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2005年２月２日 文部科学省会議室

学校給食全国集会実行委員会（日教組、自治労、日

本消費者連盟、全国学校給食を考える会）は、２月26日

の全国集会開催に先立ち、文部科学省に対し、「教育と

しての学校給食確立に関する要求書」を提出し、文部科

学省の担当官らと交渉を行いました。

交渉時間は、説明等を含めて30分であり、文部科学

省からの回答は充分とは言えませんでした。関連する質

問を一部したところで終了時間となり、つっこんだ質疑や

議論ができなかったのは残念です。

回答の内容は昨年度からほとんど変りませんでした

が、学校給食が教育の一環であること、一部とは言え、

民間委託になじまない部分があること、学校給食での食

中毒発生が外部業者による食品によるものが多いこと

などの発言がありました。

文部科学省としては、社会状況が、合理化、パート化

等を求めており、正規調理員を位置づけるなどは難しい

としていますが、学校給食の重要性は昨年以上に確認

しており、そのために必要な施策をとるよう、運動として

働きかけていく必要性を感じました。

また、民間委託や栄養教諭制度の導入などで、都道

府県に対する指示、指導力が弱いことがうかがえまし

た。文部科学省の姿勢を問うとともに、都道府県、市町

村など、学校給食の実施主体への働きかけの重要性を

あらためて感じるものとなりました。

なお、２月26日に開催する学校給食全国集会にて正

式な報告を行います。（まとめ 学校給食ニュース）

教育としての学校給食確立に関する要求書

日頃より、学校給食の充実ならびに食教育の推進につ

いて、ご理解とご尽力をいただいておりますことに敬意

を表します。

今日、子どもたちの食生活の乱れが問題化し、学校

での学習態度をはじめ、人と人とのつながりを大切に

して社会を作っていくという子どもの社会力・社会性の

形成にも悪影響を与えていると言われています。その

打開策のひとつに、学校給食などの「食」を通じての

学校教育の有効性が指摘されています。しかし、学校

給食は「教育の一環」として位置づけられているにも

関わらず、いまだ福祉的色合いが濃く、十分に学校教

育の中に浸透されていません。

学校給食は、学校給食法にもとづき、各地方公共団

体が地域の実情に応じて、創意工夫をして実施されて

います。近年、地場の食材を使って学校給食を提供し、

地域と学校とのつながりを築くことが、食や地域産業、

自然環境の保全に結びつくとの認識のもとに拡大して

います。しかし、1985年の文部省通知「学校給食業務

の運営の合理化について」が出されて以来、調理業務

の民間委託化、調理員のパート化、単独調理場方式

からのセンター化といったいわゆる「合理化」が学校

給食の教育の可能性をせばめ、地場産食材の学校給

食実現や拡充に向けた障害となっています。

一方で、病原性大腸菌Ｏ-157をはじめとする食中毒

菌や、ＢＳＥや輸入食品の農薬汚染、遺伝子組み換え
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食品など子どもたちの健康を脅かす問題が増加し、学

校給食にはよりこまかい対応が求められています。

1997年の保健体育審議会答申では、「学校給食を活

用した食に関する指導を一層充実する観点から、学校

栄養教職員が個々の給食実施校に配置され、これによ

り、児童生徒の実態や地域の実情に応じて、豊かでき

め細やかな食事の提供や食に関する指導が行われるこ

とが望ましい。したがって、このような食に関する指導

等が可能となるような単独校調理場方式への移行につ

いて、運営の合理化に配慮しつつ、児童生徒の減少等

に伴う共同調理場（給食センター）方式の経済性や合

理性と比較考慮しながら、検討していくことが望ましい」

と報告されましたが、2003年７月18日、貴省学校健康

教育課長より、上記合理化通知の徹底を求める事務連

絡が出されました。このことに深く失望するものです。

一方、159回通常国会において、栄養教諭の創設が

決定しました。これまでも学校栄養職員や調理員、教

職員の努力により、学校現場において食教育は行われ

てきましたが、直接給食に関わり専門的な対応ができ

る栄養教諭を制度化することにより、より効果的で責任

ある指導が可能になると考えています。しかし、必置

職員ではなく都道府県の裁量とするなど多くの課題を

残しております。

私たちは、1985年の文部省通知「学校給食業務の

運営の合理化について」が出されて以来、「合理化」

が、学校給食の教育の可能性をせばめ、子どもたちの

生きる力を育む豊かな学校給食の実現を阻害している

ものとの認識を持って、今日まで取り組んできました。

子どもたちの健康でのびのびとした成長に、学校給食

が果たす重要な役割や位置づけを再度確認していただ

き、教育としての学校給食の確立を求めて下記の通り

要求いたします。

記

１．合理化問題

1985年の文部省通知「学校給食業務の運営の合理化

について」を撤回し、学校給食調理業務の民間委託化

・学校給食調理員のパート化をやめて、教育や地産地

消を通じた地域教育を効果的に行うための直営単独校

調理場方式の推進に向けた施策を行うこと。

２．教育としての環境整備

学校給食を教育として明確に位置づけ、単独校調理場、

ランチルーム、調理室見学設備など教育にふさわしい

環境を整備すること。

３．食材について

１）学校給食における食材の検査体制や品質表示政策

を充実し、安全性を確立すること。

２）学校給食において、地場産食材の積極的導入策を

図ること。

３）安全性に対するリスクの高い食材の共同購入方式

を認めず、単独校調理場

方式のもとで、個別の学校単位で食材を調達する方式

を推進すること。

４）学校給食における食材の原産地表示の拡大、遺伝

子組み換え食品の表示の徹底を図るよう関係省庁

に働きかけること。

５）学校給食において遺伝子組み換え作物・食品を一

切使わないよう通達を出すこと。

４．食器について

１）ポリカーボネート製食器からの内分泌かく乱物質ビ

スフェノールＡの溶出にみられるようにプラスチック

食器は、その原材料が明確でないため安全性に不

安があり、学校給食食器の選定からはずすよう指導

すること。

２）強化ガラス食器は、その構造上破損時に著しく危

険であるため、学校給食食器の選定からはずすよう

指導すること。尚、上記食器の切り替えの予算措置

をすること。

５．栄養教諭・学校栄養職員について

食教育充実のため、新設される栄養教諭制度を実効あ

るものにすること。当面、学校栄養職員をすべての学

校に配置すること。

６．学校給食調理員について

学校給食調理員の職務内容を明確にし、正規職員とし

て配置すること。

以上
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文部科学省の回答要旨と質疑

１．合理化問題 （回答要旨）

献立作成、衛生管理は、民間委託などになじまない

と考える。献立作成、食材購入まで含んだ民間委託を

検討している市町村から問い合わせを受けた場合、献

立作成、衛生管理が適正に確保できる体制にあるかど

うかを問い、民間委託になじまないのではないかと伝

えている。

２．教育としての環境整備（回答要旨）

学校給食は教育として行っており、厳しい予算環境

の中でも平成17年度に27億円を要求し、環境整備事業

に取り組むつもりである。

３．食材について（回答要旨）

食材については、市場流通されているものは食品衛

生法に基づいて安全性が確保されているという前提に

あり充分安全である。ただし、子どもは、食中毒など

に対してハイリスクであり、いっそう安全なものを選択、

購入する必要はある。

文部科学省としては、衛生管理マニュアルを平成15

年に改訂し、農薬、食品添加物についての検査を必要

に応じて行うなどの指導をしている。不必要な食品添

加物や過度な加工品を使用しないよう指導している。

遺伝子組み換え食品や食品表示の問題については、

平成15年度から「安全かつ安心な学校給食に関する調

査研究」事業を行っており、17年度も継続して行う。モ

デル自治体による農薬や食品添加物の調査等の事業を

行っている。

４．食器について（回答要旨）

ポリカーボネート製食器やコレール（強化磁器）食

器は、学校給食食器の使用率調査によると使用が減っ

ている。できるだけ安全な食器を選ぶだけでなく、地

域によっては特色のある食器、たとえば漆器などを取り

入れるよう指導している。

５．栄養教諭・学校栄養職員について（回答要旨）

平成17年度から導入される。都道府県で導入に向け

て取り組まれている。学校栄養職員の栄養教諭に転換

するための研修を都道府県が行う場合、国の予算をつ

けている。

学校栄養職員の定数改善は、平成13年から17年度に

かけて第7次公立義務教育諸学校定数改善計画で5年

計画により962人改善する計画を立て、平成17年193人

の改善増を行うことで事業を完成させる。

６．学校給食調理員について（回答要旨）

食に関する指導の重要性は学校栄養職員のみなら

ず、教職員全体で食の指導、食育を行うものである。

調理員も児童と一緒に食事する等取り組んでほしい。

平成17年度に、食の指導参考資料を作成する予定で

あり、教職員全体の取り組みなどの事例を示したい。

社会全体がパート化などをすすめる社会条件の中

で、正規職員配置は難しいが、非常勤職員としての増

員などを自治体等が行うことが望ましい。

（質疑応答）

Ｑ：指定管理者制度により、学校給食調理や学校給食そ

のものが委託の対象になる可能性があるのではない

か？指定管理者制度について文部科学省の見解は？

Ａ：現在のところ自治体等からの問い合わせはない。

学校給食は教育の一環であり、献立作成、衛生管理

などが委託対象として適切かどうか、地方自治体に慎

重な判断を求めたい。

Ｑ：栄養教諭制度の導入を行う都道府県が少ないので

は？ 実態把握はしているのか？ また、拡充策はど

のようにするのか？

Ａ：平成17年度からの導入であり、各都道府県の状況

について情報はない。栄養教諭制度の必要性について

は、全国の会議などの場で、各都道府県担当者にお

願いしている。

Ｑ：学校栄養職員の定数について、現在は児童生徒数

を基準に行われているが、教員と同様にクラス数を基準

にして、食の指導を充実させるべきではないか？
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Ａ：養護教員については、複数配置について、児童生

徒数を基準にしている例がある。栄養教諭、学校栄養

職員の定数の見直し作業もあるので、意見として参考

にする。

Ｑ：学校給食は教育の一環であり、献立作成、衛生管理

を学校給食として重視するとしているが、業者弁当（デリ

バリー方式）についてどう考えているか？ 導入する自

治体は、学校給食法に基づいた学校給食であるとしてい

る例が多い。

Ａ：デリバリー方式が増加していることは認識してい

る。これが学校給食法に基づく給食かどうかの判断は

難しいが、先に述べているとおり、判断材料としては、

１）献立を実施者（市町村）の栄養職員が立てている

のか、業者が立てているのか。 ２）衛生管理を業者

まかせになっていないか。 あたりである。

実際に、学校給食で起こる食中毒に、外部業者の食

品が原因であるケースが多い。献立作成、衛生管理

については、適正に行われることを求めている。

Ｑ：地方交付金の算定基準では、「学校給食を実施して

いるか否か」がひとつの積み上げ指標になっているが、

学校給食の運営を、直営からデリバリー方式に変更する

などした場合、それが学校給食なのかの判断は行われ

ているのか。

Ａ：本日は、地方交付税関係の担当者が出ていない

ので答えられない。ただし、学校給食の運営が変化し

た場合、その内容をきちんと見ていく必要はある。単

なる配食サービスになっては、学校給食とは言えない。

Ｑ：遺伝子組み換え食品について、日本人は世界一摂

取していると考えられる。厚生労働省が安全としているも

のだが、その安全性について世界で問題視されている。

本来は、遺伝子組み換え食品を排除して欲しいのだが、

少なくとも、子どものリスクだけでも排除したい。この点に

ついて文部科学省は厚生労働省まかせにするのではな

く、実態を調査し、指導して欲しい。

Ａ：厚生労働省の判断は、子どもからお年寄りまでを

対象にしている。禁止はできない。

遺伝子組み換え食品については表示制度があるもの

の、学校栄養職員などの知識が不足しているとの認識

はもっている。食品表示については、その表示を見て、

より安全な食材を選択するよう考えていただくことが望

ましい。
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投稿

足立区の民間委託現状について

匿名で投稿をいただきました。

『金』の切れ目が、『愛』（のある教育）の切れ目？

（委託料が給食の中身を決めます）

平成１７年１月１７日 足立区教育委員会は、「学校給食

調理業務の効率化」を理由に、給食の内容（質）を

下げることを決めました。

「 委託料７％（13・14・17年度あわせて）、平均で1.5

名のパートの削減を業務の効率化でおこなうために、

作業時間をどのように短縮するかということを観点に調

理業務のガイドラインを作成。各学校で、ガイドライン

に沿って、献立と諸作業全般を見直すこと。

具体的には １献立を複雑にしない ２過分な作業を

おこなわない。

ガイドラインの内容

○給食回数に制限（給食回数を越えて午後も授業があ

る時は、家庭からのお弁当持参）

○統一献立の導入（変更する場合は、教育委員会の

承認をとる）

○土曜日の給食実施は２回まで

○生のたけのこ、泥つきごぼうの使用禁止

○調理する数物は２つ以内とする（調理しないパンは

含まない）。

○麺類を個分けにしない。必要なときは袋入りのもの

を使用する

○手作りのジャム・パンの中身をくり抜くものは禁止

○キウイは皮をむかない

○ランチルーム…献立は同一のもの。食器は通常のも

のを使用する

○バイキング…皿への盛り付け・配膳等の準備は学校

が行う

○セレクト給食…２種類から１品のセレクトとし、作業工

程が重なるもの

○招待給食・試食会…通常食数を超えないとき。同一

献立

○学年間交流給食…低・中・高学年で分量の異なる

数ものは出さない

献立は盛り付け量で調整できるものにし、同じ食缶

に配缶する

○お弁当給食は年に１回まで

○使用する食器は３食器まで プリン・ゼリー等でカッ

プを使用するときは（給食室内のみで使用する場合

を含む）使い捨てのものに限る。

カップはごみになることから極力紙製のものを使用す

るとともに、回数を少なくする

○はし・スプーン・フォーク等は２種類まで

等々 48項目

この直前、平成16年12月21日には、「派遣・業務請

負の適正化」の目的で、仕様書の改定がありました。

○ 調理従事者の経験・資格等の削除。等 16項目

【給食の質を下げるガイドラインを見て】

足立区の学校給食調理業務が委託されて、19年に

なります。委託導入当初より、教育委員会は、請負契

約でありながら、「調理員が区の職員（以下、直営の

調理員）から委託業者にかわるだけ、今までとなんら

変わりはない。だから給食の質の低下はまねかない」

という発言を繰り返してきました。しかし、経験豊かな

直営の調理員を切り、実際に現場に入ってきた受託業

者の調理員（以下、委託の調理員）は右も左もわから

ない有様。学校の望む給食内容はおろか、基本的な

調理もできない、給食時間までに給食が出来上がらな

いという事態を日常茶飯事におこしてきました。当時よ

り、直営の調理員であろうと、委託の調理員であろうと、

学校給食ニュース 69号 2005.2



6

安全でおいしい給食を提供したいという思いから、学

校栄養職員（以下、栄養士）は、委託の調理員に対

して手取り足取り作業を指示し、調理技術を教え、現

在の委託会社の調理員を育ててきました。給食時間に

間に合いそうもないと判断すれば、一緒に現場に入り、

調理等を手伝い、なんとか子ども達に提供することも度

々ありました。これらは、明らかに、偽装請負にあたり、

法律違反です。それでも、子ども達のことを一番に考

え、現場の栄養士はがんばってきました。校長の一部

は「人が変わっただけ」という認識が高く、「時間どお

りに給食の提供が出来ないのは栄養士の責任」と現場

で作業することになんら疑問をいだかない。むしろ、現

場で一緒に作業し、調理員を育てる栄養士のほうが仕

事熱心な職員と評価しています。教育委員会は、委託

を円滑に施行するためには学校現場・委託業者が協力

し合うことも必要として、違法行為を黙認。なんら改善

策をとりませんでした。その中で、やっと、ここまでの

レベルに引き上げた本区の民間委託による給食の内容

を、経済効率を理由に、再び切り下げる今回のガイド

ラインの導入には怒りを覚えるとともに、教育委員会へ

の不信感を否めません。

そもそも学校給食は、教育の一環として位置づけら

れ、学校給食法第１条には「この法律は、児童および

生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生

活の改善に寄与することをかんがみ、学校給食の実施

に関し必要な事項を定め、もって学校給食の普及充実

を図ることを目的とする」と明記されています。学校給

食は、子ども達に対して、ただ、食事を提供すればよ

いというものではないのです。教育の一環として実施さ

れる以上、教育としての給食内容が、まず、検討され

るのが筋ではないのでしょうか。

今回、本区で通知された「学校給食調理業務委託

契約ガイドライン」に、学校給食の目的や意義を検討

された跡は見受けられません。あくまでも、「委託料」

に重点がおかれ、委託する内容によって委託料の金額

が決まるのではなく、この金額でできることを委託する

から、学校現場はそれ以上はやらせないこと。という、

まさに「教育も金次第」という内容です。

「お金の問題から子供のことを論議するほど政府はい

つから落ちぶれたのだ」「…子供の幸せをどうしたら築

けるのか、その点を欠いて、お金の話だけでおまとめ

になるのなら私は全面的に抵抗する」。「幼保一元化」

をめぐる保育関係議員の会合での橋本元首相の発言で

す。まさに、委託を勧めるすべての行政にいいたい。「子

供たちの心身の健全な発達なくして、何が学力だ」「お

金の問題から子供の教育を切り捨てるほど、行政は落

ちぶれたのか」。

教育の中身を論じたうえで、それを達成するために

とられる方法の経済効率を考えていく。それでこそ有意

義な税金の使い方といえるのではないでしょうか。

子どもの時からの食育が、将来の健康に大きく影響

を及ぼすことが認められ、栄養教諭制度も導入された

現代に、なぜ、食育のもっともよい教材となる学校給

食の内容を引き下げなくてはいけないのでしょう。

また、学校の実情を無視し、統一献立を導入しよう

とするやり方は、特色ある学校づくりが求められる現代

にも、各学校の子ども達の実態に合わせ、「食」の乱

れを再構築しようとする栄養士の取り組みにも逆行する

ものです。

今回の「ガイドライン」は委託前、直営の調理員が定

数の人員で実施していた給食が出来なくなるというもの

です。民間委託であるが故に「給食の質の低下」をも

たらす結果となるものです。この一点をもってしても、

給食調理業務の民間委託が区民の望むものなのかどう

か再度検討するべき事業のはずです。お金によって中

身が左右される委託が果たして本当に子ども達のこと

を考えて導入されたものなのかどうか、ぜひとも論議し

ていきたいものです。

【委託会社のいいなり】

委託契約を結ぶ以上、その実施内容に制限がかか

るのは当然です。委託側がこの業務をお願いしたい。

という要望を出し、その業務がいくらで受けられるのか。

これが見積もりになります。ですから、契約締結後、最

初に提示した内容以上のことを、委託側が、受託会社

に求めるのは契約違反だと思います。

しかし、本区はこれまで委託契約の内容についてあ

まりにも曖昧な状態で進んできました。「請負」と「派

遣」の違いを無視し、とにかく委託ありきだったからで
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す。おそらく、これまでの給食内容を維持するために細

かい見積もりあわせをしたなら、区が予定している額よ

り高くなってしまうのでしょう。また、保護者を納得させ

るために配置する栄養士に今までどおりの仕事（調理

員の指導等）をさせるためには、本来の“請負契約”

の形式をとりたくないという腹もあったのではないでしょ

うか。そして、受託会社も、当初は、手取り足取り調

理員を育ててくれ、給食調理業務の実績として、他区

や他県の入札に参入できるのであれば、多少安くても

足立の調理業務を請け負うことにメリットがあったのだ

と思います。現に、今でさえ、調理員がやっと慣れた

かなぁ、作業ができるようになったかなぁと思うと、他

区や市の現場にもっていかれ、また、右も左もわから

ない調理員が給食室に配置されるという現状がありま

す。衛生指導をし、作業を教え、覚えたらまた異動。「足

立区の学校給食現場は、委託調理員の養成校か」と

多くの栄養士が泣いているのが現状です。しかし、委

託も20年も経てば、委託会社も独自のノウハウを持ち、

足立でなくても受注先が増える中、安い金額で委託を

請け負うことに何のメリットもなくなったのではないでし

ょうか。そのため、これまで曖昧だった委託内容をしっ

かりとしたものにし、余計な仕事はさせるな、といって

きたのが、今回のガイドラインだと感じます。そのため、

委託会社からのクレームのみが反映され、学校現場か

らの意見はまったく問い合わされることさえなく作成さ

れたのでしょう。

「学校給食調理業務の効率化」を目的に、ガイドライ

ンをだした教育委員会は文書の中で「各学校におかれ

ましては、このガイドラインに沿って、献立と諸作業全

般を見直し、行政のプロとして様々にアイデアをお出し

いただき、－７％という厳しい状況を克服していきたい

と思います」と、結んでいます。行政のプロとして求め

られることは、住民の安全で文化的な生活のために何

が必要かを考え、その事業のために、何をするべきか

を考え、その事業をおこなうために、いかに効率的な

お金の使い方をするか。ではないのでしょうか。事業

の中身の検討もないまま、先に金額が決まり、業者の

一方的な言い分のみで作成されたガイドラインを守るこ

とが、行政のプロのすることでしょうか。「請負委託な

ら請負委託でもっと削れることがあるだろう」と現場栄

養士も委託料を削減するためにはどうしたらよいのか、

いろいろな案をもっているのです。それらを吸い上げる

こともなく、単に、決まったことだから現場はそれに従

えばいいんだ。というやり方のどこに、プロ意識をもて

というのでしょう。民間委託を勝手に導入し、散々、違

法行為をさせた上、そんなことはまったく無視して、再

び、業者の言い分のみを聞く。自分達の職員である現

場栄養士にはまったく意見を聞かず、一方的な内容を

押し付けてくることに怒りを感じます。

【栄養士の良心につけこんで…栄養士は、委託調理員と

一緒に調理作業をしてはいけません！！】

所詮、一栄養士。行政のトップが決め、学校長が受

けた以上それを遂行するのが役目。なら、今後、調理

業務に不安のある調理員が配置され、案の定、給食

時間に間に合わなくなっても、栄養士の一切の手出し

を禁止することを学校長ならび保護者に認識させること

こそ、教育委員会の役目ではないでしょうか。そして、

給食時間に間に合わないような事態になった場合、受

注元として、受託会社に指導をするとともに、学校長で

はなく、委託元である教育委員会が、子どもや保護者

に対し説明・謝罪するべき任をおっていることを自覚す

るべきだと感じます。

足立区や東京都、多くの委託導入自治体がとってい

るような、「指示書の書き方が悪い」「指示の出し方が

悪い」「栄養士の監督不行き届き」と給食が時間通り

に提供されないことを現場栄養士のせいにするのは筋

ちがいです。一度、受けたからには、受託業者が責任

を持って安全でおいしい給食を時間通りにだす。それ

が“契約”であることを、教育委員会も、学校長もき

ちんと認識するべきです。契約どおりに遂行されている

かどうかの中間チェックが栄養士の役目であっても、一

緒に作業することはありえません。では、中間チェック

があまいから、給食時間に間に合わないのか？いいえ、

違います。最初に指示書を受け取った段階で、受託会

社はその指示書の中身で時間内に給食を提供すること

を承諾し、時間内に提供する責任は受託業者にあるは

ずです。中間チェックで、このままでは給食時間に間に

合わないと栄養士が判断した時に、栄養士にできるこ

とは、業務責任者に作業を急ぐよう促すことと、学校長

に対し、給食時間に間に合わないかもしれないことを

報告する。このことのみです。給食が遅れた際の対応
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は学校長が判断し、栄養士はその指示にしたがう。そ

れが、受託会社と委託先であるの学校の間にある栄養

士の役割となるはずです。請負契約である以上、時間

に間に合わすために作業を手伝ったり、作業ないようを

細かく指示することが栄養士の役割ではないのです。

たとえ時間におくれようと、ここは心をぐっと鬼にして、

受託会社の作業を見守る。それが、組織の中に置か

れた者の役割でありプロとしてのひとつの行動だと思い

ます。感情で動いてはいけないのです。それでも、「子

ども達には安全でおいしい給食をだしてあげたい。そ

のためには、内緒で現場に入らざるおえない」と感じ

る栄養士が多いのです。それは、お金では割り切れな

い愛情を子ども達に抱いているからです。学校現場の

栄養士は、子ども達を目の前にし、毎日の成長を見守

っています。これまで自信をもって提供してきた給食が、

自らも安全性に不安を抱く（委託調理員に衛生観念が

低いものが多かったため）給食になり、また、４時間

目終了時、給食を楽しみに待つ子ども達に調理が間に

合わなかったと食事を待たせることができるのでしょう

か。お金では割り切れない、法律では割り切れない思

いが、栄養士を委託現場に立ち入らせるのです。「お

金がなくなったから、委託にする。だから子ども達への

愛情表現も変えてくれ」。教育委員会の導入した給食

の民間委託はそういうものです。これまで、調理員さ

んと一緒に作り上げてきた給食を、栄養士の子ども達

への安全でおいしい給食を食べさせたいという思いを、

そんなに簡単に切り捨てられると思っているのでしょう

か。

そもそも、教育委員会が委託導入時、請負委託と派

遣の違いを管理職、栄養士に説明することなく、委託

が軌道に乗るまでは、栄養士が現場で作業することは

かまわない。衛生的に作業が進められるためには、委

託調理員に直接指示できるなどと誤った指導をおこなっ

た上、教育委員会が、受託業者に対しなにも指導をせ

ず、すべて現場にまかせっきりにした結果、栄養士が

現場に入らざるおえない状況をつくり現場に入ることを

日常化させました。請負委託であっても、現場に入れ

る。なら、現場に入り安全でおいしい給食を作ることが

子ども達にとって一番いいこと。それが本当の愛情で

はないのか。と、栄養士はもちろん、管理職や保護者

にまで思わせてしまったのです。教育委員会は学校長

・栄養士・保護者の「委託」は「委託」と割り切る機

会を奪ったのです。はっきりいって、これは、行政の

事業説明不足であり、「請負契約」の事業内容を「派

遣契約」の内容で説明した詐欺としかいいようがありま

せん。

「請負契約」なら、「請負契約」として、栄養士は現

場に入ってはいけない。このことを管理職をはじめ、

委託先の職員全員が認識し、守らせる。これが委託導

入時、委託元である教育委員会が、必ずやらなくては

いけないことだったはずです。「受託業者がなれるまで」

「時間内に給食が提供できるようになるまで」「学校の

望む調理ができるようになるまで」あるいは、「衛生管

理がきちんとできるようになるまで」という例外はありえ

ないのです。なぜなら、給食開始時より、契約を交わ

した業務内容を遂行する。それが業務委託であり、請

負契約のはずです。

教育委員会は、給食初日から、きちんとした給食を

子ども達に提供できる委託業者と契約を結ぶべきであ

り、万が一それができない場合、委託元である教育委

員会は、業務が遂行できなかったことへの賠償責任を

受託会社にもとめてしかるべきではないでしょうか。そ

して、現場の栄養士ではなく、教育委員会がその後の

指導に当たるべきなのです。教育委員会は現場の栄養

士が安心して調理業務を任せられる業者と契約を結

ぶ。信頼のできる受託業者を学校現場に送る。これこ

そ委託契約の中でもっとも注意を払わなくてはいけな

いことであり、実際に給食を食べる子ども達や保護者・

住民に対しての責任だと思います。

今回の効率化の内容は、明らかに給食内容の低下

をまねき、現場の栄養士の多くが、再び、給食時間に

間に合うのか、安全なものが提供されるのかといった

不安を抱かざるおえないものです。委託元である教育

委員会は、行政のプロとして、職員に違法行為をさせ

なくてすむような業者を選定し、委託契約を結んでもら

いたいものです。

これまで積み上げてきた食育としての給食内容も白

紙に戻され、不安のみが増す今回のガイドラインの登

場が、足立区はもちろん、これから委託を導入しようと

する自治体が、“請負委託”としっかりと向き合う、よ

い機会となることを願うばかりです。
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最近のできごと

04年11月～05年１月の新聞などからの情報

【食材・地場産ほか】

●秋田市のまるごと秋田給食の日

●群馬県箕郷町の地場産味噌

●和歌山県、鯨肉を給食に

●石川県押水町、朝ごはん条例制定へ

●北海道長沼町、スローフード宣言

【給食運営・民間委託など】

●栄養教諭、初年度導入は３自治体のみ

●宮城県古川市、ＰＦＩで中学校着工

●佐賀県伊万里市、給食センターをＰＦＩで実施方針

●高知県土佐山田町で、朝給食のモデル校

●岐阜県可児市、給食センターＰＦＩ事業者決定

●三重県で牛乳供給の問題

●横浜市で民間委託拡大

2005年１月の投稿での情報提供によると、横浜市では、

04年夏より２校で民間委託を試行、05年度から合計24校

で民間委託となる。保護者説明会は平日日中に行わ

れ、充分な説明が行われていない。すでに横浜市で

は、直営調理が500食を正規調理員２名、アルバイト２

名の体制となっており、厳しい環境下におかれている。

●日清医療食品、経常利益増

【衛生管理・食中毒など】

●福岡県犀川町で異物混入

●大阪府堺市、96年の給食再開後にO-157検出を隠蔽

【食教育】

●広島県福富町久芳小学校の食農学習

●宮城県田尻町、冬期湛水水田米の給食

●東京都渋谷区のリサイクル給食

【そのほか】

●不作と野菜の高騰

●東京都港区のエコ給食ネットと食材補助

●新潟中越地震関係

●農水省、米粉普及の全国組織
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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。

学校給食ニュース 69号 2005.2


