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今月のトピックス

大阪府堺市で、民間委託差し止めの

住民訴訟が提訴されました

学校給食ニュース 発行：学校給食全国集会実行委員会
http://www1.jca.apc.org/kyusyoku
E-mail maki@jca.apc.org

1999年度から学校給食調理の民間委託が導入されは

じめた大阪府堺市で、民間委託に対する市民の動きが

活発になっています。堺市監査委員会が、４月24日、

学校給食の民間委託を問う住民監査請求を棄却しまし

た。これを受けて堺市の「堺市の子育て切り捨てに反

対する住民ネットワーク」は、５月24日、大阪地方裁判

所に民間委託差し止めの住民訴訟を起こしました。

訴訟の形態としては公金支出の損害賠償という形をとり

ますが、この裁判では、千葉県市川市の住民訴訟と同

様に民間委託の違法性が問われます。

また、同ネットワークは、堺市の資料をもとにして、

民間委託と直営のコスト計算をしました。

計算は、民間委託を実施した場合と退職した直営調

理員を非常勤嘱託職員で補充した場合という比較です。

委託開始（現状） （単位千円）

平成10年度 平成11年度 平成12年度

正規職員 2,880,000 2,515,200 2,275,200

（＠9600×300名） （＠9600×262名) （＠9600×237名）

嘱託 170,000 137,800 130,000

（＠2500×68名） （＠2600×53名） （＠2600×50名）

アルバイト 33,116 25,811 24,350

（＠487×68名） （＠487×53名） （＠487×50名）

委託料 0 210772（17校） 305253（24校）

事業費合計 3,083,116 2,889,583 2,734,803

直営のまま（退職者分を嘱託にする）

平成10年度 平成11年度 平成12年度

正規職員 2,880,000 2,515,200 2,275,200

（＠9600×300名） （＠9600×262名) （＠9600×237名）

嘱託 170,000 275,600 340,600

（＠2500×68名） （＠2600×106名） （＠2600×131名）

アルバイト 33,116 33,116 33,116

（＠487×68名） （＠487×68名） （＠487×68名）

委託料 0 0 0

事業費合計 3,083,116 2,823,916 2,648,916

委託－直営

委託導入事業費 3,083,116 2,889,583 2,734,803

直営継続事業費 3,083,116 2,823,916 2,648,916

差額 0 65,667 85,887
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つまり、この試算では、委託する方が導入１年目の

平成11年度で6566万円、平成12年度で8588万円が高く

なっています。

堺市の子育て切り捨てに反対する住民ネットワークで

は、ホームページを開設し、これまでの活動や現状報

告、よびかけなどを行っています。

また、同会では、１年間1000円の会費でサポーター

を募集中。詳しくは、メールまたは下記連絡先に文書

で お問い合せください。

http://www.ac.wakwak.com/ g̃rosan/index.htm

メールアドレス grosan@clubaa.com

連絡先 591-8031 堺市百舌鳥梅北町4-36-6 石黒

参考資料（訴状）

違法公金支出損害賠償請求住民訴訟事件

請求の趣旨

１ 被告は、堺市に対し金516,025, 000円及び本訴状到達の翌日から支払い済みまで年５分の割合による金

員を支払え。

２ 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言を求める。

請求の原因

１、原告らは堺市の住民である。

２、被告は堺市において市長の地位にある者である。

堺市（代表者被告）は競争入札により、1999年度は同年４月１日付で、2000年度は同年４月１日付で、別紙

委託契約一覧表記載（省略）の各小学校の給食調理業務について、別紙受託業者一覧表記載の業者と学

校給食調理業務委託契約（特に定める場合を除き委託契約に基づく仕様書を含み、以下単に「本件委託契

約」という）を締結した。

契約内容の詳細は、甲第２号証の１及び２記載のとおりである。（省略）

３、本件委託契約はいわゆる労働者派遣法に違反する違法な契約であり無効である。

(１)本件委託契約は、職業安定法第44条及び同条に基づく職安法施行規則第４条に示され、かつ労働者派遣

法の施行に際しても労働大臣より示された告示（昭和61年４月17日労働省告示第37号、以下「労働省告

示」という）により、請負（委託を含む、以下特に定める場合を除き同様）に該当しないとされる契約であり、

結果として労働者派遣法の適用を受け、無許可派遣となり違法な契約である。

(２)労働省告示及び職安法施行規則第４条によれば、労務管理上の独立性と事業経営上の独立性を柱とし

て、請負と派遣との区別を具体的に示し、告示の全ての内容を満たす場合のみに当該契約を請負とみるこ

とができる旨示している。
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すなわち、労働省告示の内容は次のとおりである。

第１条 この基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に

関する法律の施行に伴い、法の適正な運用を確保するためには労働者派遣事業（法第２条第３号に

規定する労働者派遣事業をいう。以下同じ）に該当するか否かの判断を的確に行う必要があること

にかんがみ、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする。

第２条 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行

う事業主であっても、当該事業主が当該業務の処理に関して次の各号のいずれにも該当する場合

を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。

１ 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直

接利用するものであること。

イ 次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うもの

であること。

（１）労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。

（２）労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。

ロ 次の（１）及び（２）のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理

を自ら行うものであること。

(１)労働者の始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理

（これらの単なる把握は除く）を自ら行うこと。

(２)労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示

その他の管理（これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く）を自ら行うこと。

ハ 次の（１）及び（２）のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のため

の指示その他の管理を自ら行うものであること。

(１)労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。

(２)労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。

２ 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己の業

務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。

イ 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。

ロ 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責

任を負うこと。

ハ 次のいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供する者でないこと。

(１)自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材業務上必要な簡易な工

具を除く）又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。

(２)自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理す

ること。

第３条 前条各号のいずれにも該当する事業主であっても、それが法の規定に違反するこ

とを免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が法第２条第１号

に規定する労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主

であることを免れることができない。

(３)上記労働省告示及び職安法施行規則第４条の内容に則して本件委託契約について具体的にみると、第１

に労働者の配置等の決定、変更を自ら行うことができ得ない状況になっている点である。本件委託契約書

（甲２）によれば、５条２項により、従業員の氏名・資格について堺市の承諾が必要とされ、同条３項におい

て、転属について堺市の承認を受けることまでもが定められており、受託業者が労働者の配置等の決定、

変更を自ら行うことができ得ない状況になっていることを示している。

第２に業務処理のための経費の多くが堺市の負担となっている点である。給食調理業務を行うための経費
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は、イ、調理場所を確保・維持するための経費、ロ 、調理設備を確保維持するための経費、ハ、調理作業員

を雇用するための経費、二、ラ ッ プ等調理作業に必要な経費、ホ、調理作業に伴う光熱水費、ト、その他営

業経費等と考えられるが、このうち受託業者が負担している経費はハ、ニ及びトのみであり、経費のうち受

託業者が負担しているものは殆んど人件費だけであるといっても過言ではない状況である。

第３に、調理業務の遂行が「自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは機材又は材料若しく

は資材により、業務を処理する」状態でないことは本件委託契約書の経費負担区分により明らかである。

第４に、給食調理業務が受託企業の企画又は専門的技術若しくは経験に基づいて業務の処理がなされて

いないことである。「堺市個別外部監査結果報告書」18ページｄ（甲１）に記載されているように、調理業務

の企画性は認めがたい。また、学校給食の調理が「限られた時間内に大量の調理作業を献立どおりに完成

させなければならない」業務であり、「高度な安全衛生上の管理」が必要とされるものであることはいうまで

もない。しかしながらそのことをもっ て、ただちに企業体としての専門的な技術が必要とはいえるものでは

ない。個々の労働者に充分な経験が必要とされる業務ということと企業体として必要とされる専門的な技術

とは異なるものである。

本件委託契約書においては、堺市、大阪府、厚生省において作成された詳細な衛生管理の手引きを遵守

することが求められており、さらに献立も堺市側が作成し、実際の調理の進め方も堺市作成の調理作業用

献立表に従って行われていることから判断すると、個 の々労働者の経験や専門的技術は大いに必要であ

るが、企業体としての専門的技術が必要とされることはむしろ少ない。したがって、受託業者の専門的技術

や経験に基づいて業務が処理されているとはいえない。

以上により、本件委託契約は労務管理上の独立性においても事業経営上の独立性においてもこれを欠く

ものであり、請負であるということはできない。

よっ て本件委託契約書は契約書の名称とは関わりなく労働者派遣法の適用を受けるものであり、無許可

派遣の結果、違法な契約となる。

(４)以上のように本件委託契約は違法なものであるから地方自治法第２条16項及び同条第17項の規定により

無効である。

(５)学校給食調理業務の特殊性と請負について

学校給食が教育の一環として行われるものであり、抵抗力の弱い児童が食するものであり、高度な安全性

が要求されるものであることはいうまでもないことである。ただしそのことをもっ て、受託業者の労務管理上

や事業経営上の独立性が損なわれることが許容されるということではない。むしろそれは受託業者の労務

管理上や事業経営上の独立性が必要となる請負という形での業務の外部化が給食調理業務にはふさわし

くないこと、学校給食の目的達成に違背するものであることを示しているものといわなければならない。

(６)請負と派遣の区分の必要性

労働者派遣法における「請負」の意味は、民法における「請負」とは異なり、「自己の雇用する労働者を他人

の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させる」ことを目的とした「派遣」と区別するための概念

であり、民法第656条の準委任にあたる「委託」も含む広いものである。

労働者派遣法においても、派遣元企業はもとより派遣先企業も労働者保護規定の適用を受け、派遣労働

者に対しても、労働時間、休憩、休日、母性保護などの労働法上の保護義務を負うことになる。これにたい

して「請負」という形態において他人の労働力を利用できるならば、使用関係は請負事業主が負うのであ

り、他社の雇用する労働力を利用する客先企業は「発注者、注文主」にすぎなくなり、労働者に対する労働

法上の保護義務を負わなくとも良いことになる。

こういう状況の中で「請負」という名目での製造ラ インへの違法派遣などが続出している事実を見ても企業

が労働者保護の義務を回避しようとする姿勢が如実に現れている。労働者派遣法が制定される以前にお

いても、職業安定法第44条の規定により単なる労働力のみの供給を目的とする請負が禁止されていたに

もかかわらず、「請負」の名目による違法な労務供給が行われ、労働者への中間搾取はもとより、労働法

上の労働者保護規定の適用の回避が図られる事態を防止するために「請負」に該当する場合を厳密に判
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定する規定が設けられたのである。このような規定は労働者保護規定が、憲法に規定する、平等の原則、

幸福追求の権利を実体的に実現するための具体化として設けられた趣旨を実現するためのものである。

地方自治体の運営が、地方自治法の規定をまたずとも、最小の経費で行われるべきことは当然のことであ

る。しか しながら地方自治体の目的は住民の福祉を増進することであり、その目的から見ても、労働者に

対する労働法上の保護規定の積極的適用が図られるようその業務の中においても努力することが必要と

されることである。アウトソーシング（業務の外部化）の名による安易な外部委託の推進、業務の特殊性を

言い訳とした労働者保護規定の消極的運用や脱法的行為を行うことは地方自治体の公共の役割に違背し

たものといわざるをえない。

４ 違法無効理由その２ ―学校給食法違反

堺市も判決を受け入れた、O157で死亡した女児の国家賠償裁判において、学校給食における市の責任につ

いて次のように述べられている。

「学校給食が学校教育の一環として行われ、児童にこれを食べない自由が事実上なく、献立につ いて選択の

余地がないこと、調理も学校側に全面的に委ねているという学校給食の特徴や、学校給食が直接体内に摂取

するものであり、何らかの瑕疵があれば直ちに生命・身体へ影響を与える可能性があること、学校給食を喫食

する児童が、抵抗力の弱い若年者であることなどか らすれば、学校給食について、児童が何らかの危険の発

生を甘受すべきとする余地はなく、学校給食には、極めて高度な安全性が求められているというべきであり、学

校給食の安全性の瑕疵によって、食中毒を始めとする事故が起これば、結果的に、給食提供者の過失が強く

推定される。」

堺市もO157事件を教訓として、統一メニ ューの細分化、食材の配送方法の改善、各種設備の改善を行った

り、調理方法についても「衛生管理手引」を作成するなど学校給食における安全確保についてさまざまな施策

を行ってきたことと思われる。

しかしながら、調理業務の民間委託は、学校給食に求められる「きわめて高度な安全性」の確保に逆行するも

のである。

仮に契約の名目どおり、委託者である堺市より受託業者の従業員である調理員への指揮命令が行われてい

ないとするならば、学校管理者なり、学校栄養職員が瑕疵につながりかねない行為を発見した際も、その場で

は受託企業の調理員に指揮命令できない事態となる。行為の内容を記録し今後の是正を求めるか、緊急避難

的に直接指揮命令するか問われることになる。上記判決内容に指摘されているとおり、「学校給食が直接体内

に摂取するものであり、何らかの瑕疵があれば直ちに生命・身体へ影響を与える可能性がある」以上、学校管

理者や学校栄養職員は緊急避難的に直接指揮命令することが要請される事態とならざるをえない。

そもそも集団給食全般につ いて、栄養士による栄養管理（栄養改善法第９条の２）、栄養士を置かない場合に

おける栄養指導員による指導（同法10条）、都道府県知事による調査指導（同11条）、栄養士による調理指導

（同11条の ２）などによる栄養及び安全の確保が図られ、さらに学校給食につ いては、学校栄養職員の配置

（学校給食法第５条の３）が求められているのは、必要な栄養が確保されることはもちろん、より高度な安全性

確保が求められているからである。

調理業務の民間委託は学校栄養職員と調理の有機的連関、指揮命令を断ち切るものである。委託契約にお

ける「検食」は、即効性の毒物等への点検にはなり得ても食中毒等の発見にはその時間的制約上なりえない

ものである。調理過程の直接的把握、指揮命令こそが必要な物である。

実際に、平成13年１月に行われた小学校の保護者向けの説明会において、堺市教育委員会の職員は、緊急

の時は法律違反になっても指揮命令する旨の発言を行っている。O157事件のような事態を二度と起こさない

ためには当然とも思える発言ではあるが、給食調理業務の民間委託と学校給食に求められる「きわめて高度

な安全性」の確保が両立しえない象徴的な発言である。

平成11年度より調理業務の委託が行われてくる中でさまざまな問題点が発生しており、受託企業の変更にい

たった事態も生じている。
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最後に学校給食の目標との関係である。学校給食法（昭和29年法律第160号）第２条において、学校給食は

教育の目的を実現するために、日常生活における食事につ いて、正しい理解と望ましい習慣を養うこと（第一

号）、学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと（第二号）、食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進

を図ること（第三号）、食料の生産、配分及び消費について、正しい理解に導くこと（第四号）と定められている。

一方堺市は、保護者向け資料の中で「学校給食は、正しい食生活や好ましい人間関係を会得し、「生きる力」を

育成することを目的として行われる教育活動です。調理業務の委託により、調理するのが市の調理担当職員

から民間の調理員になることで、学校給食の教育としての位置づけに変わりはないと考えています。」と述べて

いる。

現在の子どもの食を取り巻く環境には大きな問題があると思われる。コンビ ニ食、ファーストフード店、ファ ミ リ

ーレストラ ンの隆盛に象徴される事態である。野菜や肉や魚といった食材がどのようにとられ、つ くられるのか

が見えない状況に加え、食材がどのように調理され食事として提供されるのか子ども達にとっ て見えにくい状

況がつ くられている。そういう中では家庭での教育と合わせて学校における食教育においても、自分たちの口

に入る食事が、どのような労働の過程を経て出来上がったものなのかについて理解させていく過程がこれまで

以上に必要とされていると思われる。

給食調理業務の外部委託はこのような今日的教育としての学校給食の目的の実現を著しく阻害するものであ

り、学校給食法第２条の規定に違反する違法なものであり、無効である。

５ 結論

(１)前記のとおり本件委託契約は違法であり無効であるから、被告は無効な契約にいかなる公金も支出しては

ならない。しかるに被告は違法無効な契約に基づき516, 025,000円（平成11年度に210, 772,000円、平

成12年度に305, 253,000円）を支払い、堺市の公金を違法に支出して堺市に同額の損害を与えた。

(２)よって原告らは地方自治法第242条の２第１項第４号前段に基づく損害賠償の代位請求として請求の趣旨

記載のとおり、上記金員及び訴状送達の翌日から支払い済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損

害金を被告が堺市に支払うよう求める。

６ 監査請求の前置

原告らは2001年１月24日、地方自治法第242条第１項の規定に基づき、堺市監査委員に対して、本訴請求趣

旨と同旨の措置を求めて監査請求をした。（請求受理は同年２月８日）しかし、同監査委員は2001年４月24日

付で上記措置請求を棄却した。

よって、本訴を提起する。

付属書類（省略）

１ 、甲１住民監査請求監査結果報告書

２ 、甲２、３、４平成11年度及び平成12年度給食調理業務委託契約書 （一部ブロ ックの写）

３ 、訴訟委任状 ６通

以上
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最近のできごと

2001年４月５月の新聞などから

【食材・地場産】

●群馬県太田市、地産米の米粉パンを導入

上毛新聞01年４月26日付によると、太田市は地産米の

消費拡大をはかるため、米粉パンの学校給食導入を検

討する。市内産のゴロピカリやアサノヒカリなどを、米

粉パン先進地の新潟県で粉にひき、市内の業者がパ

ンに加工、学校給食に試験導入して子どもたちに試食

してもらう。将来は学校給食への導入を考えている。

●栃木県、県とＪＡで地産米の助成

日本農業新聞01年４月27日付によると、栃木県、ＪＡグ

ループ栃木が県産米コシヒカリ、県産大豆の学校給食

使用に助成を続けている。政府米との差額補填により、

現在、学校給食には全量栃木産となっている。今後、

麦についても検討する。なお、米で年間２千万円を県

とＪＡが負担し、供給は２千トン。大豆は、負担が焼く４

百万円で年間約30トンの供給。

●茨城県、ＪＡが地産米の独自助成

日本農業新聞01年４月27日付によると、ＪＡグループ茨

城は、県産コシヒカリ、ゆめひたちの学校給食使用に

対し、60kgあたり250円、総額1542万円の助成を学校給

食会に行う。昨年に引き続いての措置。

●栃木県湯津上村の自校炊飯

日本農業新聞01年４月29日付によると、栃木県湯津上

村の３小学校、１中学校は村内産コシヒカリを使った自

校炊飯を４月から行っている。米飯給食は週に３回、昨

年９月に磁器食器を導入したことにともない、各校に炊

飯器を導入。購入費780万円のうち３分の１を農水省の

補助となる。

●長野県２市町、地場産牛乳使用

信濃毎日新聞01年４月６日付によると、長野県下伊那

郡高森町では、町内の酪農家がつくる信州市田酪農の

低温殺菌牛乳を採用した。メーカー側は、製造原価で

納入し、それでも高くなる差額分は町が補填する。駒

ヶ根市では、県が入札により指定業者を大手メーカー

としたが、保護者からの要望で、従来から採用してい

た上伊那農協のすずらん牛乳に戻した。差額は、半分

を市、半分を保護者が負担することになった。

●秋田県稲川町、地場産豆腐を月１回

秋田魁新聞01年４月18日付によると、秋田県稲川町で

は、町内産減農薬大豆リュウホウを町内の業者が豆腐

に加工している。これを学校給食に採用した。月に１度、

豆腐料理として出されるという。

●兵庫県三田市、地場産野菜導入

日本農業新聞01年５月５日付によると、兵庫県三田市で

は学校給食に地場の野菜が導入されている。人参、ジ

ャガイモ、キャベツ、白菜、ウド、黒豆など、年間50ト

ンにのぼる。

●秋田県横手市で地場産品使用

秋田魁新聞01年５月９日付によると、秋田県横手市では、

2001年度から地場産野菜を一部学校給食に導入する。

農林課の呼びかけではじまったもの。2001年度は、ジ

ャガイモ、ニンジンをが対象。生産者は11で、減農薬

栽培するという。

【民間委託】

●岡山市、ＰＴＡ委託は凍結・委託推進へ

山陽新聞01年３月29日付によると、岡山市学校給食運

営審議会は、学校給食調理の民間委託について、９月

以降本格的に導入することを答申の方針にした。また、

ＰＴＡ参加による委託については、本格実施を凍結する

方向。
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【給食運営】

●神奈川県厚木市、

センターから自校へ、

２校の調理場完成
神奈川新聞01年４月26日付によると、神奈川県厚木市

では、センター方式から自校方式に切り替える方針を

たて、このほど第一弾の２校の調理場が完成した。５月

より稼働する。上荻野小学校は、総工費約２億140万円

で鉄筋平屋建て、約350平米の調理場。１日300食をつ

くる。厚木第二小学校は、校舎改築と合わせて建造。

700～900食の施設。いずれもドライシステムで、各区域

を明確に分け、エアシャワーを設けるなど最新の衛生

設備になった。

●大分県佐伯市、４つ めの学校給食セン ター

完成

大分合同新聞01年４月６日付によると、大分県佐伯市で

は市内４つめの学校給食センターが完成、２中学校１小

学校の約1800食をつくる。これにより、これまで給食が

なかった２中学校でも給食が導入され、市内すべての

小中学校で学校給食がはじまる。

●長崎県五島有川町、学校給食センター完成

長崎新聞01年４月４日付によると、長崎県五島有川町

で、旧センター老朽化にともなう新築学校給食センタ

ーが完成、町内６小中学校分の給食をつくる。約２億６

千万円。

●秋田県中仙町、給食センター建設へ

秋田魁新聞01年４月３日付によると、秋田県中仙町は、

完全電化の学校給食センターを新築する。2002年の稼

働を予定。４小学校、２中学校で1200食の規模。建築

費、約４億1300万円。中仙町が学校給食を開始するこ

とで秋田県での学校給食未実施自治体がなくなる。

●秋田県仙北町、給食センター新築へ

秋田魁新聞01年４月５日付によると、老朽化に伴い、秋

田県仙北町は学校給食センターを新築する。建設費３

億2200万円を計上。

●休み時間の牛乳

高知新聞01年４月22日付によると、高知市浦戸小学校

では、２時間目と３時間目の間の30分休みを利用して給

食時間よりも前に牛乳を飲む取り組みを試行している。

残食を減らすのが目的。

●調理業務の公務災害認定

新聞各紙、他、01年４月25日付、学校給食調理作業に

長年従事したため変形性手指関節症（いわゆる指曲

がり症）になった二人の元大阪府豊中市学校給食調理

員が、公務災害として認められなかったことに対し、地

方公務員災害補償基金大阪支部を相手に処分の取消

を求めていた訴訟で、大阪地方裁判所は原告側の主

張を認め、処分の取消を認めた。その後、同基金大

阪支部は控訴せず、判決は確定、全国で初の裁判に

よる指曲がり症の公務災害認定となった。これにより、

今まで公務災害と認められなかった人たちにも可能性

が開かれることになる。

●堺市の調理員公務災害訴訟も勝訴

産経新聞01年５月24日付によると、大阪府堺市の給食

調理員３人が、学校給食調理による変形性手指関節症

を公務災害と認められなかった処分の取消を求めた裁

判で、大阪地方裁判所は原告の主張を認め、学校給

食調理との因果関係を認定した。大阪地方裁判所では、

４月に豊中市の例で同様の判断を示している。

●食糧庁、米飯給食拡大を指示

日本農業新聞01年４月30日付によると、食糧庁は都道

府県に対し米飯給食推進の行動計画作成を指示した。

都市部での回数を増やし、全国平均を引き上げること

を目指している。

【給食食器】

●鴨川市、給食食器ＣＯＰ採用

千葉新聞01年４月23日付によると、千葉県鴨川市では

学校給食食器としてポリカーボネートからＣＯＰ（シクロ

・オレフィン・ポリマー）に切り替える。汁物用椀から

順次切り替えるとしている。

●ビスフェ ノール Ａの影響

毎日新聞01年５月15日付によると、ポリカーボネート食

器から溶出するビスフェノールＡについて、アメリカ国

立衛生研究所専門委員会は、これまでよりも低い濃度

で生物に影響を与えるとした報告案を公表した。
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【食中毒・衛生管理】

●茨城県東海村、異物混入

毎日新聞01年５月17日付によると、茨城県東海村の小

学校でパンに金属片が混入していた。６年生が気づき、

けがはなかった。

●広島市、異物混入

時事通信社01年５月16日付によると、広島市の小学校

で焼いたサバに金属片が混入していた。４年生が気づ

いた。市教育委員会は当面納入業者からの納入を見

合わせるとしている。

●牛乳による食中毒事件～石川県

新聞各紙などから。石川県金沢市のジャージー高木牛

乳が、2001年４月25日、スーパーから異臭がするとい

う苦情を受け、１リットルの紙パック牛乳210本を回収。

同社社員が５、６本を飲んで異常なしと判断、26日の学

校給食牛乳製造時に再利用した。27日に、この牛乳を

飲んだ金沢市、内灘町の小中学生ら385人が腹痛や吐

き気を起こした。食品衛生法違反、業務上過失傷害の

疑いで捜査されている。また、無期限の営業禁止処分

を受けた。その後、ジャージー高木乳業は、自主廃業

を決めた。食中毒の原因としては、洗浄剤の混入が有

力視されている。

●食中毒か？ 北海道浦幌町

北海道新聞01年５月17日付によると、北海道浦幌町の

幼稚園、小学校、中学校で腹痛、下痢などの症状を

訴える園児、児童生徒、教職員が252人となった。９日

から14日にかけて症状を訴えており、全員が学校給食

センターの給食を食べていることから食中毒の可能性

が挙げられている。しかし、消化器系ウイルスの疾患

の可能性もあるとして原因を調べている。学校給食セ

ンターは、15日より給食を中止している。

【食教育】

●ＪＡ全中、学童農園づくりを目標に

日本農業新聞01年４月29日付によると、ＪＡ全中は運動

目標のひとつに子どもたちが自然とふれあう学童農園

を３年間で全ＪＡが実施するよう目標を設定した。また、

学校給食米飯を週2.7回から３回に引き上げることや地

場産品の学校給食導入も目標に掲げた。

●子どもたちが献立を考える鳥取県泊村

山陽新聞01年４月28日付によると、鳥取県泊村の止まり

小学校は、食教育に力を入れている。クラスごとに毎

月交代で献立を考える取り組みは、栄養職員が協力し

て、調理員の作業や１食単価なども計算している。また、

ランチルームは、内装にヒノキの間伐材を利用し、全

校児童が集まる。地場産の食材使用や、子どもたちが

育てた米を給食に利用するなど、様々な工夫を凝らし

ている。

●高知県南国市、食育指導手引き作成

高知新聞01年４月27日付によると、地場型給食で知ら

れる高知県南国市の市教委が「給食時間に行う食に関

する指導の手引き」を作成した。Ａ４サイズ67頁で、小

学校１、２年、３、４年、５、６年に分け、具体的な指導

方法を掲載している。市内全小学校の担任、養護教諭、

栄養士に配布。

【そ の他】

●高知市、牛乳に瓶入りも選択可能

高知新聞01年４月９日付によると、今年度、高知市内

の６校がこれまでの紙パックから瓶牛乳に切り替えた。

●佐賀県鹿島市、クラ スの給食を中止させ廃棄

毎日新聞01年５月17日付によると、佐賀県鹿島市の市

立中学校で、男性教諭が給食時間に自分に配膳され

た給食の副食が足なかったことに対し、クラスの給食を

中止させ、残りを廃棄させていた。

●韓国の給食は伝統食中心

読売新聞01年５月18日付によると、ソウル市内の初等

学校600校の栄養士が集まる「ソウル学校栄養士会」

と、大阪府高槻市の栄養職員有志による「子どもの食

教育を考える会」が相互に交流をしている。ソウルで

は、カロリーは日本の学校給食とほぼ同じだが、おか

ずは魚や野菜の伝統食が大半で、ご飯、キムチ、汁

物は必ず出されるという。なお、韓国では、1981年に

学校給食法ができ、ソウルでは初等学校に各１人の学

校栄養士が配置され、献立づくり、食教育を行ってい

ることを紹介している。
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学校給食を自慢しよう プロジェクト

学校給食ニュースには、全国から多くの事例が集められています。

近年、地域の農産物や特産物を学校給食に取り入れる地場型学校給食や学校給食を総合学習として取り入れる事例

が増えています。一方で、全国的に民間委託が増えつつあり、教育としての給食の危機が続いています。

献立を紹介してください。
そこで、皆さんの地域で取り組まれている事例を実際の給食の献立として紹介していただき、地場型給食や教育とし

ての給食の広がりをさらに深めたいと考え、「学校給食を自慢しようプロジェクト」を行い、皆様からの事例を集めてい
ます。ぜひ、ご参加ください。

参加方法は簡単です。
・自慢しようシートに、ある日の給食の写真を貼ります。（デジカメのデータ可）
・シートに、献立、食材、作り方を書き入れます。

・ここぞという自慢を記入します。

●自慢することの例

などなど。ここには思いつかない「これはいい、やってみたい」という例がきっとあるはずです。
ぜひ、みんなで「自慢」しあいましょう。

掲載は、学校給食ニュースホームページです。
たくさん集まったら、小冊子にすることも検討しています。

送り先
郵便か電子メールでお願いします。写真がない場合、ＦＡＸでもかまいません。

郵便：〒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（担当：大山）

ＦＡＸ：全国学校給食を考える会 （担当：大山） 03-3402-5590

e-mail：maki@jca.apc.org（学校給食ニュース 牧下）

このお米は、地元の米です。

子ども達には大好評。社会

科で４年生が田んぼの見学

に行きました。

味噌汁の味噌は、調理員が

仕込みました。保護者に年

に１度味噌の仕込み教室を

しています。

調理員総出で、よもぎを摘んで

つくったよもぎ餅です。

姉妹都市を結んだ岩手のリンゴ

です。５年生は毎年夏休みに交

換体験学習をします。

月に１度の郷土食の日。

●年生の国語や●年生の社会の授

業とも連携しています。
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星置中学校給食の自慢シート
（学校名、センター名、市町村名など）

記録日 ２００１年６月６日

記録者 川 野 光 江

（栄養士 調理員 教員 保護者）

■献立

○ビビンバ

○クリーミーコロッケ

○ミニトマト

○ヨーグルト

■食材

米、（酒、しょうゆ）

豚ひき肉、豆腐、メンマ、

（長ねぎ、しょうが、にんにく、油、

しょうゆ、砂糖、酒、ごま油、

みりん、豆板醤）

人参、ほうれん草、もやし、ごま、

ビビンバ（韓国風まぜごはん） （長ねぎ、しょうが、にんにく、

しょうゆ、砂糖、とうがらし、酢、

■自慢したいところ ごま油）

調理員が調理業務を自信と自覚と責任を持って行うこととし、

400余の献立の手順について「安全で衛生的で効率的」業務を ■作り方

全調理員が行うことを目標に作成しております。 ①米はしょうゆと酒水で炊く

今回は児童・生徒に一番の人気メニューであります「ビビンバ」 ②油を熱し、しょうが、にんにく、

の紹介をさせて頂きました。 長ねぎ、豆板醤を炒め、豚ひき

「ビビンバ」はたくさんの食材を使用し、調理員が創意と工夫 肉を入れ炒める。豆腐は水分が

で児童・生徒の好みに合わせて調理し、提供しているところか なくなるまでから炒りし、メン

ら最も残食の少ない メニューとなっています。 マを入れ、ごま油を入れ、取り

札幌の学校給食は全調理員が統一した献立の手順表を人事異動 出す

時も持参するところから、異動先でも混乱なく業務を行っています。 ③長ねぎ、しょうが、にんにく、

また、各献立の手順のレベルアップについて常に調理員の研究組 調味料を加熱し、冷却する

織を設置し、検討しています。 ④酢、ごま油で③と野菜を和え

る

⑤炊き上がったごはんに②と④

■所在地 の具とごま油を混ぜ、配食する

北海道札幌市手稲区星置３条５丁目
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市川市学校給食民間委託を差し止める

住民訴訟の支援をお願いします

平成12年度より学校給食の調理業務が市内６つの小学校

で民間業者に委託されました。その施行過程においては、

納得のいかない点が多く、疑問を持った市民から現在住

民訴訟が起きています。このことを多くの皆さんに知って

いただき、訴訟費用等の支援のためのカンパをお願いし

ます。

訴訟の概要： 民間委託導入にあたっての市の説明や

進め方は、学校給食法にある「教育の一環としての給食」

という視点を欠いたものでした。また、経費の節減になる

という説明にも十分な根拠がなく、市民が納得できるもの

ではありません。その上、職業安定法や地方自治法にも

抵触しているなどの法律上の問題があります。

これらの点に関する市の責任を追及していきます。

カンパ振込先（郵便振替）

口座番号 ００１６０－６－５６９３４０

口座名称 学校給食訴訟を支援する会

会の連絡先については、全国学校給食を考える会にお問

い合せください。

「学校給食ニュース」2001．６．20

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構成団体

●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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情報シート
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、プラスチック食器、アレルギー・アトピー、
遺伝子組み換えや環境ホルモン、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 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。


