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今月のトピックス

学校給食の主食を考える 小麦編 その１

学校給食ニュース 2004年１月号
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学校給食の主食は、米飯給食が広がったことで、い

まや、米（ご飯）、パン、麺類の順になりました。2002

年の文部科学省調査では、全国平均で週あたり2.8回

の米飯給食になり、パンの回数よりも米飯の回数の方

が多いのがあたりまえになりつつあります。

米飯は、和洋中など副菜の種類を問わないことや地

場産給食を行いやすいこともあって、広がりを見せてい

ます。一方で、第二次世界大戦後、1980年代まで中心

だったパン給食もまだまだ健在です。

牛乳、牛肉、輸入野菜など、食材の安全性に対す

る不安が現実のものとなる中で、地場産米飯、地場産

のパンや米粉パンなど新しい動きも盛んです。学校給

食の主食について現状と問題点を考える特集を連載し

ます。

最初は、小麦編で、パンや麺の原料となる小麦につ

いて考えていきます。

■学校給食とパン

学校給食の歴史で、パンは大きな役割を果たしてい

ます。第二次世界大戦後、学校給食が少しずつ再開さ

れます。おかずだけを提供し、主食は家庭から持って

こさせる、あるいは、アメリカのララ物資の脱脂粉乳を

提供するという形からはじまったところが多いようです。

1950年、アメリカのガリオア資金でアメリカ産輸入小

麦が日本に引き渡され、８大都市の小学生に対し、パ

ン、脱脂粉乳、副菜の完全給食が実施されました。翌

年６月には、ガリオア資金は中止されますが1952年に

は、政府が小麦に対して半額補助するかたちで、完全

給食は全国の小学校に広がりはじめます。

1954年、学校給食法が施行され、1956年には一部改

正、中学校の学校給食も対象になります。同年、アメ

リカの余剰農産物に関して日米協定が結ばれ、学校給

食用に10万トンの小麦が寄贈されることになりました。

学校給食は基本的にアメリカ産の輸入小麦を使った

パンを使用し、パン、脱脂粉乳（のちに牛乳）、副菜と

いう形ができあがり、その後約20年にわたって、学校

給食＝パン食の時代が続きます。

1970年当時、米は食糧管理法のもと、原則として国

が全量を買い取られていました。米の豊作と、肉食や

パン食などによるご飯消費の減少により、国は大量の

古米を在庫としてかかえ、大きな問題になっていました。

そこで、1970年より米飯給食の実験がはじまり、1976年

には全国で米飯給食が実施されるようになりました。

その後、学校給食用政府米への補助金が2000年ま

で続き、米飯給食は拡大し、相対的にパン給食の回数

が減っていきました。

しかし、学校給食でパンが主食として採用されたこと

は、家庭での食の洋風化や、パン食文化の定着、米

消費に与えた影響など、日本の食文化や農業に大きな

影響を与えました。

■小麦の自給率の変化

戦後、学校給食ではパンが導入されましたが、日本

全体の小麦生産量は1960年代前半をピークに下がり続

け、小麦の輸入ばかりが拡大を続けます（グラフ１）。

それにともなって、自給率も下がり続け、1960年代は
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50％に近かった自給率は一時10％を切るまでに下がりま

した（グラフ２）。

近年、国産小麦の見直しや、農業政策の変更によっ

てわずかに自給率は上向いています。

しかし、国内の小麦生産のうち、約５割がうどん・そ

ば用で、菓子用には約20％ありますが、パン用は１％程

度です。これは、国産小麦の多くの品種が、製パンに

向いたグルテンの多い強力粉用の品種ではないためで

す。この数字をみても、学校給食で使われているパン

のほとんどは輸入小麦であることがわかります。

グラフ１（農水省自給率データより作成）

グラフ２（農水省自給率データより作成）
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■安全性への不安

学校給食のパンは、小さな町のパン屋さんよりもパ

ン工場のような大きな製パン施設で大量生産されたも

のの方が多かったこと、また、輸入小麦を原料としてき

たことで安全性への不安を常にかかえてきました。

過去を振り返ると、1970年、学校給食用小麦にリジン

を添加するよう旧文部省が通達、75年から日本学校給

食会がリジンを添加した小麦を供給します。このリジン

は必須アミノ酸で、小麦食では足りないアミノ酸です。

日常の食生活でリジンをおぎなうことはできます。この、

合成リジンに発ガン性物質が含まれていたことがわか

り、全国的な反対運動が広がりました。

1979年には、学校給食用パンのイーストフードに臭

素酸カリウムが小麦粉改良材として添加されていること

が知られるようになります。以前から使用されていたも

のですが、この年、大きな問題になりました。臭素酸

カリウムは大規模な製パンで使われていました。これ

には、遺伝子を傷つける変異原性や発ガン性がありま

す。行政やパン業者らは大量生産には不可欠だと主張

しましたが、Ｌ－アスコルビン酸（ビタミンＣ）でも代替

できることや、食品添加物として認められていないのに

使われていることなどから、反対運動が起き、やがて

使用されなくなりました。

1993年、学校給食用パンに農薬のマラソンとレルダ

ンが残留していることが報道されました。輸入小麦の

ポストハーベスト農薬です。ポストハーベスト農薬は、

収穫後に長時間、長距離を輸送するため、殺虫や殺菌、

防かびを目的に使用されます。

日本では、「農薬」とは農業生産で使用し、収穫前

には休薬期間がもうけられていますので、ポストハー

ベスト農薬＝収穫後農薬とは変な言葉です。しかし、

農薬そのものが、収穫され製粉された小麦粉に振りか

けられていたのです。

ポストハーベスト農薬問題は、小麦だけでなく、輸

入柑橘などさまざまな輸入農産物で起きています。

また、ポストハーベスト農薬が問題になった後、現

在まで、小麦粉や学校給食パンの残留農薬検査が行

政や市民の手によって行われていますが、製パン施設

で使用された殺虫剤が残留するなどの例も見られてい

ます。

ポストハーベスト農薬の残留については、アレルギ

ー・アトピーの増加との関連性も指摘されており、今

も引き続いている安全性への不安です。

■地場産の高まり

近年、輸入小麦に対する安全性の不安や、教育とし

ての学校給食を実現する上で、教材として適した地場

産給食を求める動きが起こっています。

各地で都道府県レベル、市町村レベル、学校レベルで

の地場産小麦、国産小麦使用のパン・麺の採用がは

じまっています。埼玉県が県産小麦100％のうどん、パ

ンを学校給食に採用（一部）したのは印象的な事例で

す。また、佐賀市では、学校給食パン用の小麦を市内

の農家に作付けしてもらうような行政支援をはじめまし

た。

次回は、このような動きをまとめてご紹介します。

注：ララ物資：Licensed Agencies for Relief of Asia アメリカを中心とした民間団体による日本の救援物資

ガリオア資金：Government and Relief in Occupied Areas アメリカ政府による救済基金
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今月のトピックス

長野県大町市自校直営方式をセンター化する方針

長野県大町市が、中学校の建て替えを期に、自校

方式の学校給食をセンター化する方針で、検討会が行

われています。これに対して、保護者、市民からは、「2

5年前に自校方式を守る」と決めたはずとの声が出て

います。また、 センター化の話は市民の一部にしか知

らされていないと不満の声が出ています。

大町市の学校給食と動きをまとめます。

（学校給食ニュース編集・牧下）

●理想の学校給食に近い現状

大町市は、人口約30000人で、小学校４校、中学校２

校あります。大町市の学校給食は、自校方式で、栄養

士は、県職員、市職員、臨時職員の６名を全校に配置

しています。調理は直営です。

献立も、食材の購入も、各校で行っており、行事や

授業カリキュラム、天候や季節などによってきめ細かく

対応しています。アレルギー食対応も数年前からはじ

めています。

長野県では、全県で地産地消の取り組みとして、毎

学期ごとに１回、すべて県内産品の学校給食を出すよう

にしています。これとは別に大町市では地場産米を出

すような補助制度を行っています。

●25年前の結論

大町市は、学校給食のしくみとして理想的な形をと

っていますが、かつてセンター化をめぐって大激論が

ありました。1974年、小学校新設の際に学校給食セン

ター化構想があり、一度「センター化が望ましい」と

の結論が出ます。これに対して、当時の市職員組合や

ＰＴＡなどを中心に自校方式を守るという運動が起こり、

４年間の運動を経て、1978年に「食教育にとって自校

方式が望ましい」との結論となりました。

このような背景があるため、大町市は、学校給食に

対して全国的にも積極的に取り組んでいる自治体のひ

とつとなっています。

●ふたたび、センター化構想

中学校１校の老朽化にともなう建て替えが予定された

後、急に学校給食センター化構想が浮上し、2003年６

月議会で、学校給食センターの検討委員会が設置さ

れることになりました。８月に委員会が正式に設置され、

11月末には答申が出されることになっています。

中学校の建て替えの都合から、12月の市議会では最

終的な結論が出されることになりそうです。

●もう一度、学校給食を考える動き

このセンター化の動きがはじまるとともに、小学校の

保護者らが、学校給食のあり方を考えようと勉強会を

はじめます。各小中学校の給食室見学や他自治体の

センターの見学などをふまえ、自校直営式を守っていく

方が、子ども達のためになるとの判断から、大町の学

校給食を考える会を設立し、署名活動や陳情、市民へ

の呼びかけをはじめています。

●決して安くないセンター化

大町市が作成し、考える会がまとめた資料によれば、

６校（2800食分）すべてで自校方式を続け、将来、全

施設を改築したり、設備を改善した場合と、６校分をま

かなえるセンターを建設した場合では、土地の取得代

などを考えると、センターの方が経費が高くなるとの試

算が出ています。

そのためか、センター化だけではなく、民間委託に

ついても試算し、自校直営、自校で民間委託、センタ

ーで直営、センターで民間委託の試算を示し、センタ

ー方式で民間委託の場合、他の方式に比べて2000万

円から3000万円ほど安くなるとの数字も示しています。

しかし、センター建設の場合、一時的にかかる費用

は膨大になります。

財政難の折り、経済状況が厳しく、税収が減る中で、

なぜ、あえて一時的に負担が大きく、その経済的メリッ



5学校給食ニュース 58号 2004/1/20

トも少ないセンター化を検討するのでしょうか。

他の自治体にも言えることですが、この背景には、

政府主導ですすめられている市町村合併があるようで

す。合併することで、特別な債権（借金）を発行でき

ることになっています。そのため、学校給食センターに

限らず、合併が決まるとかけこみで、大きな建物を建

てるような動きが各地で見られます。

しかし、その運営や維持費、将来の子どもの数など

の見込みを考えると、なぜ、今、厳しいときに大きな

負担をしなければならないのか、疑問です。

わずか３カ月、数回の委員会で答申が出される予定

であることや、決して、子どものためを考えて検討され

ているのではないという点に、これまで豊かな学校給

食を経験し育ってきた大町市の市民が不安を感じてい

るのではないでしょうか。

ホームページより

川崎市の小学校で、給食運搬をＰＴＡがやっ ています。

これはおかしいのでは？

神奈川県川崎市の保護者 細谷みゆきさんより

神奈川県川崎市の小学校に子供を通わせています。

以前に給食に針が混入した事件がきっかけで保護者が

給食を教室まで運ぶようになりました。長いことボラン

ティアを募って行ってきましたが、最近当番制になりま

した。

私は下記の理由から保護者が給食を運ぶことには反

対です。

１. 針を入れるような考えが危険なのであって、その危

険性を知らせることこそが重要。運搬作業が危険なの

ではない。

２．親が毎日家からわざわざ出向いてきて、給食を運

ぶのを目にする子供たち。自分のことを自分でするとい

う生活習慣が身につかないばかりか、親が世話をする

のが当たり前という認識を植えつけかねない。

３．保護者とは言え多くの第３者を学校内に入れること

で、危険が増加するし、事故があった場合の責任もあ

いまいになる。

４．一時的に協力を要請する場合にはボランティアで構

わないと思うが、もう３年以上この慣習は続いており、

労働の対価を払わずに保護者に運搬を続けさせること

に問題を感じる。本当に必要なら運搬要員をきちんと

雇うべきである。

近隣の学校では運搬は給食職員が行っていて、人

手不足のために保護者からボランティアを募る場合は謝

礼が出ているという話も聞きました。

子供が給食を運ぶのは昔のことなのでしょうか。

他の学校ではどうなのでしょうか。

私の意見を学校側には伝えましたが、所詮は保護者

一人の意見でしかなく、何かおかしいと感じながらどう

すればいいのかわかりません。
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最近のできごと

2003年11月12月の新聞などから

【食材・地場産など】

●山口県岩国市、伝統野菜の日

日本農業新聞03年12月４日付によると、山口県岩国市

では月１回学校給食で地元食材の日を行い、その中で

伝統野菜の日を組み入れ、伝統的な品種の野菜を取り

入れた学校給食を行っている。笹川錦帯白菜、岩国蓮

根、岩国赤大根などを使用し、歴史や地元でしか食べ

られないことなどを学んでいる。

●福島県学校給食会、米高騰分を補填

福島民友03年11月16日付によると、福島県では学校給

食用米をすべて県内産（郡域内産）でまかなっている。

冷害による不作を受けて米が高騰したため、福島県学

校給食会は、価格調整積立金を取り崩し、市町村教委

に高騰分を助成する方針を決め、県産米飯給食の維持

を行う。

●ＪＡグループ福島、給食用米飯に追加助成

日本農業新聞03年11月27日付によると、ＪＡグループ福

島は、米の不作による高騰に対し、現在米飯給食用に

行っている玄米１俵1000円の助成を来年10月までさらに

1000円加え2000円にすると決定した。福島県学校給食

会の価格調整積立金取り崩し措置を受けての決定。同

ＪＡグループは、米飯給食週５回の運動を行っている。

●宮城県、米高騰で助成金危機に

河北新報03年11月21日付によると、2000年より宮城県

では県産米給食を行っているが、自主流通米ひとめぼ

れを使用。実行主体の宮城県、農協グループ、学校

給食会が政府米との差額を、県２分の１、農協と市町村

が４分の１を負担するとしている。県は負担の上限を１千

万円としているが、冷害による高騰で負担総額が5500

万円となり、農協と市町村の負担が大きくなっている。

等級引き下げ、給食費の値上げなども想定されている。

●山梨県の農協、学校給食に炊飯器を贈る

日本農業新聞03年12月13日付によると、ＪＡ山梨中央会

は３年前から米飯給食用炊飯器釜、保温食缶などを学

校給食施設に贈る活動を行っている。今年は小淵沢町

学校給食センターに贈呈され、同町では週2.5回を３回

に増やすとしている。

●北海道、水産品の地場産消費推進運動

北海道新聞03年12月５日付によると、北海道は04年度、

北の海の恵み愛食総合推進事業を行い、学校給食向

けの製品開発や地産地消の推進、北海道の水産業な

どを小学校向けに副読本にするなどの活動を行う。

【民間委託・合理化】

●学校給食調理の民間委託13.4％に

日本経済新聞03年12月10日付によると、文部科学省調

査で学校給食調理の民間委託は前回の01年度調査に

比べ1.9％増の13.4％となった。また、調理員の非常勤

職員率は28.9％となり増加傾向にある。

●京都市の養護学校クッ クチル方式に

反対署名２万

毎日新聞03年12月９日付、12日付によると、京都市は

来年度より市立養護学校でクックチル方式の学校給食

を予定。クックチル方式は、調理した食品を急速冷却

し数日保存、再加熱して提供する方法。これに対して、

現行方式の維持を望む請願署名が２万１千人集まった。
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しかし、12月11日、この請願は市議会文教委員会で不

採択となった。

●財務省、調理員の給与削減を求める

読売新聞03年11月15日付によると、財務省は、地方公

務員の技能労務職給与について各地方自治体に対し給

与を引き下げるよう求める方針を示した。

【衛生管理】

●石川県小松牛乳、異味で回収

北国新聞03年12月３日、毎日新聞03年12月３日、７日付

によると、11月末、石川県の小松牛乳が出荷した学校

給食用、市販用の牛乳で異味があり、金沢市内の小

中学生ら55人が腹痛などを訴えた。原因は生産者が行

った搾乳機の洗浄すすぎの時間が短く洗浄液が混入し

たことと推定、小松牛乳の検査不備も指摘した。

小松牛乳は、11月下旬にホリ乳業の給食用牛乳で児童

生徒が異常を訴えたため学校給食用牛乳を代替してい

た。今後、北陸乳業が小松牛乳に変わって納入する。

【そ の他】

●横浜市で国際子ども食料会議

日本農業新聞03年11月29日付によると、国連食糧農業

機関（ＦＡＯ）、国連世界食糧計画（ＷＦＰ）、横浜市

はよこはま国際子ども食料会議を開き、市内小中学生2

00人が参加した。日本の食料事情や世界の飢餓の実

態が報告され、学校給食の残飯のゆくえを小学生が発

表、中学生がネパールの貧困問題を発表した。

●愛知県田原市、公用車に学校給食廃油使用

日建産業新聞03年12月２日付によると、愛知県田原市

は、学校給食の食用廃油を利用し軽油の代替燃料を

つくり、同市の公用車に使用する。将来は一般家庭か

らの回収油も使用する見通し。
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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
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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。


