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今回は、あらためて「民間委託」をとりあげました。

この１年を振り返ってみても、学校給食調理の民間委託の動きは、

全国的に進んでいます。民間委託を打ち出す自治体、教育委員会は、

直営調理員よりも経費が節減されること、学校給食の質は低下しな

いこと、むしろ良くなるという説明をして、導入をはかります。

学校給食調理の民間委託は何が問題なのか？ どうして直営調理員

でなければならないのか？ このことに明確に答えていかなけれ

ば、民間委託が止まることはないでしょう。

民間委託に反対する保護者や地域の人々は、どのような視点をもっ

て民間委託を捉えたのでしょうか。

民間委託された学校や地域は、その後どうなっていくのでしょうか。

いくつかの事例をもとに考えてみましょう。

民
間
委
託

【調理員、栄養士、教職員、保護者の皆さんからのお便りをお待ちしております】

特集：民間委託された学校給食のゆくえ

2月号

（第９号）

199９年2月１日

「学校給食ニュース」９号 199９．２．１

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

目次

p.1～13 特集「民間委託された学校給食のゆくえ」

p.14～16 最近のできごと

次号は３月中旬発行予定です。詳しくは16ページを。

ニュースの購読については、４ページをご覧ください。



2

１ 民間委託とは何か

●合理化通知
今年２月23日に開催される「学校給食全国集会」は、

そもそも1985年に文部省が出したいわゆる「合理化通

知」通達に対して反対する立場から始まり、以後毎年、

各地の学校給食の状況を語り合う集会になっています。

学校給食調理の民間委託については、1981年７月の

臨時行政調査会第一次答申ではじめて触れられ、２年

後の1983年３月、臨時行政調査会第五次答申、1984年

７月の臨時行政改革推進審議会意見書、９月の総務庁

勧告が出され、それを受けた形で1985年１月21日に文

部省体育局長から各都道府県教育委員会教育長あてに

「学校給食業務の運営の合理化について」が通達さ

れます。これが、「合理化通知」通達です。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

学校給食業務の運営の合理化について

学校給食は、児童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目的とし、

学校教育活動の一環として実施されており、わが国の学

校生活に不可欠のものとして定着しているところでありま

すが、その業務の運営については、臨時行政調査会、臨

時行政改革推進審議会及び総務庁から合理化の必要性

が指摘されているところであります。

ついては、今後、各設置者が下記事項に留意の上、

地域の実情等に応じた適切な方法により運営の合理化を

推進するよう、貴管下の市町村教育委員会等に対し指導

及び周知徹底を願います。

記

1 学校給食業務の運営については、学校給食が学校教

育活動の一環として実施されていることにかんがみ、こ

れを円滑に行うことを基本とすること。

また、合理化の実施については、学校給食の質の低下

を招くことのないよう十分配慮すること。

２ 地域の実情等に応じ、パートタイム職員の活用、共同

調理場方式、民間委託等の方法により、人件費等の経

営経費の適正化を図る必要があること。

３ 設置者が、学校給食業務の合理化を図るため、パート

タイム職員の活用、共同調理場方式、民間委託を行う

場合は、次の点に留意して実施すること。

(1) パートタイム職員の活用

ア パートタイム職員の勤務日数及び１日の勤務時間

は、常勤の職員のそれと明確に異なるものとする

こと。

イ パートタイム職員に対しては、必要に応じて適切な

研修を行うこと。

(2) 共同調理場の採用

ア パートタイム職員の活用を図るとともに、調理員の

稼働の効率を高めること。

イ 近代的な施設設備を導入し、衛生管理及び労働安

全の面に配慮しつつ調理工程の合理化を図るこ

と。

(3) 民間委託の実施

ア 献立の作成は、設置者が直接責任をもって実施す

べきものであるから、委託の対象にしないこと。

イ 物資の購入、調理業務等における衛生、安全の確

保については、設置者の意向を十分反映できるよ

うな管理体制を設けること。

ウ 設置者が必要と認めた場合、委託者に対して資料

の提出を求めたり立入検査をする等、運営改善の

ための措置がとれるよう契約書に明記すること。

エ 受託者の選定は、学校給食の趣旨を十分理解し、

円滑な実施に協力する者であることの確認を得て

行うこと。

４ 昭和35年12月14日付け体育局長通知「学校給食に従

事する職員の定数確保および身分安定について」にお

いて示した学校給食調理員の配置基準は、その後にお

ける共同調理場の普及、施設設備の近代化、パートタ

イム職員の増加等により現時の学校給食の実状に合致

しない点もみられるので、設置者においては、地域や

調理場等の状況に応じて弾力的に運用すること。

５ 昭和46年４月８日付け体育局長通知「学校給食の食事

内容について」のうち４－(1)については、学校給食法

第６条（経費の負担）の趣旨に基づき、学校給食の調

理の原則を示したものであって、学校給食業務の民間

委託を禁ずるものではないこと。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
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その後も、1986年６月に臨時行政改革推進審議会答

申、1987年７月新行革審答申、1989年12月新行革審答

申などで引き続き、「合理化」が指摘されてきました。

さらに、1994年10月に自治省が全国の自治体に対し

行財政改革大綱の作成を指示し、民間委託の推進と職

員の削減を求めました。これにより、自治体は、人件

費削減＝民間委託という構図から学校給食調理の民間

委託を進めています。

●合理化通知の一端は崩れています
1997年９月、文部省の保健体育審議会（保体審）が、

保体審答申を文部大臣に行いました。病原性大腸菌Ｏ

－１５７により、抜本的に学校給食のあり方が再検討され、

「合理化通知」ですすめられた「パート化、センター

化、民間委託化」とは一線を引き、センター化よりも

自校直営が望ましいとの姿勢を打ち出す内容となって

います。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

保体審答申抜粋

（学校給食の今日的意義）

学校給食は、栄養バランスのとれた食事内容、食につ

いての衛生管理などをじかに体験しつつ、学ぶなど、食

に関する指導の「生きた教材」として活用することが可能

である。こうした学校給食の活用により、栄養管理や望ま

しい食生活の形成に関する家庭の教育力の活性化を図る

必要がある。さらに、学校給食は、社会全体として欠乏

しているカルシウムなどの栄養摂取を確保する機会を、

学齢期の児童生徒に対して用意しているという機能を果た

している。

このような学校給食の今日的意義と機能を考えると、

現在、完全給食に実施率が約六割である中学校について

は、未実施市町村において積極的な取組が望まれる。

（食に関する指導体制）

食に関する指導体制については、食に関する指導の充

実を図るためにも、教育活動全体を通して行う健康教育

の一環として、食に関する専門家である学校栄養職員の

積極的な協力を得て、関連教科において発達段階に沿っ

た指導を行うとともに、学校給食の今日的意義を踏まえて、

適切な指導に取り組む必要がある。このため、教科等の

特性に応じて、学校栄養職員とティームを組んだ教育活

動を推進するとともに、学校栄養職員が学級担任等の行

う給食指導に計画的に協力するなど、学校栄養職員の健

康教育への一層の参画を図ることが必要である。

（学校給食の調理体制等）

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

う共同調理場方式の経済性や合理性と比較考量しなが

ら、検討していくことが望ましい。

また、献立内容にしても、児童生徒が食事内容を主体

的に選択して食べることを通して、食事に関する自己管理

能力を育むため、カフェテリア方式等を取り入れることが

期待される。

さらに、統一献立については、児童生徒の事態や学校

の実情に応じた食事の提供を行うとともに、食材の共同

購入について衛生管理を徹底させるため、学校栄養職員

が配置されていないなど特別の事情のある場合を除き、

縮小の方向で検討すべきである。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

●民間委託と職安法
各地で自治体が発表する行財政改革大綱に含まれる

調理の民間委託ですが、直営調理員と異なり、法律的

な問題を抱えています。

民間委託の場合、関係する法律として、職業安定法

と労働者派遣法が関連しますが、とりわけ、職業安定

法44条（労働者供給事業の禁止）が問題になります。
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「何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給

事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給

される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはなら

ない。」

給食調理という食品製造業は、労働者派遣法で認め

られた職種ではありません。

調理の民間委託の場合、認められる形としては「請

負」です。この職安法を前提として、労働省通達によ

って請負であるためには業務指示などの管理を業者自

身が行うことになっています。つまり、栄養士が、直接

民間委託の調理員に業務指示などを行えず、受託した

業者が業務指示を与えることになっているのです。

また、機械、設備、材料等も業者の責任と負担で準

備することが請負の条件になっていますが、これも、

問題点のひとつです。

さらに、業者の企画や専門的技術、経験で業務を処

理することになっているため、献立の問題もあります。

献立については、先の「合理化通知」通達で、委託

の対象ではないと明記しており、労働省通達と文部省

通達の間での矛盾点となっています。

これらの矛盾の中で、現場に立つ栄養士はもっとも

難しい立場に置かれます。

1986年に文部省体育局長が通達した「学校栄養職

員の職務内容について」では、

（栄養管理）

４ 学校給食の調理、配食及び施設設備等に関し、指導、

助言を行うこと。

（衛生管理）

７ 調理従事員の衛生、施設設備の衛生及び食品衛生の

適正を期するため、日常の点検及び指導、助言を行

うこと。

となっていますが、職安法44条から、栄養士は民間

委託の業者に対して「指示書」の形で文書による献立

等の指示をします。そして、途中の「中間検査」およ

び「出来上がり検査」によるチェック以外はできないこ

とになっています。

「学校給食ニュース」は……

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

〒272-0127 千葉県市川市塩浜2-15-3
全国学校給食を考える会気付
電話 047-359-2731 fax 047-398-5891

発行回数：年10回発行（試行期間として98年４月～
99年３月まで月１回発行、ただし８月、12月休刊予定）
購読頒価：年間定期購読3,500円（送料共）、

１回単位での購読400円（送料共）
）
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２ 民間委託の事例

●民間委託導入になぜ反対するのか

～東京都大田区

東京都大田区では、1996年から中学校の学校給食

調理で民間委託がはじまりました。99年度ですべての

中学校の調理が民間委託となり、今後、小学校63校が

対象になることは十分に予想されます。

この大田区で、民間委託問題が起こってから決定す

るまでの過程を、当時運動に関わっていた方々の協力

で、主に区議会への陳情書をたどっていく形で紹介し

ます。

保護者、地域の人々が、なぜ、民間委託に反対し

たのか。汲み取っていただければ幸いです。資料を提

供していただいた荒木規子さんからは、

「これらの陳情書が今後何らかの役に立つとすれば、

それは、行政に対しての要望の方法ということではあり

ません。関わった者たちが望んでいるのは、民間委託

に反対する人たちが、よく分からない人たちに向けて説

明したり、自分自身がなんとなく、とか、教育の一環

だからとか、言葉にならない理由しか浮かばないとき

に読んでいただきたいということです。これらの陳情書

には、とても長い時間がかかっています。でも、自分

の中に確信を持ったとき、自信をもって話すことができ

るようになりました。民間委託されるということがどうい

うことなのか、なぜイヤなのか、それを説明できるよう

になる参考になれば、とてもうれしいです。私たちが

住んでいるところでは実りませんでしたが、全国で何か

の役に立てるなら、こんなにうれしいことはありません」

とのメッセージをいただいています。

1994年11月、大田区報で学校給食調理の民間委託

について説明が行われました。それ以前からも、マス

コミ報道などでこの問題を知っている人はいましたが、

この区報によって様々な動きが表面化します。

1995年２月、最初の陳情書が「大田区の学校給食を

守る会」から出されました。

「この時のみんなの心情としては、経済効率だけで簡

単に決められるのはおかしい。それに、保護者にも何

も説明がなく、区報だけで済ませるのは変だ。とにか

く、４月からというのをやめさせたいという一点だけで

集まり、出しました。だから、ここから学校給食につい

て取り組みをはじめた人がほとんどだったのです」

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

大田区の学校給食を守るための陳情書

大田区議会議長殿

［陳情の趣旨］

私たちは、大田区立の小中学校に学ぶ子どもたちの保

護者です。

現在の大田区の学校給食は、安全性を重視し、手作り

を基本として、だしは鶏がらやかつを節、昆布などで丁

寧にとり、カレールウも手作りです。食器も「強化磁器食

器導入５か年計画」が1991年に提案され、遅れがちなが

らも実施されています。このような大田区の直営の自校

方式は重要な基本であり、私たちが誇れる評価すべきと

ころです。

学校は単に、教科書だけによる学習の場ではなく、こ

れからの社会に生きていくために必要な力を身につけてい

く場であるといえるでしょう。多くの先生たち、養護の先

生、そして給食調理員など一般の授業ではないところで

働く人たちもすべて同じに、子どもたちや保護者に紹介さ

れ、学校の一員として子どもたち、保護者に接しています。

子どもたちが一日の大半を過ごす学校という教育の場

に、４月から民間業者を入れるという今回の計画はあまり

にも早急で、理解するための時間も情報も少なく、私た

ち親の間には大きな混乱が生じています。

すでに調理業務の民間委託を実施した区では、調理員

の交替が目立つと聞きました。民間の調理員の多くがパ

ートであることを考えると、それは避けられないことでしょ

う。それでは経験による調理技術の向上も、子どもたち

への愛情も望むべくもありません。

給食が教育の一環として行われているのは、食文化や

食べ物の学習の場であると共に、作り手である、永年積

み重ねた経験と安定した技術を持った区の調理員さんと
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子どもたちの間に、感謝や思いやりの気持ちを育てる貴

重な機会でもあるからです。

こどもたちの健やかな成長を望むすべての親の願いを

汲み取り、学校給食の調理業務の民間委託について、十

分に時間を取って、慎重に審議してくださることをお願い

致します。

［陳情事項］

一、大田区の学校給食調理業務の民間委託について、十

分時間を取って慎重な審議を望みます。

二、1995年度からの民間委託の実施を見送ってください。

1995年２月 大田区の学校給食を守る会

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

この陳情は採択され、1995年の導入は見送られまし

た。その半年後、次の議会では民間委託の導入が決

まってしまうというところまできたときに、第２回目の陳

情書を出しています。

「各自がなぜイヤなのかをかなり理解できたことから、

反対する理由をハッキリ示さないで決定されるのはイヤ

だったので、このような形で陳情書を出しました」

この時には、５つの陳情書が出されています。そのう

ち４つを紹介します。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

大田区の学校給食を

直営・自校方式のまま守っていくための陳情書

大田区議会議長殿

［陳情事項］

学校給食の調理業務を民間委託業者に委託しないでく

ださい。

［趣旨］

このたびの事務事業適正化計画の中の一つ、学校給

食の調理業務を民間委託業者に委託しようとする提案に

ついて、これまで議会では「経費が節減できる」「作る

人が民間に代わるだけで他に変わりはない」「これまでよ

りも内容の充実した給食が可能だ」「すでに実施している

区では好評だ」というようなことが教育委員会から説明さ

れ、それに沿った話し合いがされていたようです。学校

給食の民間委託については、ただ目に見えるものや、す

ぐ目の前の経済の論理だけで決めてしまうのではなく、

公立学校の教育の一環として行う給食をどのようなものに

していくのか、どのような学校で、子どもたちが育って欲

しいと願っているのかということも十分考慮した上で審議

をお願いいたします。

２月11日付の大田区報は、「減らしたいのは『人』では

なく、『将来への不安』です」と書きました。その将来の

社会を担う子どもたちが育つ教育現場に大きな変化がも

たらされることを、どのようにお考えでしょうか。民間委

託されると、給食調理室だけが分断され、学校関係者で

も入っていけるのは栄養士かそれに代わる人だけになり

ます。さらに入っていけても直接口では指示ができないと

いう法律も適応されるそうです。

学校に通う子どもたちの顔が見えて、献立が作られ、

発注・調理・食事・片付け・一日の反省。そしてそこに

教室での授業との関わりや、家庭とのやりとりなど、先生

・調理員・栄養士・保護者等々、子どもたちをとりまく大

人たちの声が交じり合って啓発し合えてこそ学校給食だと

思います。保護者も含め、学校関係者が入っていけない

場所、手の届かない場所を学校の中に作らないで下さい。

私たちは、現在の大田区の学校給食に満足しているわ

けではありません。行政に望むこと、調理現場に望むこと、

学校にも望み、家庭にも期待することも沢山あります。そ

れは大田区が提案している、民間委託すれば解決できる

というものではありません。

各分野の人たちが､どのような給食を作りたいのか、ど

ういうものを子どもたちに食べてもらいたいのかを誰もが

考え、提案でき、参加できるシステムをくずしてはなりま

せん。学校全体が一つの責任でまとまった組織、すなわ

ちこれまで通りの対等な関係である直営方式だからこそ
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できる大きく広がる可能性を、私たちは保護者として手放

したくないのです。

それは給食調理の問題だけではなく、それぞれが深く

子どもたちに係わっていくことで、学校全体が心豊かに潤

い、大田の子どもたちが楽しくのびのび育っていく力にな

ると信じているからです。

どうぞ、経済の論理で、大切な教育現場を分断しない

で下さい。

これまでの直営方式のまま、さらに大田区の学校給食

が改善され、素晴らしいものになっていくことを願ってや

みません。

大田区の学校給食を守る会

平成７年９月28日

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

大田区の直営・自校式の学校給食の

存続を求める陳情書

［陳情の主旨］

大田区は、区立小中学校の直営・自校式の給食を来

年度以降も続けて行って下さい。

［陳情の理由］

大田区は、現在、区立小中学校の給食の調理を民間

業者に委託することを検討中であるといいます。これが実

施された場合、給食の調理員は、学校職員としての役割

をどれ位になえるのでしょうか。

私達は、学校給食という教育活動において「調理」は

その中心的な部分にあたる、重要な教育活動である、と

考えます。さらに、保護者は憲法や教育基本法で保障さ

れている親の権利として、この教育活動に積極的に関与

できるはずだ、と考えます。

従って、給食の現場に携わる人と親とが、給食に関し

て直接、具体的に話し合える関係が保障されなければな

りません。これは、特定の「委員会」や「懇談会」のよ

うな形式で親や調理員等の関係者の代表に限って行われ

るような話し合いを意味するのではありません。どんな親

でも、子供についてどの教職員といつでも話し合えるはず

なのと同じように、どんな親でも給食についてどの調理員

とも日常的に話し合え、お互いに必要な要求は出し合え

る環境が理想的なのです。私達は、この理想のために今

後も努力を続けていくつもりです。

ところが、調理の民間委託が実施されれば、委託業務

のあり方に関する労働基準法等に阻まれ、保護者と調理

員が、管理者を間にはさまず直接に、自由に話し合う可

能性さえも失われてしまいます。

また、学校給食法の理念である「給食を通じての人間

形成」は、調理員・栄養士・教職員の協力体制なくして

実現できるものではありません。この場合も三者間に日

常的に、かつ直接的に意見の交換ができなければ、協

力体制は作れないのです。

学校という教育現場で子供をとりまく職員が、対等の立

場で教育について語り合え、保護者も子供を育てる責任

を強く自覚しつつ積極的にその対話に参加できる、そん

な民主的な学校教育の理想像に、理念上もそしてシステ

ムの上からも逆行するものであると判断し、私達は、給

食調理の民間委託に反対するのです。

平成７年９月28日

大田区議会議長様

陳情者 学校給食を共に学ぶ大田区の親と調理員の会

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

学校給食の調理を

民間業者に委託しないための陳情

大田区議会議長様

［趣旨］

昨年マスコミを通して知らされた、事務事業適正化計

画の中の一つである、学校給食の調理業務を民間業者に

委託しようという計画案に対し、区立小学校に子どもを通

学させている私たちは、この計画案を慎重に受けとめまし

た。

まず、教育委員会の説明を聞き、学校側にも質問しま

した。なぜ、自分の子どもに関する事柄を事前に察知で

きなかったのでしょうか。反省と同時に深い憤りを感じて

おります。

この間大田区内で学校給食の調理に携わっている方々

の現状を聞いたり、すでに民間業者委託になった学校の

先生や栄養士さん、生徒のアンケートなど、私たちにでき

る限りの情報や資料を集め、真剣に行動し、話し合って

います。

本当に未来を担う大田の子どもたちの学校給食を考え

ての事であるのなら、教育委員会や学校の先生方、栄養

士さんや調理員さん、保護者を含めた中からの総合的な
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提案でなければならないのではないでしょうか。

経済的合理性や結果論的大人特有のエゴイズムで学校

教育を考えてはいないでしょうか。

子どもが大人へと成長する中で、心もからだも大きく変

化し、成長するのが小学校六年間と中学校三年間のあい

だです。

小さな子どもが家庭という環境から少し離れ、知識や

判断力、協調性や社会性を養う大切な期間がこの九年間

です。

その中で、先生や友だちと食べる給食は、単に空腹を

満たすだけの物ではなく、精神面や肉体的栄養面からみ

ても重要な事です。そんな大切な学校給食の場に、いく

ら合理的で良い事だと説明されても私たちは、どうしても

納得できないのです。

どうぞ慎重な審議をお願いします。

小さな事かもしれませんが、私たち久原小学校では、

毎年三月の卒業式の前に六年生の保護者が主催して「卒

業を祝い感謝する会」をおこなっています。五年生の時

から少しずつ積み立てをして、当日はお世話になった先

生方や地域の方々、栄養士さんや調理員さんなどをお招

きし、二～三時間の短い時間ですが、六年間の思い出と

感謝をこめて、また、新しい世界への旅立をみんなで祝

うのです。

調和のとれた学校教育こそ、真の人間を育てる大切な

要素です。どうぞ、今までの直営・自校方式のまま、ま

すます大田の子どもたちが、心豊かに学校教育が受けら

れる事を願っております。

［陳情事項］

学校給食の調理業務を民間委託にどうぞしないでくだ

さい。

平成７年９月28日

久原小学校の給食を守る有志の会

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

大田区の学校給食調理業務を民間業者に

委託するのをやめていただくための陳情書

大田区議会議長 殿

［陳情事項］

大田区の学校給食調理業務の民間業者委託をやめてく

ださい。

［陳情事項］

いま、民間業者に委託されようとしているのが、義務

教育の現場の一部分だという事実を、もっと深刻に考えて

いただきたいのです。マスコミその他でご存じのように、

学校では、いじめ・不登校等の問題がおこり、解決の糸

口さえも見つけられない情況で、改めて教育現場の見直

しが大きな世論となっています。

それと平行するように、地球規模の環境問題に直面し

ている現在、東京都の平成７年１月１日施行の消費生活条

例では、消費者教育を受ける権利が加えられました。こ

れは一般消費者はもちろん、学校教育の中での消費者教

育も含まれていると考えて良い訳です。平成５年度に出さ

れた大田区の環境公害対策会議の答申書の中でも、学

校教育における環境学習の必要性があげられています。

こういった将来を見据えた学校教育を実現していくこと

が望まれているこの時期に、短期的な経済効率のみを理

由にした業者委託がいかに時代に逆行したものであるか

を考えていただきたいのです。業者委託は言わば教育現

場の分業化です。学校教育は教師と生徒だけで成り立つ

ものではありません。また、いく種類かの課目を覚え込

むだけのものでもないと思います。教師や生徒・保護者

・各種の専門の業務に従事する人々がお互いに関係を結

びあいながら、子供達が将来社会の一員として十分に責

任を果たし、権利を主張できる大人へと成長するのを見

守り育てていく場としてあるべきだと思うのです。

給食は食べられればいいのだと決めつけ、満足な身分

保障もされないパート労働者に頼った業者に任せて安く上

げる、といったことが実行されてしまえば、消費者教育・

環境教育を云々したり、いじめをなくし思いやりを育てよ

うなどと言っても、教育現場の中に大きな矛盾を抱え込ん

でしまうことになります。

現在の給食について具体的に改善してほしいことや、

現在進行中の改善事項などはたくさんありますが、行政

が直接管理運営する形のままで、保護者や教師と話し合

いながら、より良い形の給食に変えていくのが最善の方

法だと思います。教育を分業化しないでください。

大田区立新宿小学校保護者

東京都大田区 Ａ

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

これらの陳情書は、すべて否決され、96年度からの民
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間委託が決まりました。最後は、民間委託が決まって

から出した陳情書です。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

大田区の学校給食の民間委託に関する陳情書

大田区区議会議長 様

［陳情事項］

教育委員会からの内容の報告・説明だけでなく、保護

者も率直に意見が言える説明会を、民間委託該当校だけ

に限定しないで実施して下さい。

［理由］

(1) いつも区報による一方的な報告だけで「皆さんの理

解と協力をお願いします」と言われても、保護者にしてみ

れば不安もあります。質問したいこともあります。義務教

育を受ける側の子どもたちの親は、子どもが受ける学校

教育について知りたいと思っています。子どもに関する様

々な問題が山積している今、学校と家庭と地域で協力し

ていこうと言われていますが、それはただ、学校からの

指示を実行する機関として家庭、地域があるのではあり

ません。現状やこれからのことを、話し合い、提案しあっ

てこそ可能なのだと思います。

教育委員会からの一方通行で終わるのではなく、保護者

の声も行政に届く対話を期待します。

(2) ４月から委託を予定されている中学校（大森東、貝塚、

大森第四、田園調布、大森第七、糀谷）にはいくつかの

小学校の子どもたちが行きます。委託に変わるときだけ

の説明であるなら、将来関わる人には説明を受ける機会

がないことになります。

(3) 給食を食べるということは、学校で作られたものを、

毎日体の中に入れるということです。そういう大切なこと

を、たとえ調理業務だけといえども、経済効率を優先さ

せる民間企業に委ねる不安は消せません。

1996年２月

大田区立中学校保護者有志、大田区立小学校保護者有

志、大田区の学校給食を守る会

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

●民間委託がはじまった

～東京都保谷市

東京都保谷市には小学校が11校あり、すべて自校方

式です。保谷市では、98年２月から保谷小学校で台東

区の業者による調理民間委託がはじまりました。98年

度は、２学期から２校が導入されています。

98年２月という半端な時期に調理の民間委託がはじ

まった背景については、学校給食ニュース０号でもまと

めましたが、おさらいしておきます。当初97年度から委

託開始予定でしたが、反対運動により、市議会で10本

の請願、陳情が上げられ、署名が約３万にのぼりまし

た。そのため、97年３月議会で計上されていた予算は

否決され、５月の臨時議会で業務委託費1000円という

形で修正予算が可決。そして、12月の議会で補正予

算として民間委託費が追加され、96年から継続になっ

ていた請願、陳情が否決されてしまいました。そのた

め、98年２月から民間委託導入となったわけです。

最初に民間委託された保谷小学校では、事前に保

護者に対しての説明会が５回開かれました。委託後は、

定期的に給食運営協議会が、委託業者、学校長ら、

給食主任、栄養士、ＰＴＡ役員、代表委員などによっ

て行われ、そのつど、協議会だよりが保護者に配られ

る形をとっています。

98年２学期からは、碧山小と東伏見小の２校が民間

委託されました。この委託校が正式に決まったのは６月

で、７月にかけて保護者、教職員向けの説明会が開か

れました。

碧山小は正規調理員定数４に対し、１人欠員で１名を

非常勤、東伏見小も５名の定数に対し、正規４名、１名

が非常勤という状態でした。また、直営の８校にもそれ

ぞれ欠員がある状態で、年度途中での異動により、直

営校の定数が埋まることになったのです。

保谷市では、正規職員の退職を待って来年度１校を

民間委託とする方針です。しかし、その後のことは決

まっていません。

保谷市では、98年２月の保谷小と９月の東伏見小が

同じ業者、碧山小は違う業者が受託しています。その

後の評価として、保谷小は、調理内容、調理員が子ど

もたちとノートで交流するなどの取り組みもあり、おお

むね好評なようです。一方、同じ業者でも、東伏見小

では、委託当初に異物混入などの問題で、給食協議

会や、保護者、児童の間から不安の声が上がり、早々
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にチーフが交替しています。

今回、２校の民間委託化で異動対象となった調理員

さんのひとり、Ｍさんにお話を伺いました。

「民間委託業者との引継は、３回ほどしました。また、

職場（調理場）を引き継ぐわけですから、この夏休み

期間中は例年以上に徹底して清掃し、食器棚も、誰が

見てもすぐに分かるように再整理しておきました。どの

ような状態でも、子どもたちに最善の給食を出せる状

態にするのが調理員としての使命だと思いますので、

できる限り細かいところまで引継をしたつもりです。

給食室を明け渡すことは調理員としてとても悲しいこ

とです。しかし、民間の調理員に職場をとってかわられ

た今回のことは、私たち直営調理員の旧態依然とした

仕事ぶりに対して下されたひとつの審判ですし、これ

は自分たちへ投げかけられた批判なのだと私たち調理

員自身が気づかなければいけないと思いました。保谷

市で学校給食に注目が集まっている今こそ、私たちも

がんばり時です。子どもたちの食教育にとって、直営

の調理員だからこそできる工夫や配慮があるんだと本

当に言えるよう、日々の給食づくりに取り組んでいきま

す」

●弁当併用仕出し弁当給食

～東京都立川市

立川市では、中学校給食を導入するにあたり、給食

調理設備をつくらず、献立を除いてはまったくの民間委

託となる弁当併用仕出し弁当方式を採用し、97年10月

に２校で２年間の試行を開始し１年が過ぎました。

方法としては、生徒があらかじめプリペイドカード（ラ

ンチカード）を購入し、学校に設置された発券機で最

低５日前に食べる日を申込み、その数に合わせて業者

が調理して学校に届けるしくみになっています。献立表

は、前月に渡され、献立名の他に材料名と予約最終日

が記されています。主食はごはん中心で、焼きそばや

スパゲッティ、ドライカレーや混ぜご飯が組まれる場合

もあります。ごはんは、あたたかい状態とされ、副食

（おかず）は、食中毒対策として調理後温度を下げて

あります。また、野菜類は、果物・デザートを除き加

熱調理のみです。汁ものなどはつきません。牛乳は、

ミルク給食として全員に行われています。

立川市の保護者たちでつくる学校給食を考える会で

は、試行前からこの方式の問題を指摘し、試行後は、

２～３カ月ごとに学校給食課中学校給食係から喫食率の

データを入手し、グラフを作成し続けています。その

グラフによると、当初教育委員会が想定していた喫食

率である70％～80％を超えることはなく、平均で50％を

超えないまま低い水準で推移しています。

立川市教育委員会は、試行３カ月後の２中学校でア

ンケート調査を行いました。その中で、自由記入欄に

は、主に外注給食を食べている子どもたちの生の声が

書きつづられています。

「ゼリーがおいしい」「混ぜご飯がおいしい」「この

まま続けて」というような声が若干ある他は、全般に否

定的な意見が多く寄せられています。

もっとも際だったのが、「味が薄い、おいしくない、

まずい」などの味に関する意見で学校、学年を問わず

共通して圧倒的な数の不満が上げられていました。

その上で、「火が通っていない」という指摘も複数あ

り、「正体不明なおかずが多い」「わけがわからない料

理がある」や、「ご飯は温かいのに、おかずが冷たい」

「さめるとおいしくないメニューはやめたほうがいい」

「おかずを温めて欲しい」といったお弁当方式で通常

の給食と同様の献立にすることの無理やおかずが冷や

されていることに対する不満が目立ちます。

さらに、「髪の毛が入っていた」「給食のなかみがで

ていた」「たまに石けんのような消毒の味がする」「箱

がたまにきたない」という指摘もあります。

また、「予約システムはカードに予約した日が書かれ

るけど、それを食べる日の日にちを入れて欲しい」「前

日に頼んだ人を言って欲しい」「予備を用意しておいて

欲しい」という、運用面の問題も上がっています。

「学校でごはんを作るといいと思う」「業者弁当でなく、

給食室で作ったものが食べたい」「小学校の給食を見

習って欲しい」という願いが小学校給食を経験してきた

子どもたちから上がっていることも見逃せません。（表

は次ページに掲載しています）
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●民間委託と給食の改善のはざまで

～北海道札幌市

札幌市では、99年度から学校給食の設備や内容改

善とともに、調理の民間委託もはじまる予定です。札

幌市教委などと交渉を続けてきた札幌市役所労働組合

の川野光江さんにお話を聞きました。

札幌市では、1997年９月に学校給食運営委員会から

「札幌市における学校給食の今後のあり方について」

提言が出され、学校給食を通して子どもたちが栄養や

健康を意識した、自己管理能力を育てるための施設等

の改善が提案されました。この内容は、札幌市役所労

働組合の調理員として支部要求してきたものを基本的

に含んでいました。

その結果、99年度から先割れスプーンを全廃し、ま

た竹の丸箸を使用していたところに、木製の角箸、ス

プーン、フォークの導入が決まりました。また、99年度

から2006年度にかけて、現在のステンレス製食器２種か

ら、強化磁器製食器５種へと切りかえることも合わせて

決まりました。さらに、給食時間を少しでも確保する意

味から、教室への配膳と下膳は調理員が行うことにな

り、ランチルームの整備もされます。

これに合わせて、調理員定数や調理体制についての

見直しが行われ、99年度から2003年度にかけて直営調

理員の退職者不補充によって調理の民間委託がはじま

り、直営の学校でも非常勤調理員の解消、配置基準の

見直しなどが行われることになっています。

具体的には、99年度に５校（４調理場、１校は親子方

式）の調理が民間委託され、５校（４調理場、１校は

親子方式）が新基準での直営による改善校となります。

この10校が、他校に先行して強化磁器製食器の切りか

えなどが行われます。また、直営の１校は、下処理と

調理、洗浄を完全分離したドライ方式もスタートします。

川野さんは、「学校給食の質を上げていくことが何よ

りも大切なことです。直営調理員としても、調理技術の

向上はもとより、調理員としての質の向上をはかる意

識改革も重要な課題であることから、研修制度の充実、
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衛生管理体制の確保などを基本としながら、調理員の

中に職長制度を導入し、調理員としての責任をきちん

と果たせるようにしたいと考えています。ドライ方式の

導入など調理員の意識改革が必要な部分もたくさんあ

ります。調理の民間委託が併存する中で、直営の意味

を自ら考えて働くようにします」と話しています。

●食材の検収は大丈夫か？

～東京都北区

東京都北区では、1998年４月から小学校１校、２中学

校で調理委託が開始されました。教育委員会は、98年

11月の文教委員会において５カ年計画で全校を調理の

民間委託とする方針を打ち出しています。しかし、この

方針に対しては異論が多く出されています。

また、民間委託された学校で、調理の開始が７時30

分頃から行なわれたのに対し、栄養士の勤務が８時台

ということから、食材の検収体制が整っていないという

指摘や、そのためか、味のないゼリーが給食として出

されたという指摘もあります。

●見えなくなる委託校の実態

実際に民間委託がはじまると、その学校での給食に

ついては次第に見えにくくなります。当然ながら正規職

員としての調理員はいません。栄養士、教員、それに

子どもたちを除いて、学校給食がどうなっているのかは

伝わりません。立川市の保護者達が仕出し弁当方式で

喫食率を確認したり、教委のアンケート内容を書き写す

ような地道な取り組みを続けていますが、このような取

り組みの必要性を感じました。
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３ 民間委託は誰のため？

学校給食の民間委託は、誰のため、何のために行

われているのでしょうか。

合理化、行政改革によって押し進められる民間委託

は、その実、公務員の削減、人件費の抑制を第一に

掲げています。しかし、人件費を抑制した分の委託費

との差額は、様々な試算はありますが、行政の中に占

める支出としては決して大きな額ではありません。

また、中長期的には委託費の方が高くなるのではな

いかという指摘もあり、現在、いくつかの地域で積極的

に試算の取り組みがはじまっています。

ところで、学校給食調理の民間委託問題を考えると

きに、もっとも大切な視点は、他の問題と同様、子ど

もたちに配慮されているか、子どもたちの食教育に役

立っているかという点です。

逆説的に言えば、もし、仮に、民間委託することが

子どもたちへの配慮となる、または、子どもたちの食教

育にとって工夫の余地が大きいのなら、民間委託でも

かまわないわけです。

この点で、調理の直営方式と民間委託とを比較した

とき、民間委託では、直営方式より工夫の余地が狭く

なることは間違いありません。

民間委託と直営方式を単純に比較すれば、

・職業安定法44条により栄養士、教員との間でのコミ

ュニケーションや工夫がやりにくくなります。

・安い賃金などにより、パート労働者をはじめ、定着

率が低くなり、安定した給食づくりには不安が残りま

す。

・調理員の学校行事への参加などが難しくなり、学校

で子どもたちに接する人の間に、明らかな格差が生

まれます。

・調理と学校給食に対する責任体制があいまいになる

恐れがあります。

この他にも違いはいくらでもあります。

この民間委託と直営方式の差が明らかになるほどに、

学校給食における子どもたちへの配慮と工夫が、果た

して現実の環境の中で行われているのでしょうか。

もちろん、厳しい条件下、日々、子どもたちのため

に骨身を尽くして取り組む調理員さんによって学校給食

が守られていることは言うまでもありません。

しかし、配置人員や身分保障など地域的な条件がど

のようなものであっても、地域、保護者、調理員、栄

養士、教員との間の連携がとれ、子どもたちへの給食

の質をよくする、食教育につなげるという面での話し合

いがもたれ、公開され、交流できていなければ、民

間委託と直営の差ははっきりとしてこないことも確かで

す。

これは、調理員だけの問題ではありません。調理員、

栄養士、教員、保護者、地域がどのような学校給食を

行ない、どのような食教育を考えているのかという問題

です。

調理の直営を守ることが、実は、学校給食の質や工

夫や食教育としての幅の広がりを守ることであることを

明らかにするためには、学校給食で行われている取り

組みを見つめ直し、改善すべき点は改善し、公開して

いく、日々の取り組みが一番の近道のようです。

ある調理員さんの言葉です。

「予算がない、栄養士とのコミュニケーションがうまく

いかない、学校が給食に理解をしない、人が足りない

…文句を言うのは誰にでもできます。しかし、今の体

制の中ででも、調理員としてできる工夫は山のようにあ

ります。保護者も、地域も、もっと学校給食や調理員

に注文していいんです。『調理員は大変ですね』と言

っていただく前に、調理員は職業として誇りを持ってい

るはずなんです。だから、こんな学校給食がいい、こ

んな工夫がなぜできないのかを言っていただき、そこ

からどんな学校給食にしていくのかを考えていかなけれ

ばならないと思います」
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学校給食にまつわる最近のできごと
（９８年1１月～９９年１月）

【民間委託】

●広島県廿日市市、民間委託へ

●大阪府堺市、民間委託へ

【環境ホルモン、食器問題】

●福島県双葉町、強化磁器へ

●高知県鳴門市、強化磁器へ

●福島県喜多方市、地場産の漆器へ

●愛媛県新居浜市、ステンレス食器へ

●広島市、ステンレス食器へ

●秋田県稲川町、川連漆器へ

●愛知県春日井市、強化磁器へ

●塩ビ手袋に問題あり

●東京都、ＰＣ食器からの溶出を確認

●宮城県、ＰＣ製食品容器に問題なし

●石川県、ＰＣ製食器の溶出調査報告

【地場型給食】

●埼玉県、地場産米に全量切りかえ

●山梨県上野原町で、地場野菜供給

●栃木県で干瓢の無償提供

【その他】

●日量100kgを堆肥化

●堆肥化から野菜生産まで

●大阪市、異物混入事故データを公表

●仙台市、給食費値上げ

●おかずが２品可能に…堺市

●長野市、学校給食から汁物をはずす
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お 知 ら せ

【来月号は３月中旬発行です】
来月号（３月号）は、３月中旬に発行します。いつもよりも遅くなりますので、ご了承ください。内容は、学校

給食全国集会の報告が中心になります。

【学校給食ニュースの今後について】
全国の情報や事例をお互いに集めあうことで、学校給食の情報ネットワークをつくるという目的で試行された、

「学校給食ニュース」も次号でちょうど１年を迎えます。皆様、この１年間の内容はいかがだったでしょうか。

多くの情報をお寄せ下さった皆様、ありがとうございます。掘り下げが足りない、事例が少ないなどのご指摘

もあろうかと思います。役に立ったという嬉しい声もいただきました。

しかし、当初の目的であった、学校給食の情報ネットワークをつくるという点からは、反省すべき点が多々あ

ります。また、力不足を感じております。

全国各地で、地域が、調理員が、栄養士が、教員が、保護者が取り組んでいる様々な日々の取り組みを出

し合い、交流しあう働きかけは、それぞれの皆さんがやっておられることだと思います。その事例の蓄積を続

けることが、学校給食全体の向上と、学校給食に関わる運動を続ける人々の力になることは間違いないと思い

ます。

「学校給食ニュース」では、４月以降、情報の発信方法を一新しようと計画しております。

詳細は、来月改めてご案内いたしますが、現状の印刷物としての「ニュース」を見直すとともに、インター

ネットのホームページを活用した情報の発信と印刷物の２本立にする予定です。

インターネットは、現状、すべての方が自由自在に使える状態にはなっていませんが、すでにほとんどの学

校には導入され、家庭でもある程度の普及が進んでいます。

インターネットのホームページは、自由にいつでも自分が必要としている情報を得られるという点と、速報性

という点で、印刷物としてのニュースにまさります。

この点から、両方の特徴を活かした情報発信を行うべく、企画中です。

どうぞ、今後の「学校給食ニュース」にご期待ください。

学校給食ニュース ９号 1999/２/1


