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地場産を考える

農水省地産地消等実態調査結果概要をうけて
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■調査概要

2005年５月10日、農林水産省より「平成16年度農産

物地産地消等実態調査結果の概要」が公表されまし

た。この調査では、産地直売所、農産加工場、学校

給食における地場農産物の取り扱い状況について調査

されています。

学校給食については、公立小中学校、共同調理場

1,672に調査し、回答数が1,636でした。小中学校は、

単独調理方式校を対象にしています。

調査によれば、学校給食における地場農産物の使

用は、「恒常的に使用している」が76.6％、「平成15年

に試験的に使用した」が6.8％、「使用していない」が

14.0％となっています。この結果から、全体の約８割強

が地場産農産物を使用しているとしています。

関東や近畿では使用していない割合が低く、他の地

域では約９割が使用しており、都市部での地場産農産

物使用が進んでいないことがわかります。
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使用した品目は、野菜類が87.9％、米が59.6％、果

実類が46.4％、いも類が43.9％となっています。

単独調理場と共同調理場をみてみると、共同調理場

では、農産加工品、肉加工品の比率が単独校調理場

より高くなる傾向をみせており、品揃えや調理のしやす

さから、加工品を好む傾向が分かります。

仕入れ先は、学校給食会が47.2％、農協関係が43.2

％、一般小売店が39.0％、農家（生産者団体等）が

38.7％となっています。

３年前との比較では、取り扱いが増えたのが56.0％、

変わらないが39.4％などとなっており、３年後に増やした

いというのが76.4％となっています。
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地場農産物をつかった取り組みとしては、小中学校

のうち58.0％が児童生徒への食材の紹介を行っており、

効果としては、「安全・安心な給食の提供」が74.2％、

「食育に活用」が61.1％、「地場農産物嗜好の喚起」

が42.9％、「安価な食材仕入れ」が30.0％、「児童生徒

と生産者のコミュニケーション」が17.3％という回答にな

っています。

課題としては、「量が揃わない」63.5％、「種類が少

ない」52.8％、「調理員の負担が大きい」37.9％、「価

格が高い」26.4％となっています。
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■調査を受けて

このような全国調査が行われたことは、地場農産物

への取り組みが拡大し、また、食教育や地域教育と、

農業や地域振興の面から注目されていることからです。

また、地場農産物の販売所だけでなく、学校給食も対

象にされたことは、学校給食への地域の期待が大きい

ことを物語っています。

一方、この調査が、農林水産省が行ったもので、文

部科学省では、学校給食の食材の由来や加工方法、

調理方法や、教育としての学校給食の活用について、

毎年の全国調査では対象にしていません。文部科学省

の調査は、給食実施率やセンター比率、食器の素材、

民間委託比率、栄養職員の配置比率などが中心で、

食材については、米飯給食の実施率ぐらいしかありま

せん。

児童・生徒への教育的な観点から、このような調査

を文部科学省に行って欲しいと思います。

さて、調査結果については、おおよそ近年受けてい

た印象と一致する結果だと思います。ただ、本調査が、

食材購入決定者の動向に焦点を絞ってあるため、食教

育として具体的にどのような活用をしているのかなどが

見えてきません。

また、「地場農産物」の定義についてもよく分かりま

せん。

学校区の農産物なのか、市町村単位での農産物な

のか、県産品ならば「地場農産物」になるのか？ 地

場農産物といっても、児童・生徒が歩いて見に行ける

距離の「地場農産物」と、見に行くことができない「地

場農産物」では、その意味や教育的な価値はずいぶ

んと異なります。

以前、ある自治体で、地場産のリストに「こんにゃく」

があり、「こんにゃく芋は生産していないのでは？」と質

問したところ、「こんにゃく芋は生産していないが、こん

にゃくを地場の業者が加工しているから地場産に加え

た」との回答がありました。

このように、地場産と言えるかどうか不明瞭なものも

あります。

教育の一環として学校給食に地場産農産物を導入す

る際、近くの農産物であれ、県産品というくくりであれ、

あるいは、都市部のように産直のものであれ、それを

どのように教育に活かすのかを考えなければ、地場農

産物としての意味や価値がそこなわれます。

そういった意味で、今回の調査を受けて、「地場農

産物が増えているから食育が進んでいる」などと思うこ

とはできません。

今回の調査をきっかけにして、学校給食を教育の一

環としてとらえ、地域や地域の農業と学校をどのように

結びつけていくのかを考えるきっかけになればと思い

ます。

（学校給食ニュース 牧下圭貴）



5学校給食ニュース 73号 2005.6

最近のできごと

0５年４月～６月の新聞などからの情報

【食材・地場産ほか】

●高知県須崎市で給食用野菜生産グループ

日本農業新聞05年４月２日付によると、高知県須崎市で

は、市内の児童数500人ほどの小学校と地域の農業振

興センターの要望で、学校給食に地元の旬の野菜果

物を生産するために、女性生産者グループが誕生した。

直売所の生産者の有志が結成したもので、学校栄養

士と連携して栽培・供給する作物の選択や品質維持を

行うとしている。あわせて、直売所を経由して地場生

産できないもののあっせんも行う。

●静岡県、抹茶パンに続きミカンパン開発

静岡新聞05年４月12日付によると、しずおか地産地消

推進協議会学校給食部会の委託を受け、県学校給食

会と県学校給食パン協同組合が県産ミカンを使用した

ミカンパンを開発した。抹茶パンに続き、県産主要作

物のパンとなる。材料配合は３％程度。小麦の由来に

ついては記事では触れていない。

●大分県玖珠町、直売所が学校給食向け生産

日本農業新聞05年４月14日付によると、大分県玖珠町

では、生産者の直売所が05年３月に学校給食部会を設

立し、学校給食センターと連携して地場産野菜の生産、

供給をすすめていく予定。

●福井県清水町で地場産味噌を給食に

日本農業新聞05年５月７日付によると、福井県清水町で

は、1980年から清水町大豆加工施設青空グループが

地場産の大豆から味噌をつくり、地域の学校給食など

で利用されている。また、小学校の社会科見学なども

積極的に受け入れている。

【運営・民間委託ほか】

●滋賀県大津市、学校給食センターの建て替え

日刊工業新聞05年４月12日付によると、滋賀県大津市

では３給食センターを持つが、老朽化した南部学校給

食共同調理場を移転新築することとなった。06年度の

志賀町との合併による給食調理数の増加も理由のひと

つ。

●千葉県浦安市、ＰＦＩ方式のセンター着工

建設通信新聞05年４月７日付によると、千葉県浦安市

がＰＦＩ方式で行う千鳥学校給食センターが起工した。

●三重県学校給食牛乳問題決着

食品新聞05年４月１日付によると、三重県の学校給食牛

乳の問題が解決した。三重県では、県内最大手の乳

業メーカーが採算性を理由に学校給食牛乳より撤退し

た。１日約15万本約８万本を占めていた業者の撤退に対

し、結果的には、県内の２酪農協同組合と県外の２業

者が、価格や配送についての条件を改善することで引

き受けることとなった。記事では、価格や配送条件な

どについて問題が以前から表面化していたにも関わら

ず、最大手が撤退するまで対策が取られなかった点を

指摘している。

●神奈川県川崎市、ＰＦＩ給食導入方針

建設通信新聞05年５月12日付によると、神奈川県川崎

市の教育委員会は、黒川地区の小中学校を新設する

にあたり、ＰＦＩ方式を導入する事業概要をまとめた。小

中学校の運営は市が担当するが、学校給食業務、学

校施設開放業務、地域コミュニティー施設管理業務は

ＰＦＩ事業者が担当する方針。

●給食受託のニッコクトラスト、東洋紡績子会社を買収

日本食糧新聞05年５月９日付によると、事業所や学校給

食の受託を行う（株）ニッコクトラストは、東洋紡績（株）

の子会社が分社化した給食事業・冷凍食品事業部門
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を子会社化した。同部門の給食受託事業は16億円、

ニッコクトラストの給食受託業務は324億円。ニッコクト

ラストは、近年公立学校、老健・特養の受託が伸びて

いるという。

●北海道倶知安末の中学校で給食時間制限

北海道新聞05年５月２日付によると、北海道倶知安町の

東陵中（生徒220名）では専用の食堂で全校生が給食

を食べているが、今年度食べる時間を12分に決め、タ

イマーで管理した。保護者からは、刑務所のようだな

どと批判が出たが、校長は、規律が必要で12分あれ

ば十分としている。

●宮城県塩竃市で自校調理給食を見直し方針

河北新報05年５月１日付によると、宮城県塩竃市は、財

政難により行政改革を行う中、自校調理方式ですすめ

ている学校給食の見直し、具体策の検討をまとめると

している。

●岩手県遠野市、給食方式の大幅見直し提言

河北新報05年４月27日付によると、岩手県遠野市は東

北産業活性化センターに老朽化した学校給食センター

の再整備についての提言を要請、このほど調査報告書

がまとめられた。それによると、整備はＰＦＩ方式、地

場の食材を一次加工し調理済み食品に変える設備の導

入、青果物の受発注は生産者、センター、納入業者

が共有するしくみ、学校給食稼働時間以外を乳幼児、

高齢者の福祉施設などに給食提供できる総合施設化な

どを提言。遠野市はこれを元に計画を検討するとして

いる。

【環境】

●三重県鈴鹿市、給食残さを肥料に

中日新聞05年４月15日付によると、三重県鈴鹿市のホ

ンダ鈴鹿製作所は自動車生産ででる汚泥のうち汚染の

ないものと、鈴鹿市内の学校給食残さ、農家のもみ殻

などから肥料を生産する施設を完成させ運用をはじめ

た。学校給食残さは年間50トン、生産する肥料は年間

500トン。

●千葉県いすみ鉄道で菜種油廃油を燃料に

日本経済新聞、東京新聞05年４月10日付によると、千

葉県大多喜町、大原町間を走るいすみ鉄道では、沿

線の菜の花から菜種油を搾り、それを学校給食に使用

し、廃油をＢＤＦ（バイオ・ディーゼル燃料）として電

車の燃料に利用する構想を立てている。実現すれば国

内初。

【アレルギー】

●宮城県仙台市、学校向けアレルギー対応指導書配布

河北新報05年５月23日付によると、仙台市教委は、学

校向けに食物アレルギー対応策のマニュアルを配布し

た。就学時健康診断、保護者説明会、個別面談によ

る聞き取りや、保護者、医師との連携を求めている。

また、医師の指示に基づいて、「除去食」「代替食」「弁

当持参」を認めるほか、野外活動や修学旅行、家庭

科、総合学習で食を扱う際の注意点などもまとめてい

るという。

【食器】

●石川県金沢市の給食用漆器食器、夏休みに塗り直し

日経産業新聞05年４月27日付によると、石川県金沢市

が５年前に小中学校用に導入した約４万個の漆器を山

中漆器連合協同組合が夏休みに塗り直しして再生させ

る。従来は、寿命が５年で老朽化すると破棄していた

が、塗り直しであればコストは５分の１となるという。

【食育】

●宮城県仙台市、出前講座で「学校給食と食育」

河北新報05年５月７日付によると、宮城県仙台市は市職

員が町内会や地域の集会で市の政策などを説明する

「市政出前講座」の新年度テーマを発表した。今年

度は、「学校給食と食育講座」などを新たに設置して

いる。この取り組みは2002年度より実施されている。

●神奈川県、食の安全基本方針を公表

日本農業新聞05年５月８日付によると、神奈川県の食の

安全・安心推進協議会は、「かながわ食の安全・安心

の取り組み（2005年度版）」をまとめた。２回目のとりま

とめとなる。食育や地産地消なども基本方針と上げら
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れ、学校給食の活用もうたわれている。

神奈川県のホームページ内にある文書へのリンク：

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seikatueisei/anze

n/torikumi/17/H17torikumi.pdf

●日本ガイシ会長、小規模農業と学校給食の教材化を

提案

日本経済新聞05年５月23日付では、「インタビュー領空

侵犯」で日本ガイシ会長の柴田昌治氏の意見を掲載し

ている。柴田氏は、不揃いの野菜や市場出荷されない

雑魚にこそ価値があり、市場メカニズムによって画一化

した食材と食生活に警鐘を鳴らしている。そして、学校

給食を改革して、地元の味覚、自然、環境を学ぶ場と

して活用することを提言。さらに、農業も、個々の農家

は少量生産、産直を基本に多様性を生かして欲しいと

提案している。

●青森県鶴田町の朝ごはん条例その後

日本農業新聞05年５月16日付によると、04年４月に「朝

ごはん条例」を施行した青森県鶴田町では、週５日を

すべて米飯給食に切り替え、町内小中学校全７校にご

飯が冷めないよう保温ジャー約80台を導入した。また、

給食費抑制もかねて、自宅からご飯を持参する日を週

２日設けた。その結果、家庭で炊飯しご飯を食べる機

会が増えるという波及効果も生まれた。

リンゴ産地の鶴田町では、あわせて、町内産リンゴが

給食に毎日出るようになった。また、町内の農家８人が

学校給食応援隊を組織、05年度は月１品目以上を目標

に、無農薬での栽培野菜を納入する方針。ＪＡは、学

校給食用米を減農薬減化学肥料栽培とし、転作大豆で

の豆腐や油揚げも検討中としている。

【その他】

●学校給食受託管理士資格認定制度

日本食糧新聞05年４月27日付によると、社団法人日本

給食サービス協会学校給食協議会は、学校給食受託

管理士資格認定制度をスタートさせた。はじめての講

習会は２月下旬から３月に全国５カ所で開催され、約800

人が受講した。業界の認定資格であり、国家資格では

ない。

●名古屋市で「給食フェア」開催

中日新聞05年４月10日付けによると、名古屋市で第六

回の給食フェアが開催された。主催は自治労名古屋市

労働組合学校支部。パネル展示や地産地消について

の講演、給食の試食などが行われた。

●米粉パン普及の旗振りは学校給食

愛媛新聞05年５月９日付は、米粉パンの普及について

の特集記事を掲載した。記事では、愛媛県でも米粉食

品普及推進協議会が発足し、全国協議会もできており、

農水省主導で米粉パン導入がすすめられていることを

紹介。学校給食での導入が需要増への旗振り役になっ

ていることを指摘し、旧鳥取市（合併前）で小中学校

40校が月１度強米粉パンを出し、コスト増を市が負担し

ていることを取り上げ、愛媛県では、四国中央市が試

験導入する程度で、製粉請負業者が県内にないことな

どから導入が進んでいないと指摘している。

●農水省、直売所調査で学校給食利用の現状

日本農業新聞05年５月11日付によると、農水省が市町

村、ＪＡ、第三セクターの常設直売所、農産か控除、

単独調理方式の学校給食実施校に調査を行った。直

売所の売上動向や、小中学校給食での地場産利用に

ついての調査の結果、地場産農産物を恒常的に利用し

ているのは約８割で、56％が３年前より増加しており、

76％が３年後までにもっと増やしたいと解凍していた。

●福岡県の小中学生食事調査まとまる

西日本新聞05年５月11日付によると、福岡県学校給食

研究協議会の食生活等実態調査がまとまった。福岡県

内の小中学生を対象に調査したもの。朝食を必ず食べ

るのは小学生で84.8％、中学生で76.3％であり、ほとん

ど食べないが小学生で3.7％、中学生で7.1％あった。学

校給食については、「よく残す」「時々残す」が中学生

で46.2％、小学生で39.6％となっている。この調査は、

平成17年度末に報告書としてまとめられるという。

●農水省、地産地消行動計画を立てる

日本農業新聞05年５月27日付によると、農水省は、新

たな「食料・農業・農村基本計画」に沿って地産地
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消をすすめる行動計画を立てた。学校栄養職員向けの

講演会などを通じ、地場産農産物利用の拡大を目指す。

●茨城県水戸市、私立高校内に給食工場

日経産業新聞05年５月24日付によると、茨城県の弁当

会社こうじやは、水戸市の私立水戸短大付属高校敷地

内に自社学校給食センターを建設し、２高校に約２千食

を配食する。ご飯と味噌汁は大型容器で教室に運び、

おかずは弁当形式の容器で配る。同社は、すでに、

水戸市の私立リリーベール小学校にも給食を配達して

おり、学校給食のノウハウを蓄積する方針。

おしらせ 夏期学校給食学習会の申込み締め切りは７月20日

例年開催されております夏期学校給食学習会（主催：日本教職員組合、東京都学校給食栄養士協議会、全国学校給食

を考える会）の申込みが開始されました。詳しくは別添のチラシまたは、ホームページをご覧ください。

今回は、「食育ブームにだまされない」「全国各地の学校給食を食べあるいて」などの講演のほか、ＢＳＥ（狂牛病）

問題、肉類の流通実態、アレルギー問題、遺伝子組み換えの作物と動物、合理化、民間委託問題などを専門家や

現場の事例を交えて学習・討論します。多くのご参加をお待ちしております。

日程 2005年８月３日（水）～８月５日（金）

場所 ローズホテル横浜（神奈川県横浜市）

参加費 資料代込みで3日間6,000円、2 日間4,500円、1日間3,000円 （昨年より値下げました）

学校給食ニュース 7３号

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
東京都目新宿区早稲田町75-２F（電話03-5155-4765）
●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。学校給食ニュースへの感想やご意見もお願いします。

ここに記入していただくか、文書・写真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。


