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今月のトピックス

ポリカーボネート食器の使用中止を検討してください

食器の材質別使用状況 （ 　公  　立 　）

平成１８年５月１日現在

校

7,004 3,709 2,581 1,559 729 7,281 2,604 1,602 516 13 113 626

31.9% 16.9% 11.7% 7.1% 3.3% 33.1% 11.8% 7.3% 2.3% 0.1% 0.5% 2.8%

2,893 1,344 976 452 328 2,536 458 608 231 5 37 262

35.5% 16.5% 12.0% 5.5% 4.0% 31.1% 5.6% 7.5% 2.8% 0.1% 0.5% 3.2%

9,897 5,053 3,557 2,011 1,057 9,817 3,062 2,210 747 18 150 888

32.8% 16.8% 11.8% 6.7% 3.5% 32.6% 10.2% 7.3% 2.5% 0.1% 0.5% 2.9%

※ 1.調査対象は，完全給食又は補食給食を実施している公立の小学校及び中学校(中等教育学校前期課程を含む）である。 出典：文部科学省

　  2.複数回答である。

　  3.陶磁器には強化磁器を含む。

区　　分
完全・補食
給食実施

校数
ポリプロピレン

ポリエチレ
ン

ナフタレート
メラミン

ポリカーボ
ネート

ABS樹脂 陶 磁 器 アルマイト ステンレス
強化耐熱ガ

ラス
ガ ラ ス 木 その他

校 校 校 校 校 校 校 校 校 校 校 校

小 学 校 21,979

中 学 校 8,154

合　　計 30,133

■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ました。

2008年７月、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海

外の研究結果を受け、食品安全委員会に対して食品健

康影響評価を依頼しました。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ています。

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

生活を求めています。

学校給食食器については、2001年１月に文部科学省

が「ポリカーボネート製学校給食用食器のビスフェノール

Ａ溶出試験結果の概要」を発表し、調査したサンプルの

うち最高で0.03321ppmの溶出がありました。ポリカーボネ

ート食器、容器には、食品衛生法でビスフェノールＡにつ

いて2.5ppm以下という溶出試験規格が定められていま

す。これは、ヒトの耐容１日摂取量0.05mg／kg体重／日

の設定（1993年）にもとづいて決められました。しかし、今

回厚生労働省が食品安全委員会に食品健康影響評価

を求めているのは、2.4～10μｇ／kg体重（0.0024～0.01

mg／kg体重）ときわめて微量の曝露に対する影響です。

影響を受ける可能性のある対象は胎児・乳幼児と考えら

れていることから、乳幼児・妊婦を対象にした影響が考え

られます。厚生労働省の注意も、そのような視点で出され

ています。

■学校給食における食器の現状

平成18年度現在、食器の使用材質順は、表の通り、ポ
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リプロピレン、陶磁器（強化磁器含む）、ポリエチレンナフ

タレート（ＰＥＮ）、メラミン、アルマイト、ステンレス、ポリカ

ーボネート、ＡＢＳ樹脂の順で強化耐熱ガラス、木、ガラ

スの順になっています。（その他を除く）

プラスチック製品であるポリプロピレン、ポリエチレンナ

フタレート、メラミン、ポリカーボネート、ＡＢＳ樹脂の合計

使用数は引き続き多くなっていますが、その中で、陶磁

器の使用が２位にまで急増しています。

プラスチック食器については、過去において有害物質

の溶出などの問題が起きたことや、現在でも原料となる主

な樹脂以外の添加剤についてすべての原料をメーカー

側が明らかにしないこと、プラスチック食器の性質上、き

わめて微量であっても溶出が起きることなどの問題が指

摘されています。また、できるだけ家庭で使用する食器を

使用したいという配慮から、強化磁器を含む陶磁器が選

ばれるようになっています。

また、地域によっては林業産地や伝統産業の木食器

産地として木食器を使用しているところもあります。

強化耐熱ガラスについては、溶出などの安全性では

問題がないことから一時期増えましたが、割れたときに、

強化耐熱ガラスの特性として破片が鋭く、強く飛散するこ

とから、破損時に破片で失明するなどの被害が発生して

います。子どもが扱う食器であり、破損時に一般のガラス

とは違うふるまいをするため、安全管理上問題があり、学

校給食の現場では使われなくなっています。

今回あらためて取り上げられているポリカーボネート製

食器については、メラミン食器やポリプロピレン食器に変

わって取り入れる学校給食施設が急増し、平成９年度に

10465校（33.5％）が使っていました。しかし、以前からポリ

カーボネートの原料であるビスフェノールＡが溶出するこ

とについて、安全性についての疑問が持たれており、環

境ホルモン（内分泌かく乱物質）が社会問題になった際

に、学校給食でのポリカーボネート食器を避ける動きがよ

うやく起きました。そのため、その後減少し、平成18年度

は小学校1559校（7.1％）、中学校452校（5.5％）、合計

2011校（6.7％）となっています。

この際に、ポリカーボネート食器をやめ、強化磁器食

器を選択した施設も多かったのですが、洗浄上の問題

や、破損率、重量などから引き続きプラスチック食器の中

で選択した自治体も多くありました。

■厚生労働省のＱ＆Ａから

厚生労働省が出している「ビスフェノールＡについての

Ｑ＆Ａ」から、具体的な注意点についての部分を掲載し

ます。

Ｑ８ ポリカーボネート製のほ乳びんを使用しています

が、問題ないですか。

ポリカーボネート製のほ乳びんは、一部ですが、国内

で販売されています。国内で市販されているポリカーボ

ネート製ほ乳びんについては、ビスフェノールＡの溶出の

実態調査において、その定量限界（0.0005ppm）で測定

できるか否かの程度の溶出しか認められなかったと報告

されています。一方、長時間での使用を考えた過酷な条

件では、これを上回る量のビスフェノールＡが溶出した事

例がありますが、いずれにしても、それらの実態は現行の

規格値（2.5ppm）をはるかに下回るものと思われます。

厚生労働省としては、食品からのビスフェノールＡの摂

取が健康に及ぼす影響について、現在、食品安全委員

会に食品健康影響評価を依頼しています。それらの結

果、健康への影響が指摘されれば、新たな対策を検討

することとしております。

授乳期中の工夫として、他の材質（ガラス製など）のほ

乳びんを使用することも選択肢のひとつと考えられます。

また現在、ポリカーボネート製のほ乳瓶をお持ちの方は、

製品の取扱説明書に記載されている使用上の注意、例

えば、過度の加熱を避けること、経年の使用で表面に細

かい傷がついていたり、白濁したものは新しいものに取り

替えるようにすることなどをきちんと守って使用するように

心がけてください。お手許にあるほ乳瓶の材質がポリカ

ーボネートかどうか不明の場合には、販売元等にお問い

合わせ下さい。

なお、諸外国をみても、現時点において、一般消費者

にポリカーボネート製ほ乳びんの使用の中止を求めてい

る国はありません。（カナダ政府は、ポリカーボネート製ほ

乳びんの輸入及び販売等を禁止することについて、パブ

リックコメントを募集しましたが、既に使用されているもの

について使用中止までは求めていません。）
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Ｑ９ 妊婦については、食生活で注意することはあります

か。

成人の場合、ビスフェノールＡの主要な曝露源として

は、缶詰が指摘されています。妊娠されている方がこのよ

うな缶詰食品を多く摂取することにより、胎児がビスフェノ

ールＡに曝露する可能性があります。

近年、食品缶や飲料缶について、他の合成樹脂を容

器に用いるなどの技術改良により、ビスフェノールＡの溶

出が少ないものへ改善が進んでおり※、通常の食生活を

営む限り、ビスフェノールAの曝露は少ないものと思われ

ますが、念のため、公衆衛生的な観点から、できるだけ

曝露しないように食生活に心がけて下さい。具体的に

は、偏った食事を避け、毎食缶詰を中心とするような食生

活にならないよう、いろいろな食品をバランスよく摂るよう

に心がけることが大切です。

このような食品からのビスフェノールＡの摂取が健康に

影響があるか否かについて、現在、食品安全委員会に

食品健康影響評価を依頼しています。 それらの結果、

人の健康への影響が指摘されれば、新たな対策を検討

することとしております。また、缶詰食品からのビスフェノ

ールAの曝露について、詳細な実態調査を行い、それら

の結果をもとに適切に対応することとしております。

※缶詰容器には、金属の腐食を防止するため、内面に

ポリエチレンテレフタレート製のフィルムが張られているも

のがある他、ビスフェノールＡを原料とするエポキシ樹脂

による内面塗装がされているものが多くあります。

国内で製造される缶詰容器については、ビスフェノー

ルＡの溶出濃度が飲料缶で0.005ppm以下、食品缶で

0.01ppm以下となるように、関係事業者によって自主的な

取り組みがなされてきており、本年７月には業界としての

ガイドラインが制定されています。

なお、2006年の食品缶の国内流通量は、114.2万トン

（国産31.9万トン、輸入 82.3万トン）で、輸入品が全体の

72％を占めています。一方、飲料缶の国内流通品は331.

6万トン（国産325.5万トン、輸入6.1万トン）で、ほとんどが

国産品です。

■予防原則の立場から

平成18年度現在、全国で2011校がポリカーボネート食

器を学校給食で使用しています。その比率は年々減少

していることから、今後も減り続けると考えられます。しか

し、安全性の面から考えれば、疑念が持たれているポリ

カーボネート食器を学校給食で使用し続けることは、食

品安全委員会の判断を待つ以前に中止すべきです。こ

れまでも、安全性に関する科学的な指摘が出ています。

ポリカーボネート食器の使用については、「予防原則」の

立場で考え、成長期にある子どもたちの将来の健康や次

世代の健康を考えて判断をお願いします。

また、缶詰などについても、極力使用を減らす、あるい

は輸入品を使用しない、缶詰容器が国内で生産されたも

のかどうかを調査するなどして、安全性への配慮をお願

いします。

■関係資料・引用先

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

文部科学省 2001/1/31 ポリカーボネート製学校給食用

食器のビスフェノールＡ溶出試験結果の概要

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/13/01/010185.htm

文部科学省学校給食実施状況等調査（届出統計）

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/index24a.htm
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今月のトピックス

給食食器・強化磁器についての基礎知識

2008年夏期学校給食学習会で３日目に講演された愛

知工業大学工学部応用化学科教授の小林雄一さんによ

る、「給食食器Ｑ＆Ａ 強化磁器食器と新素材につい

て」は、学校給食用食器の現状と課題を整理しつつ、強

化磁器食器の現在の状況や取り組みについて分かりや

すくお話しいただきました。

学習会資料集にも、レジュメとして、「子供達にとって安

全・安心な給食用食器とは」～強化磁器の特性とその上

手な使い方～を掲載いただいています。

給食食器・強化磁器についての基本的な知識を学ぶ

上で貴重な資料ですので、許可をいただき、転載いたし

ます。

「子供達にとって安全・安心な給食用食器とは」～

強化磁器の特性とその上手な使い方～

愛知工業大学 工学部 応用化学科

教授 小林雄一

１． はじめに

一般家庭やホテル・レストランなどの食事で使われる食

器は主として陶磁器（焼き物）であり、日本の食文化と伝

統を支えています。岐阜県美濃地方に位置する「土岐

市」は、古くから「焼き物の街」として親しまれ、周辺の街と

ともに我が国最大の陶磁器産地を形成しています。

昭和62年まで、学校などで使用される給食食器の材

質はほとんどが金属やプラスチックでした。筆者らが学校

での望ましい食習慣の形成と、それを通した食文化の維

持発展のためにとの理由から研究開発した高強度磁器

（一般には強化磁器と呼ばれています）が、昭和62年か

ら焼き物の街「土岐市」で生産・販売されるようになりまし

た。これをきっかけに、他の陶磁器産地でも強化磁器が

生産され、今では多くの保育園、幼稚園、小中学校、病

院などで使用されるようになりました。

「食」に関する多くの情報が氾濫する中で、食品のリスク

情報が様々なメディアを通して消費者・使用者に伝わっ

ています。ここでは、日本の食文化と伝統を支える陶磁

器食器の特徴と現状を紹介し、子供たちにとって安全・

安心な給食用食器とは何か。食育を実践する学校で使

われる陶磁器製給食用食器に求められるものとは何かに

ついてお伝えします。

２． 学校で使用される食器の変遷

古くから学校給食用食器として金属製食器が使用され

てきましたが、熱い食材を入れたままでは手に持てず、

顔を食器に近づけるいわゆる「犬食い」とされる食事姿勢

が気になります。食器の裏に手を添える高台（糸切り、糸

底とも呼ばれます）がないために金属製食器では手に持

って食事をすることは困難です。変形しやすいために割

れないポリプロピレン製食器は、手に持って食事すること

はできますが、カレーや紅ショウガによる着色が気になり

ます。親油性であって微細な気孔がありますから、洗浄し

てもベトベトする感触は残ります。教育委員会、学校の栄

養士さん、調理員さん方から、このような食器を子供たち

に使わせる事は心苦しいとの話を幾度も聞いています。

一方、メラミン樹脂やポリカーボネート樹脂など強度や耐

久性に優れた材質のプラスチック製食器が開発され、多
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くの学校で使用されるようになりました。プラスチック容器

から様々な化学物質が溶出すると報道され、繰り返し社

会問題になっています。溶出したとされる場合でも、実験

条件が不明であったり不適切であったりして危険であると

断定するには問題のある報道もありました。しかし、子供

たちの使用する食器を決定する学校関係者にとって、こ

れらの事実はやはり憂慮すべき状態でした。

残念ながら昭和62年以前には、金属やプラスチックに

替わる材質の食器は存在しませんでしたから、陶磁器産

地である土岐市でさえ、金属製やプラスチック製の食器

を使用せざるを得ませんでした。家庭で使用される一般

の陶磁器では強度が不十分のため、ほとんどの給食セン

ターで使用されている食器洗浄機の衝撃には耐えられま

せん。何とか割れにくい陶磁器はできないものかと考える

研究者達が現れる時代背景が有ったわけです。

1980年代、セラミックスが一般にも認知され、セラミック

スでできたエンジンの開発も夢ではないと言われる時代

でした。

セラミックス材料科学と陶磁器科学を融合して生み出

された新しい陶磁器が強化磁器であり、中でも昭和62年

に筆者らが開発した「高強度磁器」は、強さを飛躍的に

高めた強化磁器です。磁器の強さを示す指標に「曲げ強

さ（または曲げ強度）、単位はMPa メガパスカル」がよく使

用されます。一般に家庭で使用されている磁器の曲げ強

さが約80MPa であるのに対して、強化磁器は150MPa以

上であるとされています。この高強度磁器の曲げ強さは

230MPaを超え、約３倍の強さを誇っています。

文部科学省の食器材質調査によれば、昭和62年当

時、公立小中学校では強化磁器製給食用食器は使用さ

れていませんでした。年々増加し、平成18年には全国

30,133校の内、約9,817校で強化磁器または高強度磁器

が使用されるまでになりました。もう一つのセラミックス素

材として、強化耐熱ガラス食器が知られています。割れに

くくて丈夫なため一時多くの学校で使用されていました

が、熱い食材を入れたときに手に持てないことや、落下

破損した場合に破片が飛び散って危険であると指摘され

たこともあり、徐々に使用されなくなっています。

３． 強化磁器の特性

一般の磁器は、陶石、粘土、長石、珪石などの天然原

料から作られます。一方、強化磁器では、ファインセラミッ

クスの原料であるアルミナ粉末を加えたり、珪石をそっくり

アルミナで置換したりして作られます。後者は特に強度を

高くできるので、高強度磁器とも呼ばれます。強度を高く

するために、原料を細かく粉砕し、微量の粗粒子（素粒

子ではありません）を目の細かい篩で除去します。

磁器の表面には、透明な薄いガラス層で被覆されてい

ます。これを釉（釉薬とも言う）と言います。その厚さは約
ゆう ゆうや く

0.1ｍｍ～0.3ｍｍです。

ガラスの膜ですから汚れにくく、長期間美しい外観を維

持できます。この釉は、磁器の中心をしめる素地（きじと
ゆう

呼ばれます）との熱的性質の相違を利用して食器の強度
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を高めることができます。これらセラミックス技術や陶磁器

技術を組み合わせることによって、一般の磁器の強さを３

倍にまで高めることが可能になります。

強化磁器食器の強度を高くするために、アルミナ粒子

が配合されています。アルミナはサファイヤやルビーなど

と化学的には同じで、熱的にも機械的にも安定です。食

器の重さや強さのバランスから、約30％のアルミナを配合

する場合が多いようです。アルミナの比重は大きいので、

アルミナの配合量が多いほど食器が重くなります。給食

用食器としては少しでも軽いものが求められるので、必然

的に薄く作ることになります。薄くしたことによって食器の

強度が下がるので、衝撃を受けやすい食器の縁を丸くし

たり、食器の形状を工夫したりして強度低下を補います。

その他にも、アルミナの添加とは別に、クリストバライトと

いう結晶を析出させると一般の磁器より高い強度を示す

ことが知られています。これらを組み合わせたアルミナ-ク

リストバライト複合強化磁器製給食用食器を生産している

メーカーもあります。ただし、クリストバライトが析出した強

化磁器は急熱急冷には幾分弱いので、熱湯による消毒

や加熱乾燥に際しては注意が必要です。

４． 安全・安心な給食用強化磁器食器

陶磁器に絵柄をつける方法には、(1)下絵、(2)上絵、
し た え う わ え

(3)イングレーズ法があります。

陶磁器を作る場合、成形された器をおよそ800℃で素

焼き（すやき）します。この段階で原料の粘土が分解して

固くなり、水につけても壊れなくなります。この表面に顔

料（呉須による染め付けが有名）を水に溶いたもの（水に
ご す

顔料粒子が分散した状態）を絵筆や印刷法で装飾しま

す。その上に釉の原料粒子を水に分散させた液体に浸

して施釉します。1300℃以上の高温で焼成された後、顔
せ ゆ う

料は釉と素地の間で完全に閉じこめられます。この加色

を下絵と言います。下絵では絵柄の顔料成分が食材に

溶け出すことはありませんし、長期間の使用による摩耗で

も絵柄が消えたり薄くなったりすることはありません。ただ

し使用できる色に制限があり、濃い赤や黄色などカラフ

ルな絵柄は困難です。

上絵法では、高温で焼成された陶磁器の釉表面に低

温で溶融するように調整したガラス（フリットと呼ばれます）

や水に不溶な顔料を水に分散させた液体を絵筆や印刷

法で絵柄とします。およそ800℃で焼成されるとフリットは

溶融して光沢のある丈夫なガラスになります。このガラス

成分や顔料に鉛やカドミウムを使用することがあります

が、適切に熱処理されていれば、これらの物質が溶け出

すことはありません。

第三番目のイングレーズ技法は、高温で焼成された

陶磁器の釉表面に顔料による絵柄を印刷法や転写紙法

によって装飾し、1200℃以上の高温でもう一度焼成して

絵柄を焼き付けます。再焼成の際に顔料が釉と反応して

沈み込むのでシンクインとも言います。下絵と比べてカラ

フルな絵柄が可能である上に、絵柄が摩耗したり欠けた

りしないので上絵と異なり耐久性に優れています。従って

ホテル・レストランなどの業務用食器や給食用食器などの

ように過酷な使用を余儀なくされる食器の絵付け方法とし

て優れています。

学校給食で使用される強化磁器食器の多くはこのイン

グレーズによる絵柄が付けられています。イングレーズで

は溶融温度を下げる必要がないので、鉛成分は使用しま

せん。従って、鉛やカドミウムは食器から溶出しません。

検査機関では、これらの成分を検出できないとき、証明
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書にＮ.Ｄ．(Not detected）と記載するようです。心配な方

は、食品衛生法による鉛・カドミウムの溶出試験報告書の

提出を納入業者に義務づけると良いでしょう。プラスチッ

ク食器からの鉛やカドミウムの溶出しやすさの測定方法

や基準濃度も、陶磁器の場合と同様に食品衛生法によ

って規定されています。

５． 素材強度と製品強度

食器の強さを考える場合に、「素材としての強さ」と「製

品としての強さ」を区別して考える必要があります。素材

としての強さは、次の図に示すような３点曲げ強さ測定に

よって評価されます。単位寸法当たりで計算されますか

ら、曲げ強さの値は、測定する試験片の大きさや厚さに

左右されず、同一素材の直方体であれば同一の値を得

ることができます。従って、メーカー毎の強さの比較は容

易です。

平成８年３月に日本セラミックス協会からJCRS-203(199

6)「食器用強化磁器の曲げ強さ試験方法」という規格が

発表されました。それまで丸い棒状試験片で測定された

り角柱状の試験片で測定されたり、同一の強化磁器でも

測定結果が異なる場合がありました。そこで曲げ強さの

測定方法を統一しようとするものです。この規格には、実

際の製品から角柱状の試験片を切り出して測定する方

法も規定されています。納入時にメーカーが報告した曲

げ強さに疑いがある場合は、納入製品から数点の食器を

抜き取り、公設機関へ測定依頼されることを勧めます。た

だし、食器から切り出した角柱状試験片が湾曲していた

り、切断による亀裂が発生したりすると製品本来の強度よ

り低い値となる場合もあるので、抜き取り方法や切り出し

方法には細心の注意が必要です。

一方、製品の強さは、その形、大きさ、厚さによって大

きく変わります。食器の縁をどのように設計するのかが最

も破損率に影響するようです。具体的には、食器の縁を

外側に反らせて丸くすることです。これを玉縁と言い、先
たまぶち

端が尖っていないことが特徴です。食器の厚さも強さに

大きく影響します。一般に脆い材料は引っ張りや曲げの
もろ

力に弱いと言われています。したがって薄すぎる形状で

はせっかくの素材強度が台無しです。厚く作った食器は

強くなりますが、重くなります。学校給食用食器は多数の

食器を積み重ねて運搬・保管されるために、コンパクトに

設計されますから、薄くなります。薄くても破損しないよう

にするために、できる限り素材強度を高くする必要がある

わけです。素材強度が高いからと言って薄くしすぎると破

損しやすくなるので注意が必要です。

食器の破損形態は様々なので、必ずしも最適な評価

方法と言って良いかわかりませんが、強化磁器食器の製

品強度を測定する方法の一つとして衝撃強さ測定があり

ます。つり下げ式ハンマーを振り子のように食器の縁に

当てて衝撃強さを測定するものです。

つり下げるハンマーの角度を徐々に上げて、破損した

ときの角度から強さとしての破壊エネルギーを求めます。

日本の陶磁器関係団体では曲げ強さの他に、自主基準

として強化磁器食器の衝撃強さの測定方法と基準値を

定めています。この自主基準によれば、強化磁器とは素

材としての曲げ強さが150MPa以上であること（釉を含め

て）が条件です。また、衝撃強さは直径が18cmの皿類で

0.33ジュール以上、直径が14cmのボールや丼類で0.21

ジュール以上であることが取り決められています。実際に
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生産される強化磁器食器の厚さや縁形状には微妙なば

らつきが生ずるのが普通であり、衝撃強さも食器毎に大

きく異なります。これらの値は最低基準ですから、生産・

販売している強化磁器の強度値はメーカー毎に異なりま

す。

長い間、強化磁器の曲げ強さ（施釉した試験片による

測定値）と製品の衝撃強さの間にどのような関係があるの

か、十分には理解されていませんでした。曲げ強さと製

品強さとは無関係であるとする強化磁器製造会社や商

社さえありました。最近、強化磁器を生産する産地の公

設研究機関や企業の共同研究によって、この関係がよう

やく明らかになりました。曲げ強さが異なる一般磁器と強

化磁器によって、同一形状の食器を作製し、これらの相

関性を求めました。

その結果、釉を含めた素材の曲げ強さと製品の衝撃

強さは比例関係にあることが報告されました。曲げ強さが

大きい強化磁器は衝撃強さにも優れていることが証明さ

れたわけです。食器の選択に当たっては、曲げ強さの大

きい強化磁器を選択することが破損率を低くし、補充コス

トを抑えるためには重要です。強化磁器食器の厚さや形

状も製品の衝撃強

さに大きく影響しま

す。強化磁器メーカ

ーもこれら三つの要

件を満たした食器を

開発しなければなり

ません。

６． 強化磁器食器を採用する際の注意

大きな学校給食センターでは数千人分の、しかも種類

の異なる多数の食器を一度に洗浄しなければなりませ

ん。手による洗浄は時間的に無理なので、自動食器洗浄

機が使用されます。

ここでは、Ａ自治体の例を参考に説明します。学校か

ら回収された使用済み食器は、金属かごに入れたまま温

かい湯中で洗浄されます。完全に汚れを除去するため、

かごから取り出された食器を一枚一枚順にコンベヤー上

に落下させます。ここでは重なって落下させないために、

食器には高い寸法精度が要求されます。多くの給食用

食器の洗浄機メーカーがこのような方式を採用しているよ

うです。

コンベヤーに乗せられた強化磁器食器は、温水シャワ

ーによって水洗され、出口の食器整理装置の斜面を滑

落して止まります。このとき食器の縁には相当の力がかか

ります。この落下時の衝撃に対する耐久性を考えると、上

記の衝撃強さ試験による評価値は重要です。

この後、人手によって積み重ねられ、金属製の網かごに

収納されます。上の写真では、自動食器洗浄機によっ

て、三種類の食器が同時に洗浄されてから落下すると

き、湾曲したベルトが食器の速度を緩める工夫がなされ

ています。

ある企業の強化磁器製ボール（深い容器）40枚につい

て、重量および直径の分布を調べたところ、重量変化の

幅は大きいものの、直径の範囲は比較的狭いことがわか

ります。どのメーカーも、直径の寸法精度には注意を払っ

て生産しているようです。
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同じ企業の強化磁器食器でも、皿の寸法精度はよく揃

っていますが、背の高い形状では寸法の差は大きいよう

です。金属やプラスチックと異なり強化磁器食器は成形

されてから高温で焼成されるまでに約12％焼き縮みま

す。したがって、直径が15cm程度のボール形状の食器を

寸法誤差２mm以下で生産するには高度な技術が必要で

す。

学校単位で給食を用意する場合は少人数のため人手

による洗浄が主となり、センター方式とは別の注意が必要

です。洗浄後に水槽に投入するとき、深い形状の食器は

水中に入った直後に素早く回転し、水槽中の他の食器と

ぶつかる事例がありました。全破損はしませんが、ぶつか

った縁が欠ける食器が多かったようです。このように、食

器同士がぶつかるような洗浄方法は避けることが賢明で

す。

どのメーカーの強化磁器を使用するにしても、破損を

免れることはできません。破損分を補充するとき、同じ形

状であれば他社の強化磁器でもかまいません。ただし、

現有する食器と補充する食器が側面で接しないようにう

まく積み重なるか、外径が一致し洗浄機にセットしたとき

重なって出てきたりしないかなど注意するべきことが多い

ようです。

強化磁器食器も使用期間が長くなるとスプーンやフォ

ークが接触した表面の釉層が黒く見えることがあります。

これはメタルマークと呼ばれ、スプーンやフォークが摩耗

した金属片が付着したものです。また食器同士がぶつか

ったとき、表面の釉に小さな傷ができることもあります。強

化磁器に限らず金属やプラスチックでも、長期の使用に

よって表面に摩耗痕が発生し、食器からデンプン反応が

確認される場合もあるようです。

あるメーカーでは「強化磁器のリニューアル処理」と名

付けた加工を行っています。1200℃程度の温度で再熱

処理を行うことによって強化磁器表面のメタルマークや小

さな傷は消失し、再び新品同様の強化磁器食器に生ま

れ変わります。強化磁器の種類にもよりますが、再熱処

理によって釉ゆうの表面が荒れることがあります。あらかじ

め最適な再熱処理温度を調べておくことが必要です。ま

た、再熱処理によって強化磁器の強さに影響がないか、
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強化磁器を生産したメーカーに問い合わせることも重要

です。

７． 強化磁器食器の経済性

多くの自治体は、学校における理想的な食の有り様に

ついて、「より家庭に近い給食環境を」と考えています。

強化磁器は、強度以外の特性が一般の家庭で使用され

る陶磁器とほとんど同じです。したがって激しいショックに

よって破損・破壊します。その上、強化磁器は、機能性や

効率だけを求めて造られた金属やプラスチック食器のよ

うに安価ではありません。強化磁器を使用するためには、

食器洗浄機を買い換えることが必要な場合もあります。

「強化磁器の破損率が高くコストが合わない」と言う学校

関係者の話をよく聞きます。ここでは様々な素材強度を

持っている強化磁器を採用した三つの自治体の破損率

調査の結果を示しますので、参考にしてください。

Ｂ自治体では、７カ所のセンターで市内の小中学校へ

給食を配膳しており、それぞれのセンターでは異なるメー

カーの強化磁器食器を使用しています。一年間の追跡

調査によれば、Ｄセンターでの年間破損率は約５％で最

も破損食器数が少ないことがわかります。年毎の変化は

少なく安定していますから、その取り扱いは丁寧であると

予想されます。

一方、他のセンターでは食器の種類にもよりますが、

破損率が30％を超える場合もあるようです。破損率は、

強化磁器食器の素材強度、形状設計、食器洗浄機との

マッチングが相互に影響して決まると考えられます。した

がって、他のセンターはＤセンターがどのような食器を使

用しているか、食器洗浄機と食器の取り扱いにどのような

工夫がなされているかを参考にすると良いでしょう。

Ｃ自治体では、高強度磁器を全面的に導入し、極めて

低い破損率を達成しています。どの学校も破損率が10％

以下で推移しています。3,000食を取り扱う大きなセンタ

ーでは年間破損率が約４％で、経済的に優位であること

がわかります。食器の種類によっても破損率が異なります

から、食器の形状とそれに合わせた取り扱いの工夫によ

ってさらに破損率を下げることも可能と思います。

生徒数の少ない学校では、破損数の多いところや少な

いところがあります。子供達による取り扱いに問題がある

のか、それとも食器の移動・洗浄・消毒・保管のどの行程

に問題があるのか詳しく調べると参考になります。

食器の強さだけでなく、金属製網かごや洗浄・水洗装

置との寸法すりあわせ技術など、見えない部分でのノウ

ハウもあるようです。多くは、行程から別の行程への移動

時にトラブルが起こるようです。特に洗剤が付いた状態で

は食器が滑りやすいので、注意したいものです。

Ｄ自治体では、共同調理場と学校単位での調理場と

が併用されています。共同調理場では大型の自動食器

洗浄機が使用されていると推察され、どの調理場でも破

損率が少なく、上手に設計されているようです。一方、Ｃ

自治体と同様、個別に給食を実施している学校では、高
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い破損率の学校も少なくありません。学校固有のやむを

得ぬ事情もありますが、破損率の少ない学校の取り組み

を参考に改善する余地はあるようです。

Ｄ自治体では別形状の食器（深皿）も使用しています

が、こちらはもう少し破損率が高いようです。深い形状の

強化磁器食器は寸法精度が十分ではないので、自動食

器洗浄機との精密なすりあわせ調整が望まれます。

年間の破損率が10％では、おおむね10年間ですべて

の食器が置き換わる計算になります。ある自治体担当者

の言によれば、強化磁器の年間破損率が10％以下にな

れば他の食器とコストが拮抗するようです。金属製食器

やプラスチック製食器の耐用年数は、種類や熱消毒温

度によって変わるのですが、４～５年程度のようです。高

強度磁器や強化磁器を導入する場合、初年度の導入費

用はかさみますが、毎年の補充予算を加味して比べる

と、破損率が５％程度であれば、コスト低減に十分な効果

があるようです。

強化磁器の強さや破損率はメーカー毎に異なります。

強度を維持するためには、高品質な原料の確保、生産

時の厳密な品質管理が不可欠です。したがって、価格競

争や安易な値引きは、品質低下すなわち強度低下のお

それが有ります。また、同じメーカーの強化磁器食器でも

形状によって破損率は異なります。食器の形状と破損率

の関連性を十分に把握したメーカーの食器を選ぶことが

肝要です。

常に品質や食器の形状を改良して破損率を下げる工

夫をしている強化磁器メーカーと、初期導入コストを安価

にして補充によって収益を安定させることを主眼にしてい

る強化磁器メーカーがあります。自治体の予算配分に依

存しますので、一概にどちらを選ぶのが正しいか断定は

できませんが。

８． 食育としての給食用強化磁器食器

強化磁器や高強度磁器の生産工程は、従来の陶磁

器とほとんど同じです。従って熱い食材が入った食器で

も底には高台があるので手に持って食事ができます。ま

た、食材によって着色することもありませんし、絵柄も豊

富です。

強化磁器や高強度磁器は飛躍的に材質を強くした陶

磁器であり、割れにくいのですが割れない陶磁器ではあ

りません。コンクリートなどの堅い床に高い位置から落と

せば破損します。子供たちには家庭で使用している陶磁

器と同じように取り扱うよう指導してください。割れるからこ

そ陶磁器を大事に扱います。大事に扱うからこそ愛着が

生まれます。永い年月をかけて育まれた陶磁器を大事に

扱う優れた食文化を子供たちに伝えたいものです。

９． 環境に配慮した磁器食器

生活に伴って益々大量のゴミが排出されています。都

市ゴミ減量化・リサイクル推進の切り札として1995年、容

器リサイクル法が制定されました。1997年からガラス瓶、

缶（アルミ缶、スチール缶すなわち金属）、紙、プラスチッ

クの分別回収・リサイクルが開始されました。一方、陶磁

器製食器はこれらの素材と比較して総量が少ないことも

ありますが、リサイクル化が最も困難な材料と言われてお

り、その取り組みは遅れていました。

循環型、持続可能な社会を目指す時代の流れから取

り残されそうな陶磁器製食器でしたが、ようやく家庭の破

損食器を含めて不要食器を回収し、再び一般家庭用食

器として蘇らせるプロジェクトが幾つかの陶磁器産地で推

進されるようになりました。美濃地方では、岐阜県セラミッ

クス研究所を中心として、陶磁器の３Ｒ技術※を高度化す

るために「グリーンライフ２１プロジェクト」が推進され、一

般家庭の不要・破損食器を回収・粉砕して再資源化し、

食器として生まれ変わる美濃Ｒｅ-食器が開発されまし
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た。次第に全国的な活動に発展し、長崎県や佐賀県で

は「有田エコポーセリン２１」、愛知県瀬戸市では「Ｒｅ-瀬

ッ戸」と呼ばれる研究や活動が始まっています。

※３Ｒとは廃棄物の発生抑制（リデュース、Reduce）、製

品・部品の再使用（リユース、Reuse）、原料としての再

利用（リサイクル、Recycle)の 三つの頭文字Ｒから創

られた標語で、主に環境省が推進しています。日本で

は古くから「もったいない」という言葉で表現されてきた

「モノを大切に扱う心」といってもよいでしょう。

強化磁器製給食用食器の破損も、その普及率の急増

に伴い、次第に無視できなくなりました。平成17年度では

全国の公立小中学校への普及率が約35％と推定されて

います。学校給食に使用される強化磁器の破損率を約1

0％と見積もると全国で年間約210トン、東京都だけでも、

その普及率約70％から計算すると約34トンの破損した強

化磁器がゴミとして廃棄されていることになります。地球

環境を保全し、持続可能な経済活動を推進するために

も、廃棄されることになる破損強化磁器をどのようにリサイ

クルできるか検討するメーカーも現れ、ようやくリサイクル

への取り組みが始まりました。

(財)日本環境協会は、環境に配慮して生産された商品

に対してエコマークの使用を認めています。焼き物（陶磁

器）にエコマークの使用を認めてもらうには、使用済み陶

磁器を再資源化し15％以上配合することが必要であると

定められています。国内で強化磁器としてエコマークを

取得した事業所は９社ほど有るようです。実際は、家庭か

ら出された破損食器や不要食器を回収・再資源化し、強

化磁器へ配合している例も少なくありません。どちらにし

ても、学校で使用されるリサイクル強化磁器食器の裏に、

エコマークの印が付けられます。小中学校の児童・生徒

がそれを見て環境について考えるきっかけになるのもす

ばらしいことであると思います。

学校で使用中に破損した強化磁器を、自治体から購

入するシステムによって回収・再資源化している事業者

グループも有ります。この事業者らは、再資源化原料を

配合して生産したリサイクル強化磁器を「Re-高強度磁

器」と名付け、エコマークを付け、自治体に納入している

ようです。このシステムの制度と運用について少し詳しく

説明します。

(1) 事業者と自治体が回収協定書または要望書のどちら

かによる協定を結びます。

(2) 自治体は破損した強化磁器食器の回収を販売業者

に依頼します。

(3) 地元販売業者は事業者に依頼書を送ります。

(4) 事業者は廃棄物運搬の許可を得た運送業者に回収

を依頼します。

(5) 運搬業者は学校から事業者まで破損食器を輸送しま

す。事業者らは正確な回収量を自治体に報告し、回収

量に見合った支払いをします。

(6) 回収された破損食器は、粉砕・再資源化され、リサイ

クル強化磁器の原料として配合されます。

(6) リサイクル強化磁器として再び学校で使用されます。

システムの特徴は、破損食器の移動をマニフェスト化して

いるために、追跡調査が可能であることです。回収した破

損食器は確実に再資源化されているか。回収量とそれに

よって生産可能なリサイクル強化磁器の出荷量に整合性

があるか等が実証可能です。強化磁器の３Ｒ環境を推進

するには、法律に則った制度を設けるとともに、適正に運

用されなければなりません。

システムを持続可能な経済活動として運用するために

は、輸送、再資源化（微粉砕化）、保管・管理などには余

分なコストがかかります。このような制度やシステムの運用

は、メーカー側だけでは推進できません。破損した給食

用強化磁器食器の回収・再資源化を促進するためには、

環境省の広域認定の取得を目指す方法もあります。さら

には、各都道府県知事が認可する「個別指定」制度を利

用する方法もあります。これらの制度を最大限利用して
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多くの強化磁器生産事業者が破損食器の回収・再資源

化に取り組みやすくなることは重要です。破損食器の回

収が容易になり、学校でリサイクル強化磁器を使うのが当

たり前になる時代が到来するためには、排出する行政側

の積極的な関与が期待されます。

学校で破損した強化磁器を回収・再資源化してリサイ

クル強化磁器を生産することは本当に環境負荷を低減し

ているのか、考えてみます。現段階では、ライフサイクル

アセスメント（Life Cycle Assessment,ＬＣＡ）が最も信頼

できる定量的評価手法です。原料採掘から始まって最終

製品に至るまでに排出された全ての二酸化炭素量を計

算するものです。使用した原料だけのＬＣＡ比較では、従

来の強化磁器が100であるのに対して、リサイクル原料を

16％使用した強化磁器では84.2となります、この大きな改

善は、回収される破損強化磁器食器が約30％のアルミナ

を含むためで、回収することによる環境面でのメリットがあ

るわけです。一方、全ＬＣＡで比較すると、従来の強化磁

器を100として、16％の回収・再資源化原料を配合したリ

サイクル強化磁器のＬＣＡ値は約97となり、少ないのです

が、明らかに環境負荷低減効果があるようです。これは、

一般の磁器、強化磁器のＬＣＡの約70％は、高温で焼成

されることによるものでやむをえません。

１０． おわりに

伝統ある陶磁器生産技術への先端技術の導入によっ

て開発された強化磁器製給食用食器が全国の学校に普

及し始めて、今年で約20年になります。小中学校では、

より家庭に近い給食食器の環境が達成されつつありま

す。

強化磁器製食器の強度は金属やプラスチック製食器

とは異なりメーカー毎に大きく異なります。普及初期に

は、十分な強度を持っていない強化磁器を生産・販売す

るメーカーもありました。また、生産の不具合から多くが破

損し、学校から叱責を受けた例もあったようです。プラス

チック製食器の置き換えを考える自治体から、強化磁器

では不可能な軽量化を求められ、どのように対応すべき

か頭を抱えた強化磁器メーカーもあったようです。陶磁

器産業団体として食器の強度基準値を設け、またメーカ

ー側の強度向上に対する鋭意努力の甲斐あって、多く

の学校から適正な評価を受け、学校給食用食器として正

しく認知されるようになりました。

しかし、強化磁器のメーカーと学校関係者とが、強化

磁器の特性やその使われ方などについて十分な共通認

識を得るに至っていません。強化磁器さらにはリサイクル

強化磁器の普及が期待される今こそ、自治体間、学校

間、自治体とメーカー相互の情報交換が常に必要になる

でしょう。

小林雄一教授の講演「給食Ｑ＆Ａ-強化磁器食器と新素材について」を含む、「2008夏期学校給食学習会報告書」は、

2009年３月頃に完成し、学校給食ニュース購読者には届けられる予定となっています。
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時事情報

ホームページ・新聞等からの情報

■沖縄県南城市、月１度の弁当の日制定

琉球新報08年８月20日、６月２日付によると、沖縄県南城

市は、平成20年９月より、月１度、学校給食を中止し、「弁

当の日」を実施する。対象は、全小中学校13校および４

幼稚園。「家庭での食育」、給食費未納分の税金補填を

削減をねらいとしている。弁当購入のために児童生徒の

外出を認めないなど教職員用マニュアルも整備したとい

う。

南城市 http://www.city.nanjo.okinawa.jp/

琉球新報 http://ryukyushimpo.jp/

南城市教委、毎月第１水曜「弁当の日」08年8月20日

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-135436-storytopic-5.html

食育で「弁当の日」実施へ県内初、南城市の小中学校08年6月2日

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-132725-storytopic-5.html

■熊本県小国町、６小学校を統合し１校へ

朝日新聞08年９月６日付によると、熊本県小国町は、平

成21年度４月より現在の町立６小学校を１校に統合する。

少子化と財政難から。

小国町 http://www.town.oguni.kumamoto.jp/

■群馬県下仁田町、５小学校を１校へ統合提言

上毛新聞08年８月23日付によると、群馬県下仁田町教育

委員会は、町内小学校５校を2012年度に１校に統合し、

新築するよう提言書を町長に提出した。現在の給食セン

ターは統合校敷地内へ移転も提案している。少子化と耐

震工事等の負担を受けて。今後議会で検討される。

下仁田町 http://www.town.shimonita.gunma.jp/

■茨城県ひたちなか市、民間委託化方針

平成18年３月の茨城県ひたちなか市「ひたちなか市集中

改革プラン」によると、ひたちなか市は、現在の単独校小

学校14校、中学校６校、センター（小６校、中３校、幼稚

園５園）について、全面的な民間委託にする方針を出し

ている。「ひたちなか市行財政改革・平成20年度実施計

画」では、年度中に「基本方針の素案を策定」し、パブリッ

クコメントなどを通じ「市民への周知」を図るとしている。

ちなみに、パブリックコメントは意見収集であって、周知が

目的ではない。

ひたちなか市 http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/

ひたちなか市学校給食 http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/12

02gakumu/Kyushoku/

ひたちなか市集中改革プラン http://www.city.hitachinaka.ibaraki.

jp/0307gyosei/Gyoukaku/Plan.pdf

行財政改革・平成20年度実施計画 http://www.city.hitachinaka.ib

araki.jp/0307gyosei/Gyoukaku/20keikaku.pdf

■群馬県太田市、市民意識調査で給食評価高し

平成17年３月に太田市、尾島町、新田町、藪塚本町が合

併し、現在21万人の人口となる群馬県太田市では、合併

による市の現状や市の現状について平成20年６月に市

民４千人強を対象に「市民意識調査」を実施した。

このなかで、24の事業について調査したところ、もっとも

評価が高かったのは「学校給食への地場産米導入」で、

65.8％が評価するとした。次点は、「第三子以降子育て

支援事業」である。逆に、建設事業や造成事業について

は評価が低くなっている。

太田市の旧尾島町給食センターを08年度末で廃止し、

自校方式へ。旧新田町も将来自校給食へ。他の旧市町

はすでに自校方式。献立も独自（学校単位）方式。（上毛

新聞08年７月20日付）

太田市 http://www.city.ota.gunma.jp/

市民意識調査 http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0020-00

4kikaku-gyoukei/management/ishikityousa.html

■長野県松本市、センター建設予定地で土壌汚染

信濃毎日新聞08年８月１日付によると、松本市教育委員

会は７月31日に、学校給食センター建設予定地から土壌

汚染対策法の基準の２倍程度の鉛、同化合物、フッ素、

フッ素化合物が検出されたことを発表した。地中には廃

棄物も埋めてあったという。同地は、元私有地を松本市
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が購入したもの。

同センター建設予定地は、東部学校給食センターの建

設が予定されている。2008年8月4日の市長記者会見で

は、土壌の検査と除去等を行う方針を示した。

長野県松本市 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/

市長記者会見 2008年8月4日 http://www.city.matsumoto.nagano.

jp/aramasi/sityo/kaiken/teirei20080804/

■千葉県佐倉市、給食残菜を飼料へ

千葉県佐倉市「こうほう佐倉８月１日号」によると、08年７

月より佐倉市では志津地区小中７校をモデルに学校給

食の残菜等を分別し、リサイクル工場で加工して飼料化

する取り組みを開始した。将来は全市に拡大を想定。

佐倉市 http://www.city.sakura.lg.jp/

佐倉市の学校給食 http://www.city.sakura.lg.jp/sido/sido-hp-kiji/

HP(11.14)/sakuranokyusyoku.htm

こうほう佐倉８月1日号 「給食の残渣リサイクルが始まりまし

た」掲載 http://www.city.sakura.lg.jp/sido/sido-hp-kiji/HP(11.14)/

topikusu/risaikuru.pdf

■名古屋市で給食残菜等をたい肥化・野菜生産へ

名古屋市「おかえり野菜プロジェクト」は、環境省が募集

していた「循環型社会地域支援事業」に対し、「食品循環

資源のループ形成によるビジネスモデル構築に関するプ

ロジェクト事業」として応募、採択された。スーパー、小学

校等の残菜などをたい肥化し、野菜を生産「おかえりやさ

い」として認定し、市場や給食に戻すとしている。また、環

境教育にも活用する。

ごみを発生させない！ しみんプロジェクト（おかえりやさいプロジ

ェクト） http://shimin.n-kd.jp/

環境省 循環型社会の形成に向けた「循環型社会地域支援事業」

の採択について

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9994

■偽装・食の不安

・青森県弘前市のリンゴ加工業者が中国・南アフリカ産リ

ンゴ濃縮果汁を青森県産品として加工販売していた（陸

奥新報08年８月５日付け）。神奈川県学校給食会は、学

校給食用りんごゼリーも産地偽装品であったことから取り

扱いを中止した（神奈川新聞08年８月12日付）。

・和歌山県田辺市内の青果卸売業者が、青森県産ミニト

マトを地元産と偽って販売。市内18小中学校などで１万

個を消費。地元産が５千個しか確保できず、青森県産を

使用したとのこと。（産経新聞、朝日新聞、河北新報など

08年９月６日付）

■給食費、物価

・８月中旬以降、豪雨、気温低下などが要因で生鮮野菜

が高値。９月の学校給食再開による需給引き締まりも要

因に。（日本経済新聞08年９月10日付）

・新宿区、牛乳分食材費を公費負担。前年度に対し、平

均約８％の食材費上昇のため。市立保育園等には、食

材費、燃料費の助成制度を設置した。（日本経済新聞、

読売新聞08年９月６日付）

・横浜市、2009年１月より、市立小学校の学校給食費を

300円値上げし、月4000円とする。食材費高騰から。

また、未納対策について、法的措置による徴収を開始す

る。07年度未納率は0.75％。（神奈川新聞08年８月１日

付）

・沖縄県内の給食費値上げは09年度からの見通し。41市

町村のうち32市町村が値上げを検討・検討予定。給食調

理現場では、果物の１切れを小さくする、食材を豚肉から

鶏肉に変えるなどの対応をしているが限界になっている

という。（琉球新報08年７月20日付）

・岡山県教育委員会調べで、08年４月以降県内27市町

村中９市町村が給食費値上げ。13市町が値上げ検討。

瀬戸内市、08年４月、小中学校給食費を約１割25円（１

食）値上げ。小学校260円、中学校300円に。いずれも食

材費の高騰から。（山陽新聞08年７月19日付け）

・山梨県内、08年４月以降４市村が給食費値上げ。甲州

市、08年２学期から小学校１食16円、中学校24円値上げ

で、小学校253円、中学校295円に。南アルプス市、８月

から１食20円値上げ。韮崎市、小学校５校中４校で４月か

ら８～19円増額。鳴沢村４月末小学校20円値上げだが、

10円は村負担。食材費、燃料費の高騰から。（山梨日日

新聞08年７月19日付）
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Ｑ＆Ａ

変な取り合わせの献立が多いのでは？ 和食ではいけない？

学校給食に関する疑問、質問を、全国学校給食を考

える会の会員（栄養士、調理員、保護者ら）がそれぞれ

の立場で回答します。質問をお待ちしています。

Ｑ：学校給食には取り合わせが変なメニューが多いと思

います。もっと素朴な和食中心でもいいのではないかと

思いますが、どうしてですか？

●回答１：調理員（自校調理・独自献立・食材個別購入

で一部食材は共同購入）

学校給食の献立は栄養所要量と食品構成を考慮に入

れて作られています。それらのことに配慮するあまり、食

事としての構成や食文化としてのバランスを危うくしてい

ることもあるかと思います。

素朴な和食については、食品構成の問題があります。

毎日、素朴というのは無理かもしれませんが、現在は国

の方針や都の指導もあって、米飯回数の増加と和食献

立重視の方向にあります。

●回答２：学校栄養職員（自校調理・独自献立・食材個

別購入）

ごもっともだと思います。私自身「学校給食が今の食形

態を作った大きな原因のひとつ」と考えています。ですか

ら、「日本本来の食文化に戻す、かつ教えていくのは学

校給食以外ない」と思っています。ご飯・汁物・おかずの

メニューが一番よいと思っています。

確かにいろいろな地域の学校給食献立を見ますと、い

まだにパンと麺の組み合わせがありますし、和風？中

華？と思うような献立もあります。私も9月の献立でおはぎ

をどう位置づけるか迷います。基本的には、和食中心で

よいと思います。しかし、現実には、本校では月に2回（7

月と12月は1回）パン食にしますが、残量がほとんどありま

せん。麺は月2～３回ありますが、子どもたちの人気メニュ

ーにいつも入ります。ちなみに、カレーライスはいつもベ

スト３に入ってます。お隣の国の「ビビンバ」を献立に入れ

るときは、韓国の説明をしたりしています。ですから、今は

全部和食とまでは考えていません。

●回答３：もと保護者

学校給食献立について変な組み合わせは感じます。

何にでも牛乳がついてくることがその筆頭です。牛乳を

汁物に代えるだけでかなり印象は変わりそうです（※牛乳

の問題は別途独立して掲載予定です）。毎日決まった栄

養所要量を確実にとらなくても、山あり谷あり、１週間５回

の給食の合計ではダメなのだろうかと思っています。

「ご飯と汁物とおかずの献立を中心に」がいいですが、伝

統食や郷土食も含めた日本のおかずとともに、すでに家

庭料理として定着してる（と私は思う）カレーや餃子やパ

スタやパンもたまにであれば楽しいです。さらに、どうして

も時には目新しいと感じさせる料理を子どもたちに食べさ

せたいというならば、その理由をきちんと伝えて取り入れ

てみたらいいでしょう。「今日の給食は何々国の何々とい

う料理だったけど、あんまりおいしくなかった。だけど、そ

の国ではこうなんだって・・・」という結果や感想になっても

いいと思います。その献立を作る理由を伝えなければ栄

養士の自己満足に終わりかねません。学校給食は単に

空腹を満たすためのお昼ご飯ではなくて、食べると同時

に学んだり気付いたりすることがあるから教育なのだと思

います。

９年間の給食を食べ終えてすでに１０年以上経つ息子

たちは、食卓に統一感のないものが並ぶといまだに「今

日は給食か」と言います。
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考える会、事故米問題で文部科学大臣に緊急申し入れ

９月22日、全国学校給食を考える会は、文部科学大臣

に対し、「非食用事故米穀の不正流通事件に関する緊

急申し入れ」を文書で行いました。これは、三笠フーズが

非食用輸入米（事故米）を不正に転売し、食用となって

いた事件の結果、学校給食にも非食用米が加工原料等

として含まれていたことが明らかになったことから、文部

科学省に対して要請と公開質問を行ったものです。

文部科学大臣 鈴木 恒夫殿

全国学校給食を考える会会長 五十嵐興子

非食用事故米穀の不正流通事件に関する緊急

申し入れ

拝啓 平素は、学校給食行政の円滑な推進にご尽力を

いただき感謝申し上げます。

さて、一連の非食用事故米穀の不正流通事件の波は、

ついに学校給食現場にも及びました。

ご承知のように、新聞等の報道によれば、愛知県教育委

員会は１９日、新潟県長岡市のでんぷん製造業「島田化

学工業」から仕入れた汚染米を使用したオムレツが県内

の小中学校などの給食として提供されていた、と発表、

対象は県内の計３７市町村に上り、０３年度からの５年間

で延べ４５万食が提供されていたとのことです。

事故米が学校給食にも使われていたことがわかり、学校

給食に対する不安が現実のものとなりました。学校給食

の現場で働く栄養士、栄養教諭、調理員も、また、子ど

も、父母、保護者は大きなショックを受けております。

今回の事態は、学校給食における「食の安全」に関する

信頼を一気に崩壊させる事態です。

そこで、私ども全国学校給食を考える会として、下記の点

について緊急に申し入れたく存じますので、来る10月1日

までにご回答くださるようお願い申し上げます。敬具

記

１．全国の学校給食現場の使用実態を緊急に調査し、実

態を報告・公開してください。

２．あわせて、なぜ、チェックできなかったか問題点を洗

い出し、どうすれば是正できるか、その対策を講じてくだ

さい。

３．各教育委員会が、「健康被害の届けはない」、「健康

被害は確認されていない」などと談話をだしていますが、

健康被害は、急性毒性だけが対象ではなく、ガンや各臓

器への慢性毒性をも視野に入れるべきだと考えます。し

たがって、根拠もなく安全であるかのような発言はやめ、

逆に、中長期的な被害調査を実施するよう通知を出して

ください。

４．今後このようなことが二度と起きないようにするため、

学校給食で使う食材については定期的な検査等を実施

し、結果を公開してください。

５．今回の事態に対し、貴省として公開の意見交換会を

開催し、貴職の見解を述べてください。 以上

回答については、届き次第、学校給食ニュースホームペ

ージで掲載します。次号本紙でも掲載します。

学校給食ニュース 107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

E-mail kyushoku@daichi.or.jp (購読・会費等）
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●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）
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