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遺伝子組み換え食品については、98年11月号の

「学校給食ニュース」で特集を組みました。その後、

ＪＡＳ法による遺伝子組み換え食品の表示制度が決

定し、また、学校給食の現場では遺伝子組み換え

食品を使用しないように決めた自治体が多数出てき

ました。

まだ日本では遺伝子組み換え農産物の商業生産

は行われていないようです。ところが、研究、開発

の分野では、とくにイネの遺伝子組み換えについて

急速に研究が進んでいます。すでに試験用の田ん

ぼで遺伝子組み換えされたイネが栽培されていま

す。厚生省の食品としての安全性審査に申請され

た遺伝子組み換えイネはありませんが、今後の動向

が心配です。さらに、海外からは、食品として承認

されていない遺伝子組み換えとうもろこしが食品に

混入していたという事件も発生しています。

遺伝子組み換えの最近の情報をまとめました。

１ 遺伝子組み換え表示制度

農水省や厚生省は遺伝子組み換え食品がふつうの

食品と内容成分は変わらない（実質的同等）として、

1996年に遺伝子組み換え食品が日本に輸入されるよう

になっても表示の必要性を認めませんでした。これに

対して、遺伝子組み換え食品の表示を求める市民の運

動が全国に広がり、自治体の議会で表示を求める請願

が数多く可決され、署名も全国から寄せられました。

その結果、まず農水省が安全性に問題はないが消費

者が選択するために表示を行うとしてＪＡＳ法を改正して

表示制度をはじめました。そして、厚生省は遺伝子組

み換え食品の表示を食品衛生法で行う方向で動いてい

ます。

農水省の改正ＪＡＳ法による表示制度

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する

法律（ＪＡＳ法）が1999年７月22日に改正され、遺伝子

組み換え食品について表示することが決まりました。20

00年３月31日に「遺伝子組み換えに関する表示の基準」

が告示され、表示制度がスタートしました。この表示

制度は2001年４月１日以降に製造、加工、輸入、販売

されるものから適用されることになっていますが、すで

に移行期間として多くの食品が対応しています。

●表示されるもの

「従来のものと組成、栄養素、用途等は同等である遺

伝子組換え農産物が存在する作目（大豆、トウモロコ

シ、ジャガイモ、ナタネ、綿実)に係る農産物及びこれ

を原材料とする加工食品であって、加工工程後も組み

換えられたＤＮＡ又はこれによって生じたタンパク質が

存在するもの 」については遺伝子組み換え品や不分

別品を使用した場合、表示が義務づけられます。

加工食品として対象となるのは以下の食品およびそ

れを主原料とした加工食品です。

豆腐・油揚げ類、凍豆腐、おから、ゆば、納豆、豆乳

類、みそ、大豆煮豆、大豆缶詰・瓶詰、きな粉、大豆

いり豆、大豆（調理用）、大豆粉、大豆たん白、枝豆、

大豆もやし、コーンスナック菓子、コーンスターチ、ポッ

プコーン、冷凍・缶詰・瓶詰とうもろこし、コーンフラワ

ー、コーングリッツ、とうもろこし（調理用）

表示方法としては、

大豆（遺伝子組み換え不分別）

大豆（遺伝子組換えのものを分別）

大豆（遺伝子組換え）

などとなります。
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●表示されないもの

「従来のものと組成、栄養素、用途等が同等である遺

伝子組換え農産物が存在する作目（大豆、トウモロコ

シ、ジャガイモ、ナタネ、綿実）に係る農産物を原材

料とする加工食品であって、組み換えられたＤＮＡ及び

これによって生じたタンパク質が加工工程で除去・分

解等されることにより、食品中に存在していないもの」

つまり、遺伝子組み換えでできたタンパク質が分解

しているから表示する必要はないとされるものは以下の

通りです。これらの場合、遺伝子組み換え品や不分別

品を使用していても表示されません。また、これらを主

な原材料とする食品についても同様です。

醤油、大豆油、コーンフレーク、水飴、異性化液糖、デ

キストリン、コーン油、ナタネ油、綿実油、マッシュポテト、

ジャガイモでんぷん、ポテトフレーク、冷凍・缶詰・レト

ルトのジャガイモ製品

●組み換えではないものの表示方法
遺伝子組み換え農産物を原料とした食品で遺伝子組

み換え農産物ではない原料を使用した場合、以下の表

示ができます。表示をしなくてもかまいません。なお、

遺伝子組み換え品であることを表示しなくてもよいもの

であっても、遺伝子組み換えでないことを表示すること

はできます。

表示例

大豆（遺伝子組換えでないものを分別）

大豆（遺伝子組換えでない）

●表示制度の問題点
次のような問題点があります。

（表示しなくてもいいものがある）
まず、遺伝子組み換え農産物の原料を使っていても

表示しなくていい品目がたくさんあります。遺伝子組み

換え技術によりできたタンパク質が分解されているから

区別がつかないという理由で表示されませんが、消費

者が遺伝子組み換え食品を選ぶ、選ばないの選択に

は必ずしもタンパク質が分解されているかどうか、つま

り安全性への不安だけではないと思います。社会的に、

自然環境への影響を考えて、遺伝子組み換え食品を認

めない消費者にとっては、表示が必要なはずです。現

状では、任意表示で遺伝子組み換えではないことが表

示できますので、組み換え品ではないものを選ぶしか

ありません。

（分別の限界）
遺伝子組み換え農産物と組み換えでない農産物が分

別されていても、途中で混入したり、とうもろこしのよう

に遺伝子組み換えとうもろこしの花粉によって組み換え

でないとうもろこしに遺伝子汚染が起こることがありま

す。そのため、大豆では混入率５％と規定され、とうも

ろこしでは混入率が指定されていません。つまり、遺

伝子組み換えでないものを分別してあるという表示で

も、100％ではない可能性があります。

（主な原材料）

表示義務がある加工食品でも、主な原材料として重

量の５％以上で、原材料の上位３品目になるものだけ

が義務表示になります。つまり、重量が５％以上あって

も原材料の上位３品目に入らなければ、義務表示外に

なってしまいます。

このＪＡＳ法による表示制度は、遺伝子組み換え品が

増えるなどの変化に対応するため１年ごとに見直すとさ

れています。より厳しい表示制度を求めていくことが必

要です。

厚生省の食品衛生法によるもの

厚生省は、これまでガイドラインとして法的な拘束力

がなかった遺伝子組み換え食品の食品としての安全審

査について、2000年５月１日付で関係省令、告示を改正

することで義務化しました。2001年４月１日より施行され

ます。これにともなって、2000年７月13日に出された食

品衛生調査会表示特別部会は、食品衛生法による遺

伝子組み換え食品の表示が必要であるとの報告をまと

めました。農水省のＪＡＳ法とほぼ同じ内容になります

が、こちらは、安全審査を受けていない遺伝子組み換

え食品が食品に入らないようにするという目的が加えら

れています。今後、この報告に従って法案がつくられ、

改正される見通しです。この表示制度も、ＪＡＳ法の表

示制度と同様の問題点があります。
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２ 遺伝子組み換えイネの研究開発

（はじめに）
水田での稲作は雨が多く傾斜地が多い日本でもっと

も作りやすく、また自然環境を守る土地の利用方法で

す。また、コメは、主食として食文化のみならず、日

本の伝統文化の中心にもなっています。コメは、近年

輸入自由化によって自給率が少し下がりましたが、減

反政策で強制的にコメ作りをやめさせなければならな

いほど、自給しやすい作物でもあります。

そのためか、日本の政府・企業には、コメの分野だ

けは日本が世界をリードしたいという意欲があり、日本

国内で海外の農薬メーカー、バイオメーカーなどに協

力して、遺伝子組み換えイネの研究開発をすすめてい

ます。すでに、いくつかの品種が農水省によって作付

を認められています。まだ、厚生省の食品としての安

全審査を受けたコメはありませんが、今後、安全審査

に申請が出される日は近いと考えられます。

イネの遺伝子組み換えは、日本にとって大きな意味

を持ちます。

ひとつには、日本で遺伝子組み換え作物が栽培され

る可能性があります。これまでのところ、遺伝子組み換

え作物は日本で商業栽培されていないと考えられます。

それが、イネの場合には省力化などの理由で栽培され

るかも知れません。国内の自然環境への影響が考え

れます。そして、コメを主食にする日本人は、遺伝子

組み換えの長期的な人体実験を行うことになります。

ふたつめは、海外で日本向けの遺伝子組み換えイネ

が栽培され、それが安い価格で日本に輸出され、そ

の結果、日本の農業が壊滅する可能性です。すでに、

日本の農業は輸入農産物やコメの価格下落によってと

ても厳しくなっています。このままいけば日本の農業が

だめになり、農地が荒れ果ててしまい、水害の多発な

ど自然環境への影響も考えられます。また、不安のあ

る輸入食品を食べさせられてしまうようになります。

さらに、コメはまだまだ国際的な農産物ではなく、貿

易量も少ない農産物です。そのため、自給的作物と言

われています。遺伝子組み換えイネによって大規模作

付が行われるようになると、コメも貿易品になり、東南

アジアなどの食料を日本などの経済大国がうばってしま

うことにもつながりかねません。

（どこまで開発がすすんでいるのか ）

遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーンが2000年

８月現在でまとめたリストによると、すでに多くのイネが

開発されています。

（同キャンペーン資料より）

●日本での作付が認められ、食品として申請予定のイネ
三菱化学（植物工学研究所） 耐病性イネ（キヌヒカリ、農水省と共同開発）
モンサント 除草剤ラウンドアップ耐性イネ（カリフォルニア米）
アベンティス 除草剤バスタ耐性イネ（カリフォルニア米、ルイジアナ米）
オリノバ（日本たばこ産業ＪＴ）酒造用イネ（コシヒカリ、低グルテリン）

●もうすぐ日本での作付が認められ、食品として申請されそうなイネ
モンサント 除草剤ラウンドアップ耐性イネ（祭り晴、愛知県農業試験場と共同開発）
全農 ヒトラクトフェリン遺伝子導入・鉄分増量イネ

●日本で作付が認められたが、食品としては申請されそうにないイネ
農水省 耐病性イネ（日本晴）
三井化学 低アレルゲンイネ
オリノバ 酒造用イネ（アキヒカリ、月の光、低グルテリン）

●現在開発中の主なイネ
三井化学 低アミロースイネ（味覚改良）、とうもろこし遺伝子導入・光合成活性イネ
三菱化学（植物工学研） 殺虫性イネ（ＢＴライス）、グルタミン酵素遺伝子導入・光合成活性イネ
北興化学工業 リジン高蓄積イネ（栄養改良）、トリプトファン高蓄積イネ（栄養改良、農水省と共同開発）
日産化学工業 稲熱病耐性イネ（東大と共同開発）
岩手生物工学センター 除草剤ビアラフォス耐性イネ、いもち病耐性イネ
東京大学 鉄分欠乏土壌対策イネ
農水省生物資源研究所 ジベレリン導入耐倒伏性イネ
京都大学 大豆遺伝子導入イネ（脳死賞と共同開発）
農水省 スーパーライス（とうもろこし遺伝子導入光合成活性）
アストラゼネカ ゴールデンライス（ビタミンＡ・鉄分増量）
モンサント 収量増加イネ
アグラシータス 除草剤耐性イネ
ルイジアナ大学 とうもろこしでんぷん合成酵素遺伝子導入イネ
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●参考資料と市民の動き

（参考資料）

「いらない！ 遺伝子組み換えイネ」パンフレット

遺伝子組み換え食品いらない！ キャンペーン発行

１冊350円送料120円大部数の場合割引あり

問い合わせ 03-3711-7766

（日本消費者連盟内、同キャンペーン事務局）

「FOR BIGINNERS SCIENCE

遺伝子組み換えイネ編」

（天笠啓祐著 現代書館発行 1500円）

（市民の動き）

遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーンは、遺伝

子組み換えイネについてのさまざまな運動展開を他団

体らと協力して行っています。

遺伝子組み換えイネ阻止全国集会

日時：2000年11月21日（火） 午後１時～

場所：東京八丁堀の労働スクエア東京ホール

基調講演に農民作家の山下惣一氏、内外の団体か

ら取り組みの報告などが行われます。

主催：同キャンペーン

また、同キャンペーンでは10月末を第一次集約とし

て「遺伝子組み換えイネの開発・作付・輸入・販売反

対署名」活動を行っています。

３ 海外の未承認とうもろこし混入事件

各種報道によると、アメリカのメキシカンファストフー

ド「タコベル」ブランドのタコス用シェルに、アメリカ政

府が家畜飼料用のみ承認している遺伝子組み換え殺虫

性トウモロコシが原料として混入していました。これは、

アメリカの環境保護団体が民間の研究所に調査を依頼

し、その結果分かったもので、米環境保護局（ＥＰＡ）

と食品医薬品局（ＦＤＡ）も調査にのりだしました。

その結果、フィリップ・モリス社の傘下にあるクラフト

・フーズがタコベルブランドで小売店販売しているもの

に混入していることを、同社も独自に調査して確認しま

した。そして、全面回収を行っています。同商品はペ

プシコ社の子会社、サブリタス・メキシカリ社が製造し

たもので、原料はトウモロコシ粉大手のアズテカ・ミル

社が製造していたことがわかっています。

また、ファストフードチェーン「タコベル」は、小売

り用のクラフト・フーズ社商品とタコベル社の商品は製

造方法が異なるとして回収はしないことにしています。

ただ、今後仕入先を変えることも表明しました。

この殺虫性トウモロコシは、人間が消化分解しにくい

タンパク質があり、アメリカでは人間への安全性が確

保できていないとして人間の食用に認められていませ

ん。1988年にアメリカで飼料用に承認されて、「スター

リンク」の商標でアベンティスＳＡが開発、販売してい

ます。

クラフト・フーズ社は、回収にあたり、ＥＰＡに対し、

食用が認められない作物の栽培を承認すべきではない

などの提言を提出しました。また、アベンティスＳＡ社も、

種子の販売を食用として認められるまで中止する措置

を発表しています。

なお、遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーンニ

ュース39号によると、この遺伝子組み換えとうもろこし

は、同キャンペーンが国内で入手し検査を行った畜産

飼料のなかにも存在していたとのことです。さらに、同

キャンペーンと政府当局の担当者との懇談で、「日本で

は食品としての確認も近い」という発言があったと報じ

ています。
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最近のできごと

2000年９月の新聞などから

【食材 地場型給食・遺伝子組み換え】

●地場型給食の特集

『現代農業』00年９月号（農文協発行月刊誌）では、

「学校給食に地元野菜を届ける」と題して約30ページ

の特集記事を掲載した。内容は、栄養士の視点から東

京都日野市の自校方式での地場型給食についての報

告、山形県南陽市の地場型給食に納入する３つのグル

ープの納入方法や取り組みの詳細、価格の決め方など

についてのレポート、富山県砺波市の学校給食センタ

ーに野菜を供給するとなみ野農産物生産グループ協議

会の報告である。いずれも、地場野菜を学校給食に取

り入れるために、生産者、栄養士、調理員、学校、行

政、地域が行うべき問題点や具体的な方法をくわしく

説明しており、これから、地場型給食に取り組もうと考

える地域、生産者、栄養士、調理員にとって、非常に

役に立つ内容となっている。

現代農業のホームページは以下のアドレス。なお、こ

のアドレスから、バックナンバー2000／９号を開くと、レ

ポートのひとつが読めます。

http://www.ruralnet.or.jp/gn/index.html

●宮崎県、全県で県産米使用
日本農業新聞00年９月２日付によると、宮崎県では県内

のすべての小中学校で県産米コシヒカリを供給した。９

月１日の２学期初日から新米を導入。早場米地域である

ことを子ども達に説明したという。この米は、ＪＡ宮崎経

済連から宮崎県学校給食会に卸されている。

●ＪＡグループ99年のまとめ
日本農業新聞00年９月10日付によると、学校給食への

地場農産物の供給について99年度は前年より16多い314

ＪＡが取り組んだ。ＪＡ全中のまとめ。

●千葉県白子町、町内産新米を使用

日本農業新聞00年９月７日付によると、千葉県白子町で

は92年から地場産のコシヒカリやトマト、キュウリ、タマ

ネギなどの地場産野菜を使用している。同町はセンタ

ー給食で、小学校３校、中学校１校、1300食を調理。

新米は従来10月以降の供給だが、給食初日の９月４日

には、収穫したばかりの新米を特別に供給した。

●高知県安芸市、地場産米拡大

高知新聞00年８月18日付によると、安芸市内の給食実

施校では、地場産米コシヒカリを２学期から導入する。

また、2001年からは地元産米を使った手作り味噌も導

入する。取り組みをするのは、安芸市の小学校11校、

中学校４校中、学校給食実施校の４小学校１中学校。

いずれも自校式で、先行した学校で田植えや収穫の体

験などを通し好評のため、給食実施全校で実施するこ

とになった。さらに、米飯給食回数も週３回を４回に増

やす。また、農業改良普及センターと栄養士、調理員

らが９月に味噌を仕込み、来年２月から学校給食に使用

する。

●岩手のオール地場産品の日
日本農業新聞00年９月27日付によると、岩手県のオー

ル地場産品学校給食の日は、花巻地方振興局管内４

市町の全小中学校で、９月28日、10月24日に行う。９月

28日は、市町ごとに地域の食材を利用し、花巻市は花

巻そばひっつみ、大迫町は神楽の里ご飯（雑穀入り）、

石鳥谷町は杜氏の里ご飯（麦入り）、東和町はまほろ

ばの里ご飯（雑穀入り）など。10月24日は和食料理人

として知られる中村孝明氏のメニューによる統一献立。

●六甲地区で学校給食への食材生産

神戸新聞00年９月14日付によると、ＪＡ兵庫六甲と関係

機関の協議の結果、学校給食向けの食材生産に取り

組む。手始めは年間を通して利用するタマネギを管内

全体で栽培する。同農協は、2000年４月に神戸阪神間

の９農協が合併して誕生した。組合員を対象に行った

合併前のアンケートで、学校給食への地元農産物供給
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への希望が高く、重点的に取り組みを開始。栽培を希

望するのは女性や高齢者。取り組む市町村では、三田

市が2001年６月～12月にタマネギを利用、さらに、市内

ですでに供給がはじまっているジャガイモ、ニンジン、

大根などの栽培面積を拡大する。

●県学校給食会の苦悩～高知県

高知新聞00年９月25日付によると、高知県学校給食会

は、経営危機に陥っている。原因はいくつかあるが、

直接的にはコメなど学校給食用指定物資への政府援助

打ち切りで事務費が落ちなくなったこと。運営経費の半

分以上を国からの米の事務費に依存していたという。さ

らに、地産地消、地場型給食の増加により地元の産品

を県学校給食会を通すことなく直接学校・教育委員会

らと生産者らが取り引きするため、マージン収入も落ち

ている。99年度まで約7000万円あった運営費は2000年

度に5000万円以下に落ち込んでいる。同会では、職員

の給与２割カットなどを実施。高知県は、小麦粉とパン

の運搬費で年間108万円を負担しているだけで、今後、

県が学校給食会への対応をどうとるのか、注目を集め

ている。

●上田市、非遺伝子組み換えの規格策定
信濃毎日新聞00年８月31日付によると、長野県上田市

教育委員会は、全国の異物混入多発や遺伝子組み換

えを排除し、国産品を原則とするなどの方針で、学校

給食向け食材納入規格をまとめ、公表した。穀類や野

菜など176品目に納入基準を明文化。安全性を重視し

たとして、豆腐類の大豆は国産、肉類加工品は保存料、

合成着色料、化学調味料を使わない、果実類は農薬

散布の少ないものなどと明記。また、地場産食材指定

もキノコ類などで行っている。

【衛生管理・食中毒】

●福岡県の保育所でＯ－１５７
時事通信、00年９月11日付によると、福岡県朝倉郡内

の保育所で園児128人、職員ら計163人中、園児38人、

職員ら２人の計42人が病原性大腸菌Ｏ－１５７に感染して

いた。下痢などの症状が出たのは９人、症状は改善し

た。福岡県健康対策課は、保育所の給食が原因では

ないかと調査している。

●大分市内でパンの異物混入多発

西日本新聞00年９月12日付によると、大分市内の小中

学校で99年４月から2000年９月にかけて学校給食用パン

など食品製造会社５社の製品で、ゴキブリ、針金など

異物混入があり、合計34回に上っていることがわかった。

また、大分市教育委員会や大分県学校給食会は、こ

の事実を県に報告しなかった。今回の発覚で県は事実

関係の調査に乗り出した。

【食器】

●新潟市、複合素材食器へ移行
新潟日報00年７月22日付によると、新潟市は、従来の

ポリカーボネート製食器を、安全性の不安から予定より

１年繰り上げて更新し、素材を変更する。新素材は、

内側がステンレス、外側がポリプロピレンとなった複合

素材食器。10月下旬をめどに、36000個を用意し、一

斉に切り替える予定。なお、箸についても、樹脂製、

木製が使われてきたが、樹脂製を利用していた15校も

木製に切り替える。

●大分県内、全市町村で非ＰＣ化

大分合同新聞00年９月４日付によると、大分県中津市

が小学校給食食器をポリカーボネート製から強化磁器

製に切り替えた。これにより、大分県内全体で学校給

食にポリカーボネート製食器を使用している地域がなく

なった。

【民間委託】

●岡山市、ＰＴＡ委託調理のその後

山陽新聞00年９月１日付は、岡山市の学校給食調理民

間委託について経緯をまとめている。それによると、岡

山市は、ＰＴＡ組織が調理業務を請け負うＰＴＡ委託の

試行を見送り、現在の直営調理に保護者が若干名加

わるＰＴＡ参画の試行を７月下旬に打ち出した。試行対

象は２校で、１校は調理員２名と保護者２名、１校は調理

員２名と保護者１名とすることで、保護者からの参加を

呼びかけたが参加希望者がなかったため他の学校の

保護者が臨時職員として調理に加わることになった。

引き続き、２校のＰＴＡと協議し、保護者の参加が得ら

れれば試行に入るとしている。また、岡山市は一方で

富士フードサービスによる民間委託の試行を２校でスタ

ート
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した。試行は2001年７月までを行い、３月末までの成果

を見て、岡山市学校給食運営審議会の評価を踏まえ20

01年９月の本格実施を予定している。この一連の動きに、

保護者からは反対の声が根強い。

●委託業者のニチダン、ＩＳＯ9002取得

日刊工業新聞00年９月６日付によると、大阪市のニチダ

ンは委託先の守口市立土居小学校など３校で、給食の

調理から配膳までのマニュアルと工程について品質管

理の国際規格ＩＳＯ9002を取得した。

【その他】

●宮崎県延岡市のたい肥センター
日本農業新聞00年８月26日付によると、宮崎県延岡市

では、給食残さ、家畜糞尿、魚市場の残さなどをたい

肥センターで処理し、たい肥をつくっている。このたい

肥を利用して、学校給食用の地場食材も栽培され、給

食に利用されている。

●アレルギー表示義務化食品

朝日新聞00年７月13日付では、厚生省が加工食品の原

材料表示としてごく微量でも表示を義務づける24品目を

紹介した。急性で深刻なアレルギー症状を引き起こす

可能性のある品目。なお、表示義務は包装された加

工食品のみに限定される。品目は次の通り／卵、牛乳、

小麦、ソバ、エビ、ピーナツ、大豆、キウイ、牛肉、

チーズ、イクラ、サバ、イカ、豚肉、鶏肉、サケ、モ

モ、カニ、オレンジ、クルミ、ヤマイモ、リンゴ、マツ

タケ、アワビ

●富山県砺波市で農業体験
北日本新聞00年７月30日付によると、砺波市庄下地区

の小学生が学校給食用減農薬ニンジンの種まきを体験

した。その後、草取りなども体験させ、収穫は12月上

旬。市の給食センターで調理される予定。

●高知県中村市、給食実施への検討開始

高知新聞00年７月11日付によると、中村市は、小学校

給食実施にむけた市学校給食基本計画策定検討委員

会を発足させた。中村市では、18小学校中１校のみが

学校給食を実施している。市教委では、数校単位の親

子方式、調理の民間委託を基本に平成14年（2002年）

の試行を目指したいとしている。

●秋田市など給食残菜は焼却
秋田魁新報00年９月４日付は、秋田県内の学校給食残

菜処理についてまとめている。それによると、県内の大

半は焼却処分しており、たい肥化などは少数派。秋田

市では当面焼却を続ける方針、横田氏、小坂町など

はたい肥化を導入。大館市は現在リサイクルセンター

設置を構想している。

●長崎県西海町、共同調理場の改築完成
長崎新聞00年８月31日付によると、長崎県西海町の学

校給食調理場が老朽化に伴い新センターとなり、完成

した。小学校４校、中学校２校で、計1200食をつくる。

サラダ料理専用室が設置されている。

インターネット版から

イベント案内とアレルギー関係のご意見

●11月19日、

フッ素について考える研究会

以下について、全国学校給食を考える会事務局に案内

がありました。

第20回 日本フッ素研究会

仮：健康な歯をつくる全国連絡協議会集会

日時：2000年11月19日（日） 10:00～16:00

場所：東京四谷・主婦会館９階スズラン

（東京都千代田区六番町15）

会場費：500円

学校給食ニュース 26号 2000/10/25
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1981年に東京医科歯科大学柳沢文徳教授により創設さ

れ本年で20年を迎えました。その間、1990年には、ア

メリカ政府共同研究機関（ＮＴＰ）が、オス・ラットで

フッ素による骨肉腫の発生を報告する大事件があり、フ

ッ素は「安全有効」から「効果とリスク」の時代に入り

ました。しかし、フッ素推進派は、逆に水道水フッ素化

の議論を激化させています。本会は、この機会に市民

諸団体と連携し、学術的問題点を指摘しフッ素応用の

危険（リスク）を明らかにしたいと思います。

多くの会員の方々のご参加と諸団体・市民のご支援を

お願いいたしまして、ここに第20回研究会のご案内をお

送り申し上げます。

第20回日本フッ素研究会会長 高橋晄正

日本フッ素研究会事務局 0532-37-7580（杉田）

スケジュール

第一部 第20回日本フッ素研究会（会員外出席可）

・フッ素の脳への影響

・代謝性骨疾患と本邦骨フッ素中毒症

・フッ素と骨折、ダウン症、癌、及びいわゆるフッ素

の局所応用

・斑状歯の臨床的診断

第二部 仮：健康な歯をつくる全国連絡協議会・集会

（会員および協議会が認めた方のみ参加可）

経過報告、各地の報告、今後の取り組みなど

第一部のお問い合わせは事務局もしくは下記

電話・ＦＡＸ 0427-24-6019（秋庭）

第二部のお問い合わせは下記

ＦＡＸ 03-3221-7864（主婦連合会事務局）

電話・ＦＡＸ 0255-44-1838（南雲）

●11月５日、浜松市で学校給食まつり

浜松市の組合員さんから案内をいただきました。

浜松市では、民間委託化を組合活動によりはねのける

事ができましたが、そのかわりに、欠員をすべてパー

トで補うというのです。これに反対し、給食のすばらし

さを市民の皆さんに知って頂くために「学校給食まつり」

を開催します。人気メニューの試食や、講演もあります。

ぜひ、おこし下さい。

日時：2000年11月５日 午前10時～

場所：福祉文化会館

主催：浜松市職員組合、学校給食運営委員会

（053-457-2395）

●11月12日、北見市で学校給食まつり

北見市職員労働組合の斉藤さんから情報をいただきま

した。

北見市では、現在、小学校19校と中学校２校において

自校調理場方式による完全給食と残り９校でミルク給食

を行っています。

市民要望が高まる中、北見市では、完全給食実施に

向け、12年度中にも方式を決定するとのことから、10月

中に各関係者からの意見を聞くこととなっています。

北見市職労は、現在行っている自校調理場方式による

中学校給食の早期実現と正規職員による配置を基本と

し各関係機関とも連携を取り運動を進めています。

初めての取り組みとして、現在の学校給食を市民へア

ピールし、市民と交流を深める中から、学校給食への

関心を高めてもらうことを目的とした 学校給食まつり

を開催する事となりました。ご案内いたします。

テーマ：目で見て、触れて、学校給食。

子どもたちの健やかな成長を願って

主催：自治労北見市職員労働組合、

学校給食まつり実行委員会

日時：11月12日(日) 11:00～14:00

場所：北見経済センター２F(北見市北３条東１丁目)

内容：給食試食、体験・展示、ビデオ、人形劇、

栄養相談

問い合わせ：北見市職員労働組合（斉藤）

0157-25-5357

また、中学校給食完全実施に向け、ご意見等いただけ

たら幸いです。

学校給食ニュース 26号 2000/10/25
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インターネット版から

アレルギー対応についてのご意見

2000年10月

【学校給食とアレルギー対応】（匿名）

私なりの経験を踏まえて、お話がしたくてメールを出し

ています。

私は、３３歳になる自営業者です。

小学校最後の６年生の時、強度のアトピー体質のため、

１年間給食をお弁当に切り替えました。

５年生のときまで、普通に給食を食べていた環境で、

治療という名のもと、いきなりお弁当になったときのあ

のクラスメートの冷ややかな視線は、今でもわすれま

せん。

私は、とたんにクラスで浮いた存在となり、友人を多く

失うかたちとなりました。

クラスメートは、私の弁当を、わざとごみ箱へ捨てたり、

つばを吐きかけたり、それはひどい仕打ちでした。

おまけに、それまで使用していたステロイドの投薬をＳ

ＴＯＰさせたため、肌はボロボロでした。

そのような感じでしたので、私は、小学校最後の年は、

私にとっては、治療のストレス、学校のストレス、そし

て、生活のストレスで、結局治療は、４年目で中止と

なりました。

私は、なにも対応してくれなかった学校も、そのとき一

人で、身を守るしかなかったクラスも、そして、結局毎

日泣いて我慢して、耐え抜いてしかし、完治しなかっ

た食事療法も、「（治療を）やめたい」と言っても聞き

入れず、結局、自殺未遂までして、やっと治療中止を

決めた親も、最後まで我慢できなかった私も、なにも

信じていません。

食事療法って、周りの理解はほんとうに不可欠です。

2000年9月

【学校給食のアレルギー対応について】（y

amaokaさんから）

私の娘は重度の食物アレルギーです。就学にあたり学

校給食に対して不安を抱いています。それは、教職員

の食物アレルギーに対する理解度に格差があるというこ

とです。よく理解してくれる人もいれば、昔ながらの考

え方を押しつける人もいます。このような意思の統一さ

れていない教育現場に安心して娘を送り出すことはでき

ません。

教職員間の共通理解と深まりを期待すると共に、食物

アレルギーに対する教職員の研修をさらに充実させるこ

とが急務ではないかと考えます。

「学校給食ニュース」2000．10．2５

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

会費：年額3,500円（４月から３月、送料込み）
〒106-0032 東京都港区六本木6-8-15
第２五月ビル２階 大地を守る会気付
全国学校給食を考える会

お問い合せは…全国学校給食を考える会
電話：03-3402-8902 ＦＡＸ：03-3402-5590

学校給食全国集会実行委員会は次の団体で構成し
ております

●全日本自治団体労働組合・現業局
東京都千代田区六番町１（電話03-3263-0276）
●日本教職員組合・生活局
東京都千代田区一ツ橋2-6-2（電話03-3265-2175）
●日本消費者連盟
東京都目黒区目黒本町1-10-16（電話03-3711-7766）
●全国学校給食を考える会
左記住所、電話番号
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学校給食ニュースは、皆様からの情報発信で成り立っています。地域で取り組まれている課題や実践例をぜひ発

信してください。

（例：課題～民間委託、センター化、食器、アレルギー、食材、食中毒・異物混入・衛生管理など

実践～給食の教材化、給食だより、献立の工夫や食材の工夫、地場の素材の使用、
衛生管理や労働環境の工夫、学校内での子ども、保護者、他の職員に向けた
情報発信の工夫、地域との交流、民間委託やセンター化での議会対応など）

ここに記入していただくか、文書などは実物を送ってください。

送り先 〒106-0032 東京都港区六本木6-8-15 第２五月ビル２階

大地を守る会気付 全国学校給食を考える会

ＴＥＬ03-3402-8902 ＦＡＸ03-3402-5590 E-mailmaki@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 投稿用情報シート
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