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今月のトピックス

改定学校給食法成立、食育の期待と合理化の現実

学校給食法の改定を含む「学校保健法等の一部を改

正する法律」が平成20年６月11日に可決成立しました。

平成20年６月18日公布、平成21年（2009年）４月１日に施

行されます。

この法律は、「学校保健法」を「学校保健安全法」に改定

し、学校安全についての規定をいれたことと、「学校給食

法」を改正することを目的に行われました。

法律は、政府原案に対して、「学校保健安全」の部分に

ついて、一部修正されましたが、「学校給食法」改正部分

は原案通りに可決しています。

また、衆議院、参議院ともに、この法律について附帯決

議が行われており、学校給食法関係の部分についても

決議されています。

学校給食法の改定については、学校給食ニュース2008

年５月号で特集し、問題点の整理をしています。

学校給食法改定の特徴としては、

栄養教諭制度導入、食育基本法成立、教育基本法等の

改定を受けて、食育や学校における食の全体計画策

定、栄養教諭についての法的な整合性のために行われ

たものです。

時系列では、以下のようになります。

平成16年（2004年） ５月 「栄養教諭制度の創設に係

る学校教育法等の一部を改正する法律」

平成17年（2005年） ６月 「食育基本法」（議員立法）

平成18年（2006年） ３月 「食育推進基本計画」

平成18年（2006年） １２月「学校教育法」を含めたいわ

ゆる「教育三法」の改定

平成19年（2007年） ３月「食に関する指導の手引」改定

平成20年（2008年） １月「子どもの心身の健康を守り、

安全・安心を確保するために

学校全体としての取組を進めるた

めの方策について」（中教審答申）

学校給食法は、学校給食の設置者である地方自治体に

対し、学校給食設置を義務づけていない推奨法です。

今回の改定によっても、推奨法の位置づけは変わらず、

学校給食の設置は地方自治体等にゆだねられていま

す。

その一方で今回の改定では、「学校給食実施基準」「学

校給食衛生管理基準」についての法的根拠を明確にし、

国の指導権限を盛り込んでいます。

今後、文部科学省より、これら「実施基準」が策定、発表

されることになりますが、この内容によっては、今の学校

給食に大きな影響を与えることになります。

それぞれの地域ごとの学校給食をよりよくしていく上で、

どのような「学校給食実施基準」「学校給食衛生管理基

準」が望ましいのか、整理し、文部科学省に対して伝えて

いく必要もあります。

今回は、改定された学校給食法本文および、文部科学

省の通達、衆議院、参議院の法律に関する附帯決議、

法律の前提となる中教審答申についての学校給食に関

する部分を資料として掲載しました。

今後の取り組みの参考としてください。

合わせて、学校給食ニュース５月号もご参照ください。
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学校給食法

目次

第一章 総則（第一条―第五条）

第二章 学校給食の実施に関する基本的な事項

（第六条―第九条）

第三章 学校給食を活用した食に関する指導（第十条）

第四章 雑則（第十一条―第十四条）

附則

第一章 総則

（この法律の目的）

第一条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心

身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生

徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重

要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食

及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し

必要な事項を定め、もって学校給食の普及充実及び学

校における食育の推進を図ることを目的とする。

（学校給食の目標）

第二条 学校給食を実施するに当たつては、義務教

育諸学校における教育の目的を実現するために、次に

掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。

一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図るこ

と。

二 日常生活における食事について正しい理解を深

め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及

び望ましい食習慣を養うこと。

三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精

神を養うこと。

四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであること

についての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神

並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 食生活が食に関わる人々の様々な活動に支えられ

ていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度

を養うこと。

六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化について

の理解を深めること。

七 食料の生産、流通、及び消費について、正しい理解

に導くこと。

（定義）

第三条 この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げ

る目標を達成するために、義務教育諸学校において、そ

の児童又は生徒に対し実施される給食をいう。

２ この法律で「義務教育諸学校」とは、学校教育法

（昭和二十二年法律第二十六号）に規定する小学校、中

学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の

小学部若しくは中学部をいう。

（義務教育諸学校の設置者の任務）

第四条 義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育

諸学校において学校給食が実施されるように努めなけれ

ばならない。

（国及び地方公共団体の任務）

第五条 国及び地方公共団体は、学校給食の普及と

健全な発達を図るように努めなければならない。

第二章 学校給食の実施に関する基本的な事項

（二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な

施設）

第六条 義務教育諸学校の設置者は、その設置する

義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設とし

て、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要

な施設（以下において「共同調理場」という。）を設けるこ

とができる。

（学校給食栄養管理者）

第七条 義務教育諸学校又は共同調理場において学

校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員（第

十条第三項において「学校給食栄養管理者」という。）

は、教育職員免許法 （昭和二十四年法律第百四十七

号）第四条第二項 に規定する栄養教諭の免許状を有

する者又は栄養士法 （昭和二十二年法律第二百四十
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五号）第二条第一項 の規定による栄養士の免許を有す

る者で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を有

するものでなければならない。

（学校給食実施基準）

第八条 文部科学大臣は、児童又は生徒に必要な栄養

量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実

施するために必要な事項（次条第一項に規定する事項

を除く。）について維持されることが望ましい基準（次項に

おいて「学校給食実施基準」という。）を定めるものとす

る。

２ 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学

校給食実施基準に照らして適切な学校給食の実施に努

めるものとする。

（学校給食衛生管理基準）

第九条 文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施

設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生

管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必

要な事項について維持されることが望ましい基準（以下こ

の条において「学校給食衛生管理基準」という。）を定め

るものとする。

２ 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、

学校給食衛生管理基準に照らして適切な衛生管理に努

めるものとする。

３ 義務教育諸学校の校長又は共同調理場の長は、学

校給食衛生管理基準に照らし、衛生管理上適正を欠く

事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のた

めに必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることがで

きないときは、当該義務教育諸学校若しくは共同調理場

の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

第三章 学校給食を活用した食に関する指導

第十条 栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を

自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校給

食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性

についての指導、食に関して特別の配慮を必要とする児

童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給食を

活用した食に関する実践的な指導を行うものとする。この

場合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよ

う、学校給食と関連付けつつ当該義務教育諸学校にお

ける食に関する指導の全体的な計画を作成することその

他の必要な措置を講ずるものとする。

２ 栄養教諭が前項前段の指導を行うに当たつては、当

該義務教育諸学校が所在する地域の産物を学校給食に

活用することその他の創意工夫を地域の実情に応じて行

い、当該地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の

恵沢に対する児童又は生徒の理解の増進を図るよう努

めるものとする。

３ 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭

に準じて、第一項前段の指導を行うよう努めるものとす

る。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準

用する。

第四章 雑則

（経費の負担）

第十一条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に

要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち

政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担

とする。

２ 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経

費（以下「学校給食費」という。）は、学校給食を受ける児

童又は生徒の学校教育法第十六条 に規定する保護者

の負担とする。

（国の補助）

第十二条 国は、私立の義務教育諸学校の設置者に

対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内におい

て、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経

費の一部を補助することができる。

２ 国は、公立の小学校、中学校又は中等教育学校の

設置者が、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育

法第十六条 に規定する保護者（以下この項において

「保護者」という。）で生活保護法 （昭和二十五年法律第

百四十四号）第六条第二項 に規定する要保護者（その

児童又は生徒について、同法第十三条 の規定による教

育扶助で学校給食費に関するものが行われている場合

の保護者である者を除く。）であるものに対して、学校給

食費の全部又は一部を補助する場合には、当該設置者

に対し、当分の間、政令で定めるところにより、予算の範
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囲内において、これに要する経費の一部を補助すること

ができる。

（補助金の返還等）

第十三条 文部科学大臣は、前条の規定による補助

金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該

当するときは、補助金の交付をやめ、又は既に交付した

補助金を返還させるものとする。

一 補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。

二 正当な理由がなくて補助金の交付の決定を受けた

年度内に補助に係る施設又は設備を設けないこととなつ

たとき。

三 補助に係る施設又は設備を、正当な理由がなくて

補助の目的以外の目的に使用し、又は文部科学大臣の

許可を受けないで処分したとき。

四 補助金の交付の条件に違反したとき。

五 虚偽の方法によつて補助金の交付を受け、又は受

けようとしたとき。

（政令への委任）

第十四条 この法律に規定するもののほか、この法律

の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定め

る。

附 則 （略）

文部科学省スポーツ・青少年局長通知

平成２０年７月９日

文部科学省スポーツ・青少年局長通知

学校保健法等の一部を改正する法律の公布について

（通知）より、学校給食部分抜粋

このたび、別添１（略）のとおり、「学校保健法等の一部を

改正する法律（平成２０年法律第７３号）」（以下「改正法」

という。）が平成２０年６月１８日に公布され、平成２１年４

月１日から施行されることとなりました。

今回の改正は、メンタルヘルスに関する問題やアレルギ

ー疾患を抱える児童生徒等の増加、児童生徒等が被害

者となる事件・事故・災害等の発生、さらには、学校にお

ける食育の推進の観点から「生きた教材」としての学校給

食の重要性の高まりなど、近年の児童生徒等の健康・安

全を取り巻く状況の変化にかんがみ、学校保健及び学

校安全に関して、地域の実情や児童生徒等の実態を踏

まえつつ、各学校において共通して取り組まれるべき事

項について規定の整備を図るとともに、学校の設置者並

びに国及び地方公共団体の責務を定め、また、学校給

食を活用した食に関する指導の充実を図る等の措置を

講ずるものです。

改正の概要及び留意事項については下記のとおりです

ので、関係各位におかれましては、その趣旨を十分御理

解の上、適切な対応をお願いするとともに、各都道府県

教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市町

村教育委員会に対して、各都道府県知事におかれて

は、所轄の学校（専修学校を含む。）及び学校法人等に

対する周知を図るようお願いします。

また、本改正法については、別添２及び別添３のとおり、

衆議院文部科学委員会及び参議院文教科学委員会に

おいて、それぞれ附帯決議が付されておりますので、こ

れらの点に十分留意されるよう御配慮願います。

なお、改正法は、関係資料と併せて文部科学省のホーム

ページに掲載しておりますので、御参照ください。また、

関係政省令の改正及び関係告示の制定については、追

ってこれを行い、その内容については別途通知する予定

ですので、予め御承知おき願います。

第一 改正法の概要

第２ 学校給食法の一部改正関係

（改正法第２条関係）

（１）法律の目的

本法の目的を、学校給食が児童及び生徒の心身の健全

な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に
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関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割

を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校

給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事

項を定め、もつて学校給食の普及充実及び学校におけ

る食育の推進を図ることとしたこと。（第１条関係）

（２）学校給食の目標

学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校に

おける教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が

達成されるよう努めなければならないこととしたこと。

１ 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。

２ 日常生活における食事について正しい理解を深め、

健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望

ましい食習慣を養うこと。

３ 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神

を養うこと。

４ 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることに

ついての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並

びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

５ 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられ

ていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度

を養うこと。

６ 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化について

の理解を深めること。

７ 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に

導くこと。（第２条関係）

（３）学校給食実施基準

文部科学大臣は、学校給食の適切な実施のために必要

な事項について維持されることが望ましい基準を定める

ものとし、学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者

は、当該基準に照らして適切な学校給食の実施に努め

るものとしたこと。

（第８条関係）

（４）学校給食衛生管理基準

１ 文部科学大臣は、学校給食の適切な衛生管理を図

る上で必要な事項について維持されることが望ましい基

準を定めるものとし、学校給食を実施する義務教育諸学

校の設置者は、当該基準に照らして適切な衛生管理に

努めるものとしたこと。

２ 義務教育諸学校の校長は、１の基準に照らし、適正

を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、改善に必

要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないと

きは、学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとした

こと。

（第９条関係）

（５）学校給食を活用した食に関する指導

１ 栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら

営むことができる知識及び態度を養うため、学校給食を

活用した食に関する実践的な指導を行うものとし、この場

合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよ

う、学校給食と関連付けつつ食に関する指導の全体的な

計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものと

したこと。

２ 栄養教諭が１の指導を行うに当たつては、地域の産

物を学校給食に活用することその他の創意工夫を行い、

地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対

する児童又は生徒の理解の増進を図るよう努めるものと

したこと。

３ 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭

に準じて、学校給食を活用した食に関する指導を行うよう

努めるものとしたこと。（第１０条関係）

第３ 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関す

る法律の一部改正関係（改正法第３条関係）

夜間課程を置く高等学校における学校給食の実施につ

いて、学校給食実施基準及び学校給食衛生管理基準に

関する規定を準用することとしたこと。（第７条関係）

第４ 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校

給食に関する法律の一部改正関係（改正法第４条関係）

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食

の実施について、学校給食実施基準及び学校給食衛生

管理基準に関する規定を準用することとしたこと。（第６条

関係）

第５ 施行期日等

１ この法律は、平成２１年４月１日から施行すること。（附

則第１条関係）

２ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合にお

いて、この法律による改正後の規定の施行の状況につい

て検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基

づいて所要の措置を講ずるものとすること。（附則第２条
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関係）

３ この法律の施行に伴い、関係法律に関し、所要の規

定の整備を行うこと。（附則第３条から第１１条まで関係）

４ その他所要の改正を行うこと。

第二 留意事項

第２ 学校給食法関連

（１）学校における食育の推進と栄養教諭の配置促進に

ついて

改正法により、法律の目的に「学校における食育の推進」

が明確に位置付けられ、学校給食の目標についても食

育推進の観点から見直しが行われるとともに、第１０条に

おいては、栄養教諭が学校給食を活用した食に関する

実践的な指導を行うこととされたところであり、各都道府

県教育委員会等においては、このような改正法の趣旨を

踏まえ、学校給食を活用しつつ、教育活動全体を通じて

学校における食育の更なる推進を図るとともに、学校に

おける食育推進の中核的な役割を担う栄養教諭の一層

の配置拡大に努めていただきたいこと。

なお、このことについては、「栄養教諭の配置促進につい

て」（平成１９年７月１１日付け１９文科ス第１５６号文部科

学省スポーツ・青少年局長及び初等中等教育局長通知

並びに１９文科ス第１５７号文部科学事務次官通知）も併

せて参照されたいこと。

（２）学校給食における地場産物の活用の推進（第１０条

第２項）

栄養教諭が学校給食を活用した食に関する実践的な指

導を行うに当たり、学校給食において地場産物を活用す

ることは、地域の自然や環境、食文化、産業について理

解を深めたり、生産者や生産過程を理解し、食に携わる

人々や食べ物への感謝の気持ちを抱くことができるなど

教育的意義を有するものであることから、学校給食実施

校におかれては、学校給食における地場産物の積極的

な活用に配慮いただきたいこと。また、米飯給食は、日本

人の伝統的食生活の根幹である米飯の正しい食習慣を

身に付けさせたり、我が国の優れた伝統的な食文化につ

いての理解を深めること（第２条第６号）ができるなどの教

育的意義を有するものであり、引き続きその普及・定着に

努められたいこと。

なお、学校給食の食材として具体的にどのような食材を

用いるかについては、児童生徒の健康状態、家庭にお

ける食生活、生活活動の実態、食品の安全性の確保な

ど地域の実情等を踏まえ、学校給食実施者が適切に判

断すべきものであること。

（３）学校給食実施基準及び学校給食衛生管理基準（第

８条及び第９条）

１ 第８条及び第９条の規定に基づき、新たに文部科学

大臣が定める学校給食実施基準及び学校給食衛生管

理基準については、現行の「学校給食実施基準」（昭和２

９年文部省告示第９０号）及び「学校給食衛生管理の基

準」（平成９年文部省体育局長通知）の内容を踏まえつ

つ、各学校や地域の実情により柔軟に対応しうるものとな

るよう、今後内容の精査など必要な検討を進め、告示とし

て制定することを予定していること。

２ 学校給食の衛生管理上適正を欠く事項があり、改善

措置が必要な場合において、校長又は共同調理場の長

より第３項の申し出を受けた当該学校又は共同調理場の

設置者は、適切な対応をとるよう努められたいこと。

３ 学校給食の衛生管理に関しては、食の安全を揺るが

す様々な事案の発生が報告されている現状を踏まえ、よ

り安全で安心な食事を児童生徒に提供するため、今後と

も、学校給食の衛生管理の徹底に努めていただきたいこ

と。

下線は学校給食ニュースにて追加したものである。

学校給食ニュース 105号
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中央教育審議会答申

平成２０年１月１７日 中央教育審議会「子どもの心身

の健康を守り、安全・安心を確保するために

学校全体としての取組を進めるための方策について」

（答申）より 学校給食部分抜粋

はじめに

中央教育審議会は、平成19年３月29日に文部科学大臣

から「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保する

ために学校全体としての取組を進めるための方策につい

て」諮問を受けた。

我が国の学校保健、食育・学校給食、学校安全に関して

は、旧文部省に置かれた保健体育審議会において、平

成9年に「生涯にわたる心身の健康の保持増進のための

今後の健康に関する教育及びスポーツの振興の在り方

について」答申を行うとともに、本審議会においても、栄

養教諭制度の創設を答申した平成16年の「食に関する

指導体制の整備について」など、各課題について議論を

行い、これらに基づき各種の施策が推進されてきたところ

である。

しかしながら、現在、社会状況等の変化に伴い学校保

健、食育・学校給食、学校安全に様々な課題が生じてい

る。学校保健については、ストレスによる心身の不調など

メンタルヘルスに関する課題や、アレルギー疾患を抱え

る子どもへの対応に当たって、学校において子どもの状

況を日々把握し、的確な対応を図ることが求められてい

る。また、食育・学校給食については、子どもの食生活に

おいて朝食欠食、偏食、孤食といった課題が生じており、

学校において食育を推進することが求められている。さら

に、学校安全については、学校の内外において子どもが

犠牲となる、あってはならない事件・事故、交通事故や自

然災害などに対して、学校が適切な対応を行うことが求

められている。

今回の諮問理由においては、このような課題に対応する

ために、教職員のそれぞれの役割を明確にし、かつ、相

互の効果的な連携の在り方を探求した上で、学校全体

の取組体制を整備すること、地域の専門家や関係機関

の知見や能力を最大限に活用し、かつ、子どもの健やか

な発達について大きな責任を有する保護者との連携を

強化する取組や体制を整備・充実することの、二つの観

点から検討を行うことが示された。

これを受け、中央教育審議会では、学校保健、食育・学

校給食、学校安全について、スポーツ・青少年分科会に

学校健康・安全部会を設置し、精力的に審議を行ってき

た。また、平成19年11月に審議経過報告をまとめるととも

に、それをパブリックコメントに付し、各方面のご意見をい

ただいた。

この答申を機に、子どもの健康・安全を守る取組の重要

性について、学校、家庭、地域

及び関係行政機関における関係者の理解がより一層深

まり、それぞれの立場で求められる

活動につながることを期待している。

Ⅲ 学校における食育の推進を図るための方策

について

１．子どもの食を取り巻く状況とその対応

（子どもの食を取り巻く状況）

① 食は人間が生きていく上での基本的な営みの一つ

であり、健康な生活を送るためには健全な食生活は欠か

せないものである。しかしながら、近年、食生活を取り巻く

社会環境の変化に伴い、偏った栄養摂取、朝食欠食な

どの子どもの食生活の乱れや肥満傾向の増加、過度の

痩身などが見られるところであり、また、増大しつつある生

活習慣病と食生活の関係も指摘されている。

② 朝食については、「食べないことがある」とする小・中

学生の割合は、小学校５年生で14.6％、中学校２年生で

19.5％に達し、「ほとんど食べない」とする割合は、小学

校５年生で3.5％、中学校２年生で5.2％となっている（平

成17年度「児童生徒の食生活等実態調査」）。肥満傾向

児（性別・年齢別に身長別標準体重を求め、その平均体

重の120％以上の体重の者）については、小学校５年生

男子で11.6％に達している状況である（平成19年度学校

保健統計調査速報）。

③ 食習慣は、子どものころの習慣が成長してからの習

慣に与える影響が大きく、大人になって改めることは困難

を伴うものであり、子どもが将来にわたって健康に生活し
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ていくことができるようにするためには、子どもに対する食

に関する指導を充実し、食に関する正しい知識と望まし

い食習慣を身に付けさせることが重要な課題となってい

る。

④ また、食品の安全性や信頼性を揺るがす事案が生

じ、国民の関心が高まる中で、食品の品質や安全性につ

いて正しい知識・情報に基づいて自ら判断できる能力

（食に関する自己管理能力）を身に付けさせることが求め

られている。

⑤ 昭和29年に、学校給食法が制定され、学校給食の

法的根拠が明確になるとともに、「義務教育諸学校にお

ける教育の目的を実現するため」（同法第２条）とあるとお

り、学校給食が教育の一環であることが法的に位置付け

られた。その後、学習指導要領においても学校給食が特

別活動に位置付けられ、今日に至っている。

⑥ さらに、食に関する指導は、給食の時間以外にも、

家庭科、技術・家庭科や体育科、保健体育科をはじめと

した各教科や特別活動、総合的な学習の時間など、学

校の教育活動全体を通じて広く行われてきており、学校

においては、従来より、いわゆる「食育」に関する取組が

推進されてきたといえる。

現在では、食育を、食を通して健やかな心身と豊かな人

間性をはぐくむことを目的とした、知育、徳育及び体育の

基礎となるべきものとしてとらえ、学校における食育の一

層の推進が求められている。

（子どもの食をめぐる現代的な課題への対応）

① 近年、子どもの食生活の乱れが深刻化する中で、学

校における食に関する指導を充実し、子どもが望ましい

食習慣を身に付けることができるよう、平成16年に栄養教

諭制度が創設され、平成17年４月から栄養教諭の配置

が開始されているが、食に関する指導体制を整備し、学

校における食育をさらに推進するためには、その配置拡

大が不可欠である。

② また、学校における食育の推進のためには、校長の

リーダーシップの下に、学級担任はもとより、家庭科、技

術・家庭科や保健体育をはじめとする関係する教科の担

任や、児童生徒の健康の保持増進にあたる養護教諭な

ど関係教職員が連携・協力しながら、栄養教諭が中心と

なって組織的に取り組む体制を充実し、学校教育活動

全体において、各教科等の指導内容・方法を生かしつつ

教科横断的な指導として食に関する指導を充実するとと

もに、地場産物の活用の推進や米飯給食の一層の普及

・定着など学校給食の充実を図ることが重要である。さら

に、食に関する指導の効果を高めるためには、学校内の

取組にとどまらず、学校、家庭、地域の連携・協力体制を

つくることが求められている。

③ 平成17年６月には、食育を生きる上での基本であっ

て、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付

け、国民の食を取り巻く様々な課題等に対して、国が取

組を行うに際しての理念、関係者の責務、施策の基本的

な方向を明らかにした「食育基本法」が制定されている。

同法に基づき、平成18年３月に政府の「食育推進基本計

画」が策定され、内閣府をはじめ、文部科学省、厚生労

働省、農林水産省等の関係各府省庁が実施する食育に

関する施策について連携を図り、政府として一体的に取

り組む体制が整えられるとともに、地域や社会を挙げて

子どもに対する食育を積極的に推進することが求められ

ている。

（１）「生きた教材」としての学校給食の充実

① 学校給食は、成長期にある子どもの心身の健全な

発達のため、栄養バランスのとれた豊かな食事を提供す

ることにより、健康の増進、体位の向上を図ることはもちろ

んのこと、食に関する効果的な指導に資するものである。

特に給食の時間では、準備から後片付けを通して、計画

的・継続的に指導を行うことにより、子どもに望ましい食習

慣や食に関する実践力、豊かな人間関係を構築する力

を身に付けさせることが可能であるとともに、地場産物を

活用したり、地域の郷土食や行事食を提供することを通

じ、地域の文化や伝統に対する理解と関心を深め、食に

関する感謝の念をはぐくむことができるなど「心の教育」を

含め高い教育効果が期待されている。

また、学校における食育を推進する上で、給食の時間の

ほか、各教科や道徳、特別活動、総合的な学習の時間

等における食に関連する学習内容相互の緊密な連携を

図り、横断的・総合的な指導を行うとともに、その指導に

際し、学校給食を教材として積極的に活用することが求

められている。例えば、家庭科、技術・家庭科において

栄養バランスを学ぶ場合、当日の学校給食の献立を教

材として学習し、授業後の給食の時間に、実際に見て食

べることを通して学習内容の復習や確認を行うことにより
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理解を深める取組や、理科で栽培した植物や社会科で

学習した地場産物など、教科等で使用する教材を食材と

して意図的に学校給食の献立に活用することで、学習内

容をより身近にとらえさせる取組などが考えられる。

② このように、学校給食は、子どもの成長発達や活動

の源泉となるものであると同時に、極めて有効な教材とし

て多面的な活用を図ることができるものであり、また、子ど

もが毎日の学校生活の中で特に楽しみとしているものの

一つであって、生活の営みの一部であることから、自ずと

子どもの興味・関心を引き出し得る特性を有している。

このような特性にかんがみ、従前、各学校において、いわ

ゆる「生きた教材」として活用が図られてきたところである

が、今後とも、食育を推進する上で、学校の教育活動全

体を通じて、学校給食の有する教育的機能を最大限に

発揮させることができるような取組が求められる。

③ 給食の時間における指導は、教育課程上の特別活

動として極めて重要な学校教育活動であることから、ゆと

りを持って食事や指導ができるよう、地域や学校の実態

に応じ、十分な給食の時間の確保に努める必要がある。

また、学習活動の場である教室を食事の場としてもふさ

わしいものに整える工夫や、食堂やランチルームを有効

に活用して異学年や複数学級による会食を実施する取

組など、子どもたちが明るく和やかな雰囲気の中で学校

給食を楽しみ、豊かな人間関係を醸成することができるよ

うな食事環境の整備が求められる。

④ 学校給食の法的根拠である学校給食法は、昭和29

年に制定され、当初より学校給食が持つ教育的意義が

盛り込まれているが、今日、食育の推進が重視されてい

る中で、食への感謝の念や学校給食を通した地域文化

の理解、郷土への愛着など、学校給食が持つ食育推進

上の教育的意義をさらに明確にすることを検討することが

求められる。

⑤ また、文部科学省では、学校給食法の趣旨に則り、

学校給食を適正に実施するため、学校給食の実施の対

象や実施回数、児童生徒１人当たりの平均栄養所要量

等について定めた「学校給食実施基準」（昭和29年文部

省告示）を告示している。

国の責任として、全国において一定水準以上の学校給

食が実施されるよう基準を示すという観点から、「学校給

食実施基準」をより明確に法体系に位置付けることを検

討することが求められる。

⑥ なお、現在、小学校については全国の約99％が完

全給食を実施しているが、中学校については実施率が

約70％となっている。今後、中学校における学校給食の

実施を含め、学校給食の更なる普及・充実を図り、学校

給食が持つ食に関する指導の「生きた教材」としての意

義を家庭だけでなく、広く国民に発信することが重要であ

る。

（２）学校給食における地場産物の活用や郷土食・行事

食の活用

① 地場産物を学校給食に活用することにより、子ども

が、より身近に実感を持って地域の自然や環境、食文

化、産業等について理解を深めることができたり、生産者

や生産過程等を理解し、食べ物への感謝の気持ちを抱

くことなどができるため、その活用が積極的に進められて

いる。

② 政府の食育推進基本計画において、学校給食にお

ける地場産物の活用を促進するため、当該都道府県産

の地場産物を使用する割合を平成22 年度までに30％

以上とすることを目指すこととしており、文部科学省では、

各地域の地場産物の調達・納入方法や、地場産物を活

用した食に関する指導の実践を集めた事例集を作成・配

布（平成18年２月）し、地場産物の活用を促進している。

③ 食育推進基本計画に記載のとおり、学校給食にお

ける地場産物の活用は、子どもが食材を通じて地域の自

然や文化、産業等に関する理解を深め、関係者の努力

や食への感謝の念をはぐくむとともに、郷土への愛着を

深めるという教育的意義を有するものであり、その意義を

踏まえ、学校給食を活用して食に関する指導を行う際に

は、地場産物を積極的に活用し、地域の食文化への理

解を図ることに配慮するよう法的に位置付けることを検討

することが求められる。

④ 地場産物の種類・量が少ない都府県での活用の促

進方策も含め、各地域での地場産物の活用を推進する

ため、地域の生産者や関係機関と連携し、計画的、安定

的に供給できる体制の確立や地場産物を使用した加工

食品の開発のための支援を国が行うことが望まれる。

⑤ また、伝統的な日本文化である稲作、米食について

理解するとともに和食の食べ方を身につけることは、食文

化を継承する上で非常に重要であることから、今後とも、

米飯給食の普及啓発を図ることが求められる。

学校給食ニュース 105号
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⑥ さらに、学校給食を通して、伝統的な日本文化であ

る稲作・米食や郷土食、行事食について理解を深めるこ

とは、教育的意義を持つものであり、全国各地の郷土料

理や伝統料理を取り入れた学校給食の献立を広く周知

するための取組が望まれる。

２．食育・学校給食に関する学校内の体制の充実

（１）学校の教育活動全体を通じた取組

① 学校における食育は、給食の時間を中心に、特別

活動、各教科等の学校教育活動全体において、各教科

等の指導内容・方法を生かしつつ、教科横断的な指導と

して関連付け、体系的に行うことが重要である。

② このため、各学校において、食に関する指導の全体

計画を作成し、校長のリーダーシップの下に関係教職員

が連携・協力しながら、継続的、体系的な食育を行って

いくとともに、関係教職員の食育に対する意識の向上を

図ることが必要である。

③ 文部科学省では、各学校における食に関する指導

内容を充実させるため、教職員用の指導参考資料「食に

関する指導の手引」を作成し、各学校の取組を支援して

いる。

その中で、食に関する指導に係る全体計画に掲げること

が望まれる内容や全体計画の作成、全体計画を踏まえ

た指導を進めるに際しての留意点等を示すとともに、学

校における食育の推進に中核的な役割を担う栄養教諭

の果たす役割を提示している。

今後、学校における食に関する指導の全体計画の策定

を向上させ、継続的、体系的な食に関する指導を充実さ

せるためには、学校給食を「生きた教材」として活用した

食に関する指導の全体計画の作成に関し、法制度の整

備を検討することが望まれる。

（２）栄養教諭等

① 食に関する子どもの健康問題の深刻化に伴い、学

校給食の栄養管理や衛生管理などの職務を行う学校栄

養職員による担任教諭等の行う教科指導や給食指導へ

の専門的立場からの協力が行われてきた。しかしながら、

学校栄養職員が食に関する指導を行うために必要な専

門性は制度的に担保されていなかったため、児童生徒

の栄養の指導及び管理をつかさどる職員として、平成16

年度に栄養教諭制度が創設された。栄養教諭は、学校

における食育の推進の要として重要な役割を担ってお

り、各都道府県において配置が進んでいる。

栄養教諭は、学校給食の管理のほか、

ⅰ 他の教職員と連携・調整し、食に関する指導の全体

計画の策定など学校全体での取組に企画立案段階から

中心的に携わるとともに、啓発活動や保護者への助言

等、家庭や地域との連携を図るなど、学校の内外を通

じ、食に関する指導のコーディネーターとしての役割を果

たすこと

ⅱ 給食の時間をはじめとする特別活動、関連する各教

科などにおいて、学級担任や教科担任と連携しながら、

食に関する指導を行うこと

ⅲ 学級担任、養護教諭、学校医などと連携しつつ、肥

満傾向、過度の痩身、偏食傾向の子どもや食物アレルギ

ーを持つ子どもへの個別的な指導を行うこと

など学校における食育推進の中核的な役割を担ってい

る。

② 栄養教諭の職務は、学校教育法で「児童生徒の栄

養の指導及び管理をつかさどる」と定められている。学校

における食育の推進において、他の教職員や地域社会

と連携しつつ、その要としての役割を果たせるよう、栄養

教諭の役割・職務の明確化を図るための法制度の整備

を検討するとともに、各種研修会をはじめ様々な機会を

通じ、その周知を図る必要がある。

③ 学校における食育を推進する上で、栄養教諭の果

たす役割は極めて重要であるが、その配置は義務的なも

のではなく学校の設置者の判断にゆだねられており、未

だ配置がなされていなかったり、配置数が十分とはいえ

ない都道府県が見られる。

○栄養教諭の配置状況

平成17年度： 34 名（ ４道府県）

平成18年度： 359 名（ 26道府県）

平成19年度： 986 名（ 45道府県） 〔平成19年９月30日

現在〕

④ 各都道府県における栄養教諭の配置を促進するた

めには、国は栄養教諭制度の意義や具体的な成果を積

極的に発信し、自治体や国民の栄養教諭制度に対する

更なる理解の促進を図ることが求められる。

⑤ また、食に関する指導を充実するためには、多くの

学校給食ニュース 105号
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子どもが栄養教諭による指導を受けられるようにすること

が重要であり、栄養教諭の定数改善を図ることが必要で

ある。なお、将来的には、栄養教諭制度創設の趣旨に照

らし、免許法認定講習の適切な実施を通じ、希望するす

べての学校栄養職員が円滑に栄養教諭免許状を取得

し、計画的に栄養教諭に移行することが望まれる。

⑥ 栄養教諭が学校における食育の中核的な役割を担

っていくためには、常に食に関する新しい情報を収集し、

子どもに適切に指導を行うことができる指導力を身に付

けることが重要である。

現在、栄養教諭に対する国レベルでの研修については、

全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会や各地域で実施

する研修等における指導者の養成研修などを実施して

いる。

また、各都道府県においては、地方交付税措置により栄

養教諭・学校栄養職員新規採用研修や経験者研修等が

行われているが、教諭と比較して研修日数が少なく、不

十分な状況といえる。このため、国が研修プログラムのモ

デルを示し、研修内容と研修体制の充実を図る必要があ

る。また、教育公務員特例法上の初任者研修を栄養教

諭も対象とすることについては、学校内において直ちに

指導にあたる人材を確保することが困難であるなど課題

があるが、外部人材などの活用状況を勘案し、適宜、新

たに採用された栄養教諭に対する研修の充実について

検討することが求められる。

⑦ 学校栄養職員については、各学校の求めに応じて

ティーム・ティーチングや特別非常勤講師制度を活用し、

子どもの食に関する指導に取り組んできている。学校栄

養職員の職務には栄養教諭のように食に関する指導は

位置付けられておらず、学校における食育の推進に果た

す役割は異なるが、学校栄養職員は、栄養教諭への移

行が想定される職員であり、今後とも食に関する専門性

の向上を図り、学校の求めに応じて、食に関する指導に

専門性を発揮することが望まれる。

（３）学級担任や教科担任等

① 食に関する指導が栄養教諭の職務として位置付け

られているが、このことは、栄養教諭自身が、食育に関し

て、その学校における子どもに対する指導のすべてを自

ら行うことを想定しているものではなく、校長のリーダーシ

ップの下に、学級担任や教科担任等すべての教職員が

連携・協力し、担当する教科等において積極的に食に関

する指導を行うなど、学校全体で食育を推進することが

求められている。そのためには、教職員の意識啓発のた

めの校内研修や、食に関する指導の全体計画に係る一

連の取組等を行うとともに、学校内の食育を組織的に推

進する役割を担う「食育推進委員会」などの校内委員会

を組織し、校務分掌に明確に位置付けるなど、校内組織

を充実させる必要がある。

その際、栄養教諭は、学校における食育の推進のための

中核的な役割を担っていることから、食育責任者として校

内委員会の取組を積極的に推進する役割が求められ

る。

② 一方、栄養教諭が配置されていない学校や学校給

食を実施していない学校においても、校長を中心とした

食育に関する取組が行われている学校も見られるが、全

体としては、食に関する指導の全体計画を作成し、継続

的、体系的な指導を行うことに関し課題があるといえる。

栄養教諭が配置されていない学校や共同調理場の受配

校においては、教諭等が食育責任者となり、校内委員会

の運営を行う必要があり、このような場合、本務校や共同

調理場の栄養教諭や学校栄養職員と連携しつつ、自校

の食育の推進に努めることが重要である。

③ 食育の推進は、学校教育活動全体を通じて取り組

むべき事項であるとともに、現在の栄養教諭の配置状況

にかんがみると、学校における効果的な食育の推進に

は、栄養教諭以外の教職員の食に関する指導への関心

を高め、その指導力を向上させることが大変重要であり、

各大学や教育委員会の取組により、教員養成の段階や

初任者研修をはじめとする各種現職研修の段階におい

て食育についての知識や指導方法について修得する機

会を確保・充実することが望まれる。

④ 学校給食調理員にも学校における食育の取組に協

力することが期待されていることから、学校給食調理員の

研修においても、調理方法や衛生管理に関する内容に

加え、食育の推進に関する内容を充実するとともに、学

校における食育の推進には、すべての教職員の理解と

連携・協力が必要であることにかんがみ、職種横断的な

研修の取組など新たな研修なども有効である。

⑤ また、肥満傾向や偏食、食物アレルギー、咀嚼不足

など、食に関する健康課題を有そしゃくし、個別的な対

応や相談指導が必要な子どもに対しては、学級担任等

学校給食ニュース 105号
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や養護教諭、栄養教諭、関係教職員、学校医、学校歯

科医、学校薬剤師等が共通理解に立ち、連携して取り組

むことが大切であり、学校内においては関係教職員から

なる指導体制を整備することが望まれる。

⑥ 高等学校においては、生徒が健全な食生活を主体

的に実践し得る発達段階にあることを考慮し、学校の教

育活動全体を通じて食育に取り組むことによりその充実

を図ることが望まれる。その際、家庭科、保健体育科等関

係する教科、ホームルーム活動や生徒会活動等の特別

活動、総合的な学習の時間を中心とし、地域の有識者等

も活用しながら、それぞれの特質に応じた食に関する指

導を適切に行うことが重要である。

（４）校長・教頭等

① 学校における食育の推進に当たり、校長は、栄養教

諭を中心とする食に関する指導の全体計画の作成を指

揮し、校内体制を整備して学校教育活動全体で積極的

な取組が行われるよう全校的な視点から関係教職員を指

導することなどが求められる。

② 食に関する指導や衛生管理を含む学校給食の管

理において、責任者である校長のリーダーシップが学校

全体の意識向上と取組の活性化に与える影響が極めて

大きいことにかんがみ、校長が適切なリーダーシップを発

揮できるようにするため、各都道府県等における管理職

研修をはじめ食育や食に関する指導の重要性について

周知を図る取組を推進することが必要である。

なお、管理職である副校長、教頭についても同様な取組

が求められる。

（５）学校給食における衛生管理の徹底

① 学校給食において、安全・安心な食事の提供は大

前提であり、学校給食調理場の衛生管理責任者である

栄養教諭等の指導の下、食品、調理作業、施設設備や

調理員の衛生管理の徹底を図り、食中毒等の発生を防

止することが不可欠である。

② 食中毒を防止し、安全な学校給食を提供するた

め、文部科学省では「学校給食衛生管理の基準」（平成

９年文部省体育局長裁定）を作成し、局長通知により各

学校に学校給食の衛生管理の徹底を要請している。

③ しかしながら、これらの基準を遵守した学校給食を

実施することは市町村や各学校の判断にゆだねられて

おり、関係者の食中毒に対する意識や衛生管理が不十

分なため、食中毒が発生している事例も見られることか

ら、より安全で安心な学校給食の実施のためには、学校

給食における衛生管理を今後さらに強化していくことが

必要である。

④ このため、国の責任として、一定水準以上の衛生管

理がすべての学校で行われるよう基準を示すという観点

から、「学校給食衛生管理の基準」を法体系に位置付け

ることを検討することが必要である。

⑤ 食中毒が発生した場合の迅速な状況確認、対応の

ための分析や留意事項等の全国への情報提供の体制を

構築することが求められる。

３．学校、家庭、地域社会の連携の推進

○ 学校において食育をより効果的に推進するために

は、栄養教諭が中核となり家庭や地域との連携を図りつ

つ食に関する指導を行うことが重要である。

○ 家庭や地域と連携した取組を進めるためには、食育

の目標や具体的な指導内容・方法、学校で指導を行う時

期等について、あらかじめ保護者や地域の関係者等に

説明し、理解を得ることが有効であり、その意味でも食に

関する指導の全体計画の策定は重要である。

（１）学校と家庭との連携の強化

① 食に関する問題は、本来、家庭が中心となって担う

ものである。子どもたちに健全な食生活を実践する力を

身に付け、習慣化させるためには、教育活動として様々

な配慮の下に実施されている学校給食を活用した学校

における取組のみならず、家庭において、楽しく食卓を

囲み、家族のコミュニケーションを大切にしながら、基本

的な食事のマナーや望ましい食習慣の確立に向けた適

切な取組がなされる必要がある。

しかしながら、社会環境の変化や食生活をめぐる状況の

変化により、保護者が子どもの食生活を十分に把握し、

管理していくことが困難になってきているため、子どもの

望ましい食習慣の形成については、家庭を中心としつ

つ、学校や地域社会においても積極的に取り組んでいく

ことが重要である。

② このため、給食だよりなどにおいて学校の取組を紹

介したり、給食の試食会や親子料理教室などを開催した

りして、食育について学校から家庭への啓発が行われて

学校給食ニュース 105号
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いるが、食に関する指導の効果を上げるためには、やは

り家庭の理解と協力や家庭における子どもへの食に関す

る指導が不可欠であり、今後とも家庭への情報提供や啓

発活動を促進する必要がある。

③ また、食に関する対応については、家庭からの情報

収集を積極的に行ったり、食の大部分を担う家庭に対

し、栄養や食事に関する助言を行ったりするなど密接に

連携を図るとともに、医学的な対応を要する場合には、

主治医や専門医との連携を図りつつ対応することが必要

である。

④ さらに、現在、「早寝早起き朝ごはん」国民運動など

子どもの基本的な生活習慣を育成し、生活リズムを向上

させるための取組が実施されているが、学校・家庭・地域

社会が連携した子どもに対する食育を推進するために

は、このような活動と連携することも効果的である。

（２）学校と地域社会との連携の強化

① 学校における食育を推進するためには、食に関する

指導の全体計画に基づき、地域の生産者や食に関する

知識・経験を有する地域の人材を積極的に活用したり、

食生活の改善のために活動しているＮＰＯ等の協力を得

るなど、地域社会との連携・協力を進めていくことが効果

的である。

その際、学校に設置されている「食育推進委員会」や、共

同調理場に設置されている運営委員会等、既存の組織

を活用することも考えられる。

② 総合的な学習の時間などにおいて、農作業等の体

験活動を実施するに当たり、地域の生産者や生産者団

体の担当者に指導を受けながら栽培し、収穫した農作物

などを学校給食に活用したり、地域の方を交流給食会等

に招待したりするなど地域と連携した取組が行われてい

る。今後とも、地域社会と連携しつつ、子どもたちが食料

の生産から消費等に至るまでの食に関する体験活動に

参加し、自然の恩恵の上に貴重な食料生産が成り立っ

ていること、食という行為は動植物の命を受け継ぐことで

あること、食生活は生産者をはじめ多くの人々の苦労や

努力に支えられていることを実感する機会が確保される

ことが望まれる。

また、地域の有識者等を特別非常勤講師やゲストティー

チャーとして活用し、食に関する指導への協力を得ること

も有効である。

③ 学校における食育を推進するため、市町村教育委

員会等が中心となり、保育所、幼稚園、小中学校、栄養

教諭（学校栄養職員）、地域の関係機関、農林漁業者、

保護者等をメンバーとする「地域食育推進委員会（仮

称）」などを設置し、一貫した指導に取り組むことが望まれ

る。

④ なお、各地域において、子どもに対する食育を推進

するためには、市町村教育委員会のみならず、保健部局

や農政部局等の関係行政部局が緊密な連携を図り取組

を推進する必要がある。

学校給食ニュース 105号



14

附帯決議

学校保健法等の一部を改正する法律案に対する附帯決

議より学校給食部分抜粋（衆議院）

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項に

ついて特段の配慮をすべきである。

十三 学校における栄養教諭の役割が明確になること

から、学校給食未実施校を含めた全国の義務教育諸学

校等において、栄養教諭を中心とした食に関する指導が

受けられるよう、栄養教諭等の定数改善を行うことを含

め、必要な配置を図ること。

また、現行の学校栄養職員が栄養教諭免許状を取得す

るための認定講習の実施等、引き続き、その円滑な移行

を図るための支援を充実し、栄養教諭制度の定着を図る

こと。

十四 「学校給食実施基準」の作成に当たっては、給食

内容について、学校給食を実施する地方自治体の創意

工夫が生かされるよう十分配慮すること。

十五 食品の安全性の確保が喫緊の課題となっている

中で、学校給食においても十分にその安全性を確保す

る必要があることから、「学校給食衛生管理基準」の作成

に当たっては、食中毒事例等を十分検証し、その完全実

施に向けて万全を期すこと。

十六 食育推進を明確にした学校給食の目的及び目標

を十分に周知することにより、改めて学校給食を実施す

る意義について、保護者等関係者の理解を深め、給食

費未納問題等の解決に努めること。

十七 本改正案の実施に当たり、養護教諭を中心とした

保健指導の充実、栄養教諭による食に関する指導の推

進、学校安全に関する規定の整備等について、その趣

旨を十分周知するとともに、校長が適切なリーダーシップ

を発揮して学校運営が行われるよう環境整備に努めるこ

と。

学校保健法等の一部を改正する法律案に対する附帯決

議より学校給食部分抜粋（参議院）

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項に

ついて特段の配慮をすべきである。

十二、学校における栄養教諭の役割が明確になることか

ら、学校給食未実施校を含めた全国の義務教育諸学校

等において、栄養教諭を中心とした食に関する指導が受

けられるよう、栄養教諭等の定数改善を行うことを含め、

計画を策定するなど着実に必要な配置を図ること。

また、現行の学校栄養職員が栄養教諭免許状を取得す

るための認定講習の実施等、引き続き、その円滑な移行

を図るための支援を充実し、栄養教諭制度の定着を図る

こと。

十三、「学校給食実施基準」の作成に当たっては、給食

内容について、学校給食を実施する地方自治体の創意

工夫が生かされるよう十分配慮すること。

十四、「学校給食衛生管理基準」の作成に当たっては、

食中毒事例等の十分な検証と再発防止策を徹底し、そ

の完全実施を図るとともに、食品の安全性の確保が喫緊

の課題となっていることにかんがみ、学校給食食材の安

全性の確保に万全を期すこと。

十五、食育推進を明確にした学校給食の目的及び目標

を十分に周知することにより、改めて学校給食を実施す

る意義について、保護者等関係者の理解を深め、給食

費未納問題等の解決に努めること。

学校給食ニュース 105号
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時事情報

ホームページ・新聞等からの情報

■宮城県名取市のＰＦＩセンター導入可能性報告書

現在の３調理場を統合し、8500食の１センターとする。平

成22年（2010年）８月稼働。調理も特定目的会社に委託

される。献立、食材、検収は市の業務。事業期間は16年

（給食業務は15年）とする。今後、実施方針公表等を行

い、年度内に事業者選定、契約を行うとしている。

名取市新学校給食共同調理場整備事業

http://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/shomu/kyusyoku.html

■愛知県東郷町、給食センター増設整備を公募型プ

ロポーザル方式で

愛知県東郷町は、公募型プロポーザル方式にて、現在

の学校給食センターを増設整備する。1500食規模で、事

業採択後、事業者が設計建設し、その後所有権を町に

移転、施設の維持管理をリース方式で10年間行うとして

いる。

なお、既存センターでは、小中学校、幼稚園の学校給食

が実施されており、調理は2006年９月より民間委託され

ている。

愛知県東郷町 http://www.town.togo.aichi.jp/

東郷町学校給食共同調理場増設整備事業 http://www.town.tog

o.aichi.jp/Contents/ePage.asp?CONTENTNO=3551&PNO=0

学校給食共同調理場 http://www.town.togo.aichi.jp/contents/e

Page.asp?CONTENTNO=509&PNO=

平成19年度行政評価（1-3-3 学校給食） http://www.town.togo.a

ichi.jp/Contents/ePage.asp?CONTENTNO=3375&PNO=

■島根県益田市、学校給食センターＰＦＩを検討

平成20年３月31日に、益田市学校給食あり方検討会の

答申を出し、ＰＦＩによる学校給食センター整備につい

て、

１ 「食文化」を啓発し「食育」を推進できる施設整備であ

ることを求めます。

２ 早急に学校給食衛生管理基準に適合した施設整備

（移転新築）を実施すべきです。

３ ＰＦＩ手法の導入にあたっては、財政的な検証、事業の

課題解決と将来の給食のあり方を見据えていくことが必

要です。

４ ＰＦＩ手法の適切な活用について、行政で綿密に整理

・調整されることを要望します。

また、ＰＦＩ手法を積極的に推進する意見、懸念される問

題点等からＰＦＩ手法について明確に反対する意見もあり

ました。

とまとめている。

益田市教育委員会 http://www.iwami.or.jp/masudaed/

益田市学校給食あり方検討会 http://www.iwami.or.jp/masudasi/

top/kurashi/map/kyusyoku%20Intenet/arikata_kenntoukai/arikata_

kaigi/arikata_1.html

益田市立学校給食センター（仮称）建設事業に係る整備手法調査

業務 報告書【概要版】について http://www.iwami.or.jp/masuda

ed/iinkai/topikusu/pfipropo/houkokusyo.htm

■愛知県愛西市、２センターを統合へＰＦＩ導入可能

性調査

学校給食センター２施設の老朽化を受け、ＰＦＩ方式での

１センター統合整備を計画、可能性調査をはじめた。新

センターの予定食数は4500食、ドライシステム、省エネル

ギー、アレルギー対応などを予定している。

愛知県愛西市 http://www.city.aisai.lg.jp/

学校給食センター整備事業に係るPFI導入可能性調査業務

http://www.city.aisai.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=1832

■静岡市、１万食のセンターＰＦＩ入札へ

静岡市は、2008年７月、南部学校給食センター建て替え

に関するＰＦＩ方式での入札公告等を公表した。これに先

だって、５月には、要求水準書等を確定している。

南部学校給食センターは、小学校11項、中学校６校の17

校を対象に、3300×３献立を想定し、１日１万食（最大
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12000食）の大規模センターとなる。供用開始は平成22

年９月（2010年）。調理も特定目的会社が行う。ただし、

米飯、麺、パン、牛乳は、財団法人静岡県学校給食会が

直接学校に納入する。献立、食材調達、検収は市が行

う。

アレルギー対応は、対応者の決定を市が行う。平成19年

度は、除去を小学校12人、中学校２人である（魚介、卵、

種実、果実、魚卵、そば および組み合わせ）。米、小

麦、牛乳は要求水準書ではカウントされていない。また、

要求水準書では、「食育に関する業務」として、文部科学

省（？）「食育推進基本計画」及び「静岡市食育推進計

画」（策定中）に沿った運営を行うこと、リザーブ給食を実

施することが上げられている。リザーブ給食は、年１度、

12月に小学校６年、中学校３年を対象。

および、学校給食集会等で、市の要請により学校訪問を

行うことなどが求められている。

南部学校給食センター建替整備等事業

http://www.city.shizuoka.jp/deps/gakkokyushoku/nanbupfi.html

■鹿児島県鹿屋市、センター方式２施設に集約方針

2008年５月、鹿屋市教育委員会は検討とパブリックコメン

ト等をふまえ、「鹿屋市学校給食共同調理場整備実施計

画」を発表した。これによると、2006年の１市３町合併によ

り、旧３町の給食センターと旧鹿屋市の単独調理方式が

混在しており、小中学校45校のうち、28校が単独調理

場、17校がセンター方式である。現在は、調理は直営方

式。

実施計画では、２カ所のセンターを建設し、調理につい

ては、民間委託の導入を検討するとしている。調理能力

は、１センターを6000食、１センターを5000食とし、2010

年に１センター供用開始、2013年に残りの１センターを供

用開始の方針として、単独調理方式校のうち４校を除く2

4校を対象としたセンターを優先して建設する。

鹿屋市 http://www.e-kanoya.net/

教育のあり方見直しについて

http://www.e-kanoya.net/htmbox/gyoukaku/education.html

学校給食共同調理場整備実施計画 http://www.e-kanoya.net/ht

mbox/gyoukaku/2008/kyuusyoku_keikaku20-2.pdf

学校教育課 保健給食係のホームページ

http://www.e-kanoya.net/htmbox/hoken/

■愛知県津島市、学校給食センターＰＦＩ整備を検討

愛知県津島市は、学校給食共同調理場建て替え事業と

して、平成22年度実施を目標とし、導入調査業務を平成

16年度に行っている。また、平成20年度にはＰＦＩアドバイ

ザリー契約を予定している。

津島市 http://www.city.tsushima.lg.jp/

学校教育課 http://www.city.tsushima.lg.jp/public_html/out_oshir

ase.php?oid=40&pid=447

■宮城県東松島市、学校給食をＰＦＩ方式で検討

宮城県東松山市は、平成19年３月（2007年）、「東松島市

行財政改革実施計画」で、学校給食センター維持管理

及び調理業務における民間活用として、平成22年から稼

働予定の新給食センターをＰＦＩ方式による建設、調理と

する方向性を示している。

建設通信新聞08年６月５日付けによると、2009年４月に

は、ＰＦＩに向けた実施方針を公表予定となっている。対

象は、小学校10校、中学校４校の約4500食。

東松島市 http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/

東松島市行財政改革実施計画

http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/city/gyouzaiseikaikak

u/H19gyouzaiseikaikakujissikeikakuka.pdf

■佐賀市、選択制弁当方式での中学校向け学校給

食センター建設へ

佐賀市は、佐賀市学校給食センター（仮称）の設計業務

をプロポーザル方式で公募した。

実施要綱によると、佐賀市内10校の選択制弁当方式用

の調理施設であり、給食は個別容器に盛りつけて配送す

る弁当方式となる。最大4000食としており、献立は１種類

となっている。

佐賀市 http://www.city.saga.lg.jp/

学校給食 http://www.city.saga.lg.jp/sub_category/?cate=83

佐賀市学校給食センター（仮称）設計業務に係る公募型プロポー

ザルを実施します

http://www.city.saga.lg.jp/contents.jsp?id=14952

■埼玉県鶴ヶ島市、学校給食センターにＰＦＩ整備を

検討

埼玉県鶴ヶ島市は、２つのセンターで約6000食を調理し

ているが、老朽化で今後の整備の検討を行っている。ＰＦ

Ｉでの整備を含めた検討、計画策定が今後行われる方

針。
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鶴ヶ島市 http://www.city.tsurugashima.lg.jp/

学校給食施設の更新について http://www.city.tsurugashima.lg.jp

/gakkou/kcenter_koushin.html

■東京都立川市、新センター構想にＰＦＩも視野

立川市は、2007年度に立川市新学校給食共同調理場

(仮称)整備事業化調査業務を行い、ＰＦＩも含めての事前

調査を行った。現在、立川市は、小学校で単独校および

２センターの運営となっている。

立川市 http://www.city.tachikawa.tokyo.jp/jp/

立川市新学校給食共同調理場(仮称)整備事業化調査業務公募型

プロポーザル募集要項 http://www.city.tachikawa.tokyo.jp/jp/ed

ucation/kyoiku/pdf/bosyuu.pdf

立川市の学校給食 http://www.city.tachikawa.tokyo.jp/jp/educat

ion/kyoiku/kyu/kyusyoku.html

新学校給食共同調理場建設計画について（答申）

http://www.city.tachikawa.tokyo.jp/jp/education/kyoiku/pdf/syoku

tousin.pdf

■学校給食の市場規模

財団法人外食産業総合調査研究センターは、平成19年

外食産業市場規模推計を2008年５月２日に発表した。そ

れによると、平成19年（2007年）の外食産業市場規模は2

4兆7009億円（前年の0.2％増）と推計されている。これに

は、持ち帰り比率が過半を占める「料理品小売業」は含ま

れておらず、主に飲食店、宿泊施設、集団給食、喫茶

店、居酒屋、料亭、バーなどで構成される。学校給食は、

4,793億円として前年の0.2％減である。この数字は、民

間委託等の事業売り上げではなく、学校給食を市場とし

て見た場合のものであり、給食設置数、給食費、児童・生

徒数等の影響により増減している。

財団法人外食産業総合調査研究センター

http://www.gaishokusoken.jp/

統計資料

http://www.gaishokusoken.jp/pages/index.cfm/statistical

■東京都日野市の学校給食、ＩＴ教育と連携した情報

発信

東京都日野市では、日野市、ＮＰＯ、地域協同型のイン

ターネット活用プロジェクトとして「ひのっ子ネット」がＮＰＯ

法人サイバー日野によって立ち上げられている。そのな

かで、保育園、小学校、中学校各校の学校給食が毎日

公開されており、好評である。

ひのっ子ネット http://www.hino-kodomo.net/

■三重県、アレルギー対応の手引きを作成

三重県は、「学校給食における食物アレルギー対応の手

引き」を作成し、県内の学校給食実施校、共同調理場、

市町等教育委員会に配布した。また、学校給食実施校

の管理職、給食担当者、教育委員会給食担当者、共同

調理場長向けの講習会を実施した。

また、「手引き」はインターネット上に公開されている。

三重県 http://www.pref.mie.jp/

「学校給食における食物アレルギー対応の手引」をホームページに

掲載しました

http://www.pref.mie.jp/TOPICS/2008060261.htm

■ビスフェノールＡについての新たな対応

学校給食食器などにつかわれるプラスチックのひとつで

あるポリカーボネートの原料となるビスフェノールＡにつ

いては、内分泌かく乱物質（いわゆる環境ホルモン）であ

るとして、健康への影響が指摘されていた。

厚生労働省は、このビスフェノールＡについて従来の毒

性試験のレベルよりもきわめて低い用量の曝露でも、動

物の胎児や産仔に対しての影響があるとの研究結果を

受け、食品安全委員会に対して食品健康影響評価を依

頼した。また、関係業界に対しビスフェノールＡについて

の曝露をできるだけ減らすための自主的な取り組みを要

請した。一般消費者に対してはポリカーボネート製ほ乳

瓶の用法に気をつけることや、ガラス製など他の材質に

変えるという選択肢を提示、成人の主要なビスフェノール

Ａ曝露源である缶詰（内側のコーティング）が考えられる

ことを指摘し、妊婦に対してはエポキシ樹脂（ビスフェノー

ルＡが原料）のコーティングがされている缶詰食品を多く

摂取することのリスクについて注意を呼びかけ、バランス

良い食生活を求めている。

食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について

－ビスフェノールＡがヒトの健康に与える影響について－

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/h0708-2.html

ビスフェノールAについてのQ＆A http://www.mhlw.go.jp/topics/

bukyoku/iyaku/kigu/topics/080707-1.html

■群馬県邑楽町、給食で食中毒

2008年６月２日、邑楽町の学校給食センターから配送さ

れた学校給食が原因での集団食中毒事件が起きた。

ヒスタミンによるアレルギー症状とみられ、カジキマグロの

照焼が原因食材。小学校４校、中学校２校、幼稚園３園
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で2903名が食べ、患者数は77名。主に皮膚の発赤、眼

球の結膜充血などであった。全員が回復している。

学校給食センターは３日間の業務停止を行った。

群馬県邑楽町 http://www.town.ora.gunma.jp/

【6月3日】邑楽町内の給食施設で発生した食中毒事件について（衛

生食品課 群馬県）

http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet;jsessionid=624E0849D

73B3E2C1F0522E0B4BD8DB0?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISP

LAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=64283

【6月6日】邑楽町内の給食施設で発生した食中毒事件について（衛

生食品課 群馬県）

http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT

&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=64485

■輸入鶏肉を国産偽装し学校給食へ

朝日新聞、日本経済新聞08年７月９日付、河北新聞、日

本経済新聞10日付によると、ブラジル産輸入鶏肉を岩手

県産と偽装し、千葉県浦安市の学校給食センター等に

納入したとして、東京都江戸川区の食肉販売会社が不

正競争防止法違反の疑いで書類送検された。2006年７

月に偽装品を納品し、匿名の電話で発覚。06年12月に

市が県警に告発し、今回の書類送検となった。

■食育白書平成19年版

内閣府は、平成19年版食育白書を公表しています。

政府刊行物サービスセンター等で販売されているほか、

ホームページ上でもすべての内容を読むことができま

す。学校給食、学校における食育、栄養教諭の事例など

が掲載されています。

食育白書平成19年版

http://www8.cao.go.jp/syokuiku/data/whitepaper/

■物価関係（含む給食費） 2008年５月～６月

・富山市教委、08年６月に給食費引き上げ、幼稚園・小

学校月50円、中学校月100円。原油高と穀物価格上昇を

受けて。小学校4900円、中学校5850円となる。（富山新

聞08年５月２日）

・愛媛県内20市町のうち４市町が08年４月より、１食10～

30円の給食費値上げ。愛媛新聞社調べ。他の市町も値

上げの検討や検討を視野に入れた動きもある。また、コス

ト削減のため牛肉を豚肉に変える、デザートを減らすなど

の動きも。中国産を国産に変えるなどもコストに影響。た

だし、影響がないとするところも、完全米飯などの町など

で（愛媛新聞085年５月５日）

・愛媛県西予市、輸入小麦を市内産小麦に全量切り替

え。価格差が縮まったことと小麦産地であり地産地消に

効果的であることから（愛媛新聞08年５月６日）

・広島市、中国産野菜が調達できず献立変更も。小麦、

乳製品のほか、中国産冷凍野菜の高騰で給食費値上げ

の検討を行う予定（小学校１食200円、中学校240円）。呉

市はギョーザ事件以後、中国産食材を中止、旬の安価な

食材で値上げを回避したいとの意向（中国新聞08年５月

10日）

・道府県庁所在市、政令指定都市50市のうち14市が

2008年度から給食費値上げ。東京23区では８区が値上

げ。１食３～25円。食材費の高騰や質の維持が理由。読

売新聞社調べ。奈良市では小学校300円値上げで月

3900円、中学校310円値上げで月4560円に。（読売新聞

08年５月11日）

・北海道学校給食会、バターの使用量を３分の１に減らし

て献立を立てるよう学校（給食）に要請。バターの品不足

による調達困難を受けて。（北海道新聞08年５月12日）

・静岡県学校給食会、2008年度よりパンの価格を6.7％

値上げ。同会は県内32万人の給食用パンを供給してい

る。静岡市は06年度に給食費を値上げしたため08年度

据え置きで対応。現場は中国産食材使用制約や地産地

消でコスト上昇し、加工品をやめ原料から加工するなど

の対応や米飯を増やすなどの対応。（静岡新聞08年５月

16日）

・九州では福岡県が22市町村、長崎県が16市町、佐賀

県が２町値上げ（08年５月現在）他の４県は県教委未調

査。（西日本新聞08年５月18日）

・沖縄県内では給食費値上げはないが、小麦、牛乳など

の値上げでデザート回数を減らす、揚げ物油の使用を減

らす、ご飯回数を増やすなどの対応。今後の値上げ検討

も。（沖縄タイムス08年５月30日）

・仙台市給食費据え置き（１食小学校225円、中学校268

円）、塩釜市（５円値上げ）、名取市給食費値上げ。（河

北新報08年５月30日）

・牛乳（飲用乳）は北海道を品薄傾向へ。06～07年の減

産計画後に、酪農家の減少、飼料の高騰、バターの品

薄やチーズ需要などから生乳が不足しており、牛乳にも

影響。（朝日新聞08年５月30日）

・愛媛県松前町給食センター運営委員会、６月から給食
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費値上げ。１食小学校25円（235円に）、中学校30円（270

円）に。（愛媛新聞08年６月３日）

・足立区、学校給食食材に米などの緊急支援予算措置、

3721万円を補正予算で計上。年度内の不足を１食あたり

４円程度とした。足立区は小学校月3890円から4400円、

中学校5120円程度。（東京新聞08年６月３日）

・品川区、２学期より値上げの方針、現在小学校低学年

で月約3700円。足立区のほか、中央区でも予算措置に

より約790万円の緊急支援を予定、中学生で月240円の

補助相当。（東京新聞08年６月４日）

・広島県福山市、７月から学校給食の牛肉使用をやめ、

鶏肉や豚肉へ。国産肉のみを使用は継続。４月に約800

万円あった繰越金がなくなる見通し。福山市では１食小

学校220円、中学校250円（中国新聞08年６月12日）

・沖縄県内で生乳不足、飼料高騰等で県内酪農家が減

少、現状は学校給食に影響ないが９月以降影響がある

可能性も。（沖縄タイムス08年６月25日）

・荒川区、２学期以降の給食費補助金や食材給付などの

支援策を検討。荒川区の給食費、小学校月3900円～

5200円。４月に月約50～70円を値上げしたがそれ以上

の食材費高騰があるとしている。（日本経済新聞08年６月

27日）

・茨城県石岡市、１学期終業式、２学期始業式の給食を

中止。食材費の高騰を受け。（フジサンケイビジネスアイ

08年６月28日）

・愛知県、08年度に９市町村で１食10～20円値上げ。18

市町村が検討中。据え置いた市町でも、食材の変更や

デザートの削減などで対応。（中日新聞08年７月１日）

・静岡県富士市、富士市学校給食会は、10月から小学校

500円、中学校600円の給食費値上げを決定。小学校45

00円、中学校5340円となる。値上げは８年ぶり。年度途

中ははじめて。同市は小中学校とも自校式。（静岡新聞0

8年７月10日）

・熊本県の状況。宇城市、３給食センターの合同運営委

員会で、９月からの給食費値上げを決定した。不知火学

校給食センターで月300円の値上げ。小学校4000円、中

学校4500円。天草市、４月に100～300円値上げ。本渡

市９月からの値上げ。（熊本日日新聞08年７月13日）
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