校法人等に対し、この趣及び学校給食施設に対し、各都道府県知事においては、所管の学校法人等に対し、この趣及び学校給食施設に対し、各都道府県知事においては、所管の学校法人等に対し、この趣

旨について、周知を図っていただくとともに、適切な対応がなされるよう御指導をお願い旨について、周知を図っていただくとともに、適切な対応がなされるよう御指導をお願い旨について、周知を図っていただくとともに、適切な対応がなされるよう御指導をお願い旨について、周知を図っていただくとともに、適切な対応がなされるよう御指導をお願い

します。します。します。します。

なお、文部科学省では、各自治体等における取組状況について、今後、継続的な把握になお、文部科学省では、各自治体等における取組状況について、今後、継続的な把握になお、文部科学省では、各自治体等における取組状況について、今後、継続的な把握になお、文部科学省では、各自治体等における取組状況について、今後、継続的な把握に

努めることとしておりますので御協力をお願いいたします。努めることとしておりますので御協力をお願いいたします。努めることとしておりますので御協力をお願いいたします。努めることとしておりますので御協力をお願いいたします。

記記記記

1 学校給食における食物アレルギー対応の基本的な考え方1 学校給食における食物アレルギー対応の基本的な考え方1 学校給食における食物アレルギー対応の基本的な考え方1 学校給食における食物アレルギー対応の基本的な考え方

（1）学校給食における食物アレルギー対応においては（1）学校給食における食物アレルギー対応においては（1）学校給食における食物アレルギー対応においては（1）学校給食における食物アレルギー対応においては、、、、「ガイドライン」や学校生活管「ガイドライン」や学校生活管「ガイドライン」や学校生活管「ガイドライン」や学校生活管

理指導表（アレルギー疾患用理指導表（アレルギー疾患用理指導表（アレルギー疾患用理指導表（アレルギー疾患用））））（以下「管理指導表」という（以下「管理指導表」という（以下「管理指導表」という（以下「管理指導表」という。。。。）に基づく対応が重要であ）に基づく対応が重要であ）に基づく対応が重要であ）に基づく対応が重要であ

ること。このためること。このためること。このためること。このため、、、、「ガイドライン」の周知を図るとともに、その徹底のための措置を講「ガイドライン」の周知を図るとともに、その徹底のための措置を講「ガイドライン」の周知を図るとともに、その徹底のための措置を講「ガイドライン」の周知を図るとともに、その徹底のための措置を講
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じる必要があること。じる必要があること。じる必要があること。じる必要があること。

（2（2（2（2））））「ガイドライン」の内容に関する周知徹底や適切な緊「ガイドライン」の内容に関する周知徹底や適切な緊「ガイドライン」の内容に関する周知徹底や適切な緊「ガイドライン」の内容に関する周知徹底や適切な緊急時急時急時急時対応を行うことができる対応を行うことができる対応を行うことができる対応を行うことができる

よう、教職員等に対する研修の充実を図る必要があり、よう、教職員等に対する研修の充実を図る必要があり、よう、教職員等に対する研修の充実を図る必要があり、よう、教職員等に対する研修の充実を図る必要があり、役割役割役割役割に応じた研修会の実施や研修に応じた研修会の実施や研修に応じた研修会の実施や研修に応じた研修会の実施や研修

時間時間時間時間の確保が重要であること。の確保が重要であること。の確保が重要であること。の確保が重要であること。

（3）給食提（3）給食提（3）給食提（3）給食提供供供供における事故における事故における事故における事故防止防止防止防止の徹底のため、アレルギー対応を踏まえたの徹底のため、アレルギー対応を踏まえたの徹底のため、アレルギー対応を踏まえたの徹底のため、アレルギー対応を踏まえた献献献献立立立立作作作作成の成の成の成の配配配配

慮慮慮慮や給食の各や給食の各や給食の各や給食の各段階段階段階段階におけるにおけるにおけるにおけるチェチェチェチェックックックック機能機能機能機能をををを強化強化強化強化し、継続的に改善する取組が必要であるこし、継続的に改善する取組が必要であるこし、継続的に改善する取組が必要であるこし、継続的に改善する取組が必要であるこ

と。と。と。と。

（4）緊（4）緊（4）緊（4）緊急時急時急時急時対応の充実を図るため、対応の充実を図るため、対応の充実を図るため、対応の充実を図るため、積極積極積極積極的なアドレナ的なアドレナ的なアドレナ的なアドレナリリリリン自ン自ン自ン自己注射薬己注射薬己注射薬己注射薬（（（（「「「「エピペエピペエピペエピペン（ン（ン（ン（登登登登

録商標録商標録商標録商標）））） 」」」」）の）の）の）の使使使使用を用を用を用を促促促促すための措置を講じるとともに、学校の状況に応じたすための措置を講じるとともに、学校の状況に応じたすための措置を講じるとともに、学校の状況に応じたすための措置を講じるとともに、学校の状況に応じた危機危機危機危機管理管理管理管理

マニュマニュマニュマニュアルのアルのアルのアルの整備整備整備整備が不可欠であること。が不可欠であること。が不可欠であること。が不可欠であること。

（5）教育関（5）教育関（5）教育関（5）教育関係係係係者のみなら者のみなら者のみなら者のみならずずずず、、、、医療医療医療医療関関関関係係係係者、者、者、者、消防機消防機消防機消防機関等の関等の関等の関等の幅広幅広幅広幅広い関い関い関い関係係係係者が共通認者が共通認者が共通認者が共通認識識識識をををを持持持持っっっっ

て食物アレルギー対応にて食物アレルギー対応にて食物アレルギー対応にて食物アレルギー対応に当当当当たることが重要であり、関たることが重要であり、関たることが重要であり、関たることが重要であり、関係係係係者者者者間間間間、関、関、関、関係機係機係機係機関関関関間間間間のののの連携連携連携連携体体体体制制制制の構の構の構の構

築築築築等に努める等に努める等に努める等に努めるべべべべきこと。特に、きこと。特に、きこと。特に、きこと。特に、小規模小規模小規模小規模の市町村や学校等において、地域のの市町村や学校等において、地域のの市町村や学校等において、地域のの市町村や学校等において、地域の医療機医療機医療機医療機関等との関等との関等との関等との

連携連携連携連携がががが困難困難困難困難な地域に対しては、各都道府県教育委員会において、な地域に対しては、各都道府県教育委員会において、な地域に対しては、各都道府県教育委員会において、な地域に対しては、各都道府県教育委員会において、広広広広域的な域的な域的な域的な連携連携連携連携体体体体制制制制の構の構の構の構築築築築

をををを進進進進めるなめるなめるなめるなどどどど、必要な、必要な、必要な、必要な支援支援支援支援を行うを行うを行うを行うべべべべきこと。きこと。きこと。きこと。

2 都道府県・市区町村教育委員会における対応2 都道府県・市区町村教育委員会における対応2 都道府県・市区町村教育委員会における対応2 都道府県・市区町村教育委員会における対応

（1）学校におけるアレルギー対応についての方（1）学校におけるアレルギー対応についての方（1）学校におけるアレルギー対応についての方（1）学校におけるアレルギー対応についての方向性向性向性向性のののの明示明示明示明示

1）学校における食物アレルギー対応については1）学校における食物アレルギー対応については1）学校における食物アレルギー対応については1）学校における食物アレルギー対応については、、、、「ガイドライン」や「管理指導表」を「ガイドライン」や「管理指導表」を「ガイドライン」や「管理指導表」を「ガイドライン」や「管理指導表」を

活用しながら、関活用しながら、関活用しながら、関活用しながら、関係係係係者が共通認者が共通認者が共通認者が共通認識識識識をををを持持持持って対応にって対応にって対応にって対応に当当当当たることが重要であることについて、たることが重要であることについて、たることが重要であることについて、たることが重要であることについて、

教育委員会内の共通理教育委員会内の共通理教育委員会内の共通理教育委員会内の共通理解解解解のもとに、そののもとに、そののもとに、そののもとに、その推進推進推進推進を図ること。を図ること。を図ること。を図ること。

2）学校関2）学校関2）学校関2）学校関係係係係者、者、者、者、医療医療医療医療関関関関係係係係者、者、者、者、消防機消防機消防機消防機関等の関関等の関関等の関関等の関係係係係者と定者と定者と定者と定期期期期的に協議の的に協議の的に協議の的に協議の場場場場を設け、管内の学を設け、管内の学を設け、管内の学を設け、管内の学

校の調理校の調理校の調理校の調理場場場場等の施設等の施設等の施設等の施設整備整備整備整備や人員や人員や人員や人員配配配配置、また、アレルギーのある児童生徒の置、また、アレルギーのある児童生徒の置、また、アレルギーのある児童生徒の置、また、アレルギーのある児童生徒の情情情情報について、報について、報について、報について、

関関関関係係係係者者者者間間間間で共有しながら、具体的なアレルギー対応について、で共有しながら、具体的なアレルギー対応について、で共有しながら、具体的なアレルギー対応について、で共有しながら、具体的なアレルギー対応について、一一一一定の指定の指定の指定の指針針針針をををを示示示示すこと。すこと。すこと。すこと。

（2）アレルギー対策の研修会の充実（2）アレルギー対策の研修会の充実（2）アレルギー対策の研修会の充実（2）アレルギー対策の研修会の充実

1）アレルギー対策の研修会等について、1）アレルギー対策の研修会等について、1）アレルギー対策の研修会等について、1）アレルギー対策の研修会等について、一一一一定の定の定の定の質質質質を確保しつつ、管理職や教を確保しつつ、管理職や教を確保しつつ、管理職や教を確保しつつ、管理職や教諭諭諭諭、、、、養護養護養護養護教教教教

諭諭諭諭、、、、栄養栄養栄養栄養教教教教諭諭諭諭、調理員、その、調理員、その、調理員、その、調理員、その他他他他給食関給食関給食関給食関係係係係者な者な者な者などどどど、職、職、職、職種種種種に関に関に関に関わわわわららららずずずず、、、、全全全全教職員がアレルギー教職員がアレルギー教職員がアレルギー教職員がアレルギー

対応について学対応について学対応について学対応について学ぶ機ぶ機ぶ機ぶ機会を提会を提会を提会を提供供供供すること。また、これらの取組に継続すること。また、これらの取組に継続すること。また、これらの取組に継続すること。また、これらの取組に継続性性性性をををを持持持持たたたたせせせせるため、管るため、管るため、管るため、管

理職研修や理職研修や理職研修や理職研修や危機危機危機危機管理研修に管理研修に管理研修に管理研修に位位位位置置置置付付付付けるなけるなけるなけるなどどどどのののの工夫工夫工夫工夫をすること。をすること。をすること。をすること。

2）学校2）学校2）学校2）学校単位単位単位単位での校内研修の実施をでの校内研修の実施をでの校内研修の実施をでの校内研修の実施を進進進進めるとともに、それら研修会めるとともに、それら研修会めるとともに、それら研修会めるとともに、それら研修会へへへへの講の講の講の講師派遣師派遣師派遣師派遣等につい等につい等につい等につい

て協力すること。て協力すること。て協力すること。て協力すること。

（3）その（3）その（3）その（3）その他他他他

1）アレルギー対応の充実のために、1）アレルギー対応の充実のために、1）アレルギー対応の充実のために、1）アレルギー対応の充実のために、効果効果効果効果的な給食管理の的な給食管理の的な給食管理の的な給食管理の在在在在り方や、調理り方や、調理り方や、調理り方や、調理場場場場のののの整備整備整備整備（施設（施設（施設（施設

整備整備整備整備や人員等や人員等や人員等や人員等））））、、、、栄養栄養栄養栄養教教教教諭諭諭諭のののの配配配配置置置置拡拡拡拡大の方策等について検討すること。大の方策等について検討すること。大の方策等について検討すること。大の方策等について検討すること。

※※※※国立学校、国立学校、国立学校、国立学校、私私私私立学校においては、各設置者の立学校においては、各設置者の立学校においては、各設置者の立学校においては、各設置者の判断判断判断判断により、必要に応じて、により、必要に応じて、により、必要に応じて、により、必要に応じて、上上上上にににに掲げ掲げ掲げ掲げる公る公る公る公

立学校における対応内容に立学校における対応内容に立学校における対応内容に立学校における対応内容に準準準準じて取りじて取りじて取りじて取り扱扱扱扱うものとすること。うものとすること。うものとすること。うものとすること。
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3 学校における対応3 学校における対応3 学校における対応3 学校における対応

（1）学校におけるアレルギー対応の体（1）学校におけるアレルギー対応の体（1）学校におけるアレルギー対応の体（1）学校におけるアレルギー対応の体制整備制整備制整備制整備についてについてについてについて

1）学校での管理を1）学校での管理を1）学校での管理を1）学校での管理を求求求求めるアレルギーの児童生徒に対してはめるアレルギーの児童生徒に対してはめるアレルギーの児童生徒に対してはめるアレルギーの児童生徒に対しては、、、、「ガイドライン」に基づき、「ガイドライン」に基づき、「ガイドライン」に基づき、「ガイドライン」に基づき、

学校生活管理指導表の提学校生活管理指導表の提学校生活管理指導表の提学校生活管理指導表の提出出出出を必を必を必を必須須須須にするというにするというにするというにするという前前前前提のもと、管理職を中提のもと、管理職を中提のもと、管理職を中提のもと、管理職を中心心心心に、校内の施設に、校内の施設に、校内の施設に、校内の施設

整備整備整備整備や人員や人員や人員や人員配配配配置を踏まえ、具体的なアレルギー対応について置を踏まえ、具体的なアレルギー対応について置を踏まえ、具体的なアレルギー対応について置を踏まえ、具体的なアレルギー対応について一一一一定の方定の方定の方定の方針針針針を定めること。を定めること。を定めること。を定めること。

2）校内のアレルギー対応に2）校内のアレルギー対応に2）校内のアレルギー対応に2）校内のアレルギー対応に当当当当たっては、特定の職員にたっては、特定の職員にたっては、特定の職員にたっては、特定の職員に任せず任せず任せず任せずに、校内委員会を設けて組に、校内委員会を設けて組に、校内委員会を設けて組に、校内委員会を設けて組

織織織織的に対応すること。具体的には、的に対応すること。具体的には、的に対応すること。具体的には、的に対応すること。具体的には、

・児童生徒・児童生徒・児童生徒・児童生徒ごごごごとのとのとのとの個個個個別対応別対応別対応別対応ププププランのランのランのランの作作作作成成成成

・・・・症症症症状の重い児童生徒に対する状の重い児童生徒に対する状の重い児童生徒に対する状の重い児童生徒に対する支援支援支援支援の重点の重点の重点の重点化化化化

ななななどどどどの取組を図ること。の取組を図ること。の取組を図ること。の取組を図ること。

3）給食提3）給食提3）給食提3）給食提供供供供においては、においては、においては、においては、安全性安全性安全性安全性をををを最優先最優先最優先最優先とする考え方のもと、とする考え方のもと、とする考え方のもと、とする考え方のもと、

・・・・献献献献立立立立作作作作成から成から成から成から配膳配膳配膳配膳までの各までの各までの各までの各段階段階段階段階において、において、において、において、複数複数複数複数のののの目目目目によるによるによるによるチェチェチェチェックックックック機能機能機能機能のののの強化強化強化強化

・食物アレルギー対応を踏まえた・食物アレルギー対応を踏まえた・食物アレルギー対応を踏まえた・食物アレルギー対応を踏まえた献献献献立内容の立内容の立内容の立内容の工夫工夫工夫工夫

・食・食・食・食材材材材のののの原材料原材料原材料原材料表表表表示示示示

・・・・誰誰誰誰がががが見見見見てもてもてもても分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい献献献献立表の立表の立表の立表の作作作作成成成成

ななななどどどどの実施に努めること。の実施に努めること。の実施に努めること。の実施に努めること。

（2）緊（2）緊（2）緊（2）緊急時急時急時急時の体の体の体の体制整備制整備制整備制整備についてについてについてについて

1）学校の状況に応じた実1）学校の状況に応じた実1）学校の状況に応じた実1）学校の状況に応じた実践践践践可可可可能能能能ななななマニュマニュマニュマニュアル等をアル等をアル等をアル等を整備整備整備整備する。そのする。そのする。そのする。その際際際際には、には、には、には、例例例例ええええばばばば、、、、既存既存既存既存

のののの危機危機危機危機管理管理管理管理マニュマニュマニュマニュアル等について、アレルギー対応の観点からアル等について、アレルギー対応の観点からアル等について、アレルギー対応の観点からアル等について、アレルギー対応の観点から見直見直見直見直すなすなすなすなどどどどの取組も考えらの取組も考えらの取組も考えらの取組も考えら

れる。れる。れる。れる。

2）緊2）緊2）緊2）緊急時急時急時急時対応に対応に対応に対応に備備備備えた校内研修の充実が必要であり、えた校内研修の充実が必要であり、えた校内研修の充実が必要であり、えた校内研修の充実が必要であり、

・・・・「「「「エピペエピペエピペエピペン（ン（ン（ン（登録商標登録商標登録商標登録商標））））」の法的」の法的」の法的」の法的解釈解釈解釈解釈や取や取や取や取扱扱扱扱いについての研修いについての研修いについての研修いについての研修

・教職員・教職員・教職員・教職員誰誰誰誰もが「もが「もが「もが「エピペエピペエピペエピペン（ン（ン（ン（登録商標登録商標登録商標登録商標））））」」」」使使使使用を用を用を用を含含含含めた緊めた緊めた緊めた緊急時急時急時急時対応のための実対応のための実対応のための実対応のための実践践践践的な的な的な的な訓練訓練訓練訓練

ななななどどどどに取り組むこと。に取り組むこと。に取り組むこと。に取り組むこと。

（3）保（3）保（3）保（3）保護護護護者との者との者との者との連携連携連携連携についてについてについてについて

1）特に1）特に1）特に1）特に入入入入学学学学前前前前においては、においては、においては、においては、入入入入学後に学校における適切なアレルギー対応ができるよう、学後に学校における適切なアレルギー対応ができるよう、学後に学校における適切なアレルギー対応ができるよう、学後に学校における適切なアレルギー対応ができるよう、

学校や調理学校や調理学校や調理学校や調理場場場場のののの現現現現状を保状を保状を保状を保護護護護者に理者に理者に理者に理解解解解してもらうとともに、食物アレルギー対応に関して、してもらうとともに、食物アレルギー対応に関して、してもらうとともに、食物アレルギー対応に関して、してもらうとともに、食物アレルギー対応に関して、

保保保保護護護護者からの者からの者からの者からの十分十分十分十分なななな情情情情報提報提報提報提供供供供をををを求求求求めること。めること。めること。めること。

2）食物アレルギーの児童生徒の保2）食物アレルギーの児童生徒の保2）食物アレルギーの児童生徒の保2）食物アレルギーの児童生徒の保護護護護者に対しては、専門の者に対しては、専門の者に対しては、専門の者に対しては、専門の医療機医療機医療機医療機関に関する関に関する関に関する関に関する情情情情報や、ア報や、ア報や、ア報や、ア

レルギー対応に関するレルギー対応に関するレルギー対応に関するレルギー対応に関する資料資料資料資料をををを紹介紹介紹介紹介するなするなするなするなどどどど、必要に応じて、必要に応じて、必要に応じて、必要に応じてケケケケアを行うこと。アを行うこと。アを行うこと。アを行うこと。

（4）その（4）その（4）その（4）その他他他他

1）児童生徒の発1）児童生徒の発1）児童生徒の発1）児童生徒の発達段階達段階達段階達段階を踏まえたを踏まえたを踏まえたを踏まえた上上上上で、食物アレルギーに関する指導に取り組むこと。で、食物アレルギーに関する指導に取り組むこと。で、食物アレルギーに関する指導に取り組むこと。で、食物アレルギーに関する指導に取り組むこと。

（別添1（別添1（別添1（別添1））））「学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究協力者会議」報告書「学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究協力者会議」報告書「学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究協力者会議」報告書「学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究協力者会議」報告書

「今後の学校給食における食物アレルギー対応について」「今後の学校給食における食物アレルギー対応について」「今後の学校給食における食物アレルギー対応について」「今後の学校給食における食物アレルギー対応について」

（別添2）（別添2）（別添2）（別添2）医師医師医師医師法第17条の法第17条の法第17条の法第17条の解釈解釈解釈解釈についてについてについてについて


