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今月のトピックス

汚染米事件は学校給食に何をもたらしたか

2008年秋、また食の安全性をおびやかす事件が発覚

しました。強いカビ毒や基準以上の残留農薬などで食用

にできない輸入米が、食用として流通していたのです。

京都府や茨城県などで、非食用のもち米が学校給食に

使われたり、米でんぷんの形で、学校給食向けの卵加

工製品に数多く使われたことから、全国的に大きく報道

されました。

今回の事件では、農水省の食品行政の甘さ、コメの流

通や加工の複雑さ、輸入米が加工食品や外食産業で使

われている実態に加え、学校給食でも加工食品が多く使

われているという現状が、事件に合わせてた形で報道さ

れています。

そこで、今回の汚染米事件の内容、そこから派生して

出てきた様々な問題点の整理を行います。

１ 学校給食にどんな影響を与えたのか

【事故米とは】

農水省（政府）は、２つの目的でコメを売買していま

す。

ひとつは、備蓄米です。食糧法に基づいて国産米を

100万トンほど買い付け、不作などの非常時用に備蓄し

ています。毎年100万トンを買うのではなく、30万トン程度

を買って、３年ごとに販売していく「回転備蓄」を行うこと

になっています。

もうひとつは、ＭＡ米です。ミニマムアクセス米と呼ばれ

る輸入米です。ミニマムアクセスとは、「輸入機会義務」の

ことで、1994年にガット・ウルグアイラウンド合意によって、

日本はコメの貿易を自由化しない代わりに、一定の輸入

量についての機会を海外に与えるということです。日本

政府は、事実上の輸入義務であるとして、近年は毎年77

万トンを海外から輸入しています。ちなみに、日本は1999

年にコメの貿易を自由化しましたが、高い関税をかけて

おり、ＭＡ米の輸入量は毎年77万トンのまま変わらないこ

とになっています。輸入先は、主に、アメリカ、中国、タ

イ、オーストラリアです。

これらのコメを農水省が売買し、保管していますが、倉

庫での保管中に水濡れやカビの発生などが起きた場合、

「事故米」として食用にできないものは工業用のり原料と

して販売することにしていました。

【汚染米】

非食用の事故米のうち、人体に明らかに毒性があるも

のを、報道や市民団体、消費者団体では「汚染米」と呼

んでいます。農水省は、「汚染米」という言葉を使ってい

ません。

今回の事件で問題になった汚染米は、残留農薬米と

アフラトキシン汚染米です。

残留農薬米とは、長期保管してあるＭＡ米のうち、農

薬のメタミドホスやアセタミプリドが残留基準を超えていた

コメです。輸入した時点では、メタミドホスやアセタミプリド

に対する残留農薬基準がありませんでしたが、2006年

に、食品衛生法の残留農薬基準が大幅に改められ、指

定されていない農薬については一律に0.01ppmの残留

農薬基準となりました。それによって残留農薬基準に違

反するコメとなり、工業用のりとして販売されたものです。

アフラトキシン汚染米とは、カビ毒のアフラトキシンＢ１

が検出されたコメです。アフラトキシンＢ１は、食品衛生法

学校給食ニュース 108号 全国集会は３月20日、社会文化会館です



2 学校給食ニュース 108号 全国集会は３月20日、社会文化会館です

ですべての食品について「検出されてはならない」とされ

ている強い発がん性のある毒です。アフラトキシンＢ１を

産出するカビは、熱帯や亜熱帯など高温多湿の条件で

発生するため日本ではみられず、主にナッツ類などの輸

入品から検出されることがあります。今回は、保管してあ

ったＭＡ米からアフラトキシン米が検出されたということ

で、その状況には疑問も残りますが、きわめて強いカビ毒

であり、食用に転用されたことは食品の安全性にとって大

きな衝撃です。

【汚染米・事故米を扱った問題の業者】

農水省のまとめによると、汚染米・汚染米以外の事故

米を工業用のり原料として販売した業者のうち、３社で食

用への転売が確認され、１社が別の用途（非食用）での

使用を行い、１社の状況が不明であることが発表されて

います。

●三笠フーズ（株）

メタミドホスの残留農薬米（もち米・中国産）、アセタミプリ

ドの残留農薬米（うるち米・ベトナム産）、カビ米（うるち米

・アフラトキシン汚染、中国、ベトナム、アメリカ産）を販

売。このうち、中国産もち米の残留農薬米が菓子や米菓

として使われ、他は酒造用に使われています。

そのほか、アフラトキシン以外の一般カビ米（うるち米・国

産、輸入）などが、業務用、菓子・もち用、酒造用として販

売されています。

●（株）浅井

メタミドホスの残留農薬米（もち米・中国産）が転売され、

その一部が学校給食用？？

そのほか、アフラトキシン以外の一般カビ米（うるち米・国

産、輸入）などが、業務用として販売されています。

●太田産業（株）

メタミドホスの残留農薬米（もち米・中国産）などが、工業

用ではなく肥料用等に転売されていました。

●島田化学工業（株）

残留農薬やアフラトキシンではない一般カビ米（国産、輸

入）などが、米でんぷんとして加工され販売されていまし

た。

●東伸製糊（有）

残留農薬やアフラトキシンではない一般カビ米（輸入）が

政府から工業用のりとして販売されました。その使用の適

切さについての確認はできませんでした。

ここで問題になるのは、三笠フーズ（株）、（株）浅井、

島田化学工業(株)のコメの不正な食用転売・使用です。

【事件の経緯】

事件の経緯を簡単にまとめておきましょう（農水省まと

め）。2008年８月22日に、福岡農政事務所に対して三笠

フーズ(株)の横流しが匿名で通報されました。これを受け

て、農水省、厚生労働省などが調査をしたところ、９月４

日に三笠フーズ社長が横流しを認めました。その後、農

水省が事故米販売先を調べたところ、いくつかの業者で

同様の横流しが発覚しました。９月12日の時点では文部

科学省が「（現時点で）学校給食で事故米は発見されて

いない」と発表していましたが、18日以降、学校給食での

使用についての発表が相次ぎます。

当初農水省は、一部の悪質な業者の不適切な行為で

あるとしていましたが、その後、販売者である農水省の管

理や認識不足、食品としての対応の甘さが明らかになり

ました。農水大臣、事務次官が辞職し、農水省とは別に

内閣府でも対応策の検討を行うことになりました。

農水省は、今回の問題を行政対応のまずさだけでな

く、米流通が複雑化していることや、「消費者が国産米を

使った商品と思っていたものにまで、幅広く輸入米の事

故品が使用されていた」として、コメのトレーサビリティ、原

産地表示などについての検討会を設置しています。今

後、コメの流通、表示制度が変わる可能性があります。

【学校給食への影響】

学校給食関係では、島田化学工業(株)が製造した米

でんぷんを使用した加工食品についての影響が最も大

きくなりました。こちらは、汚染米ではなく、工業用のり用

に販売されたコメでした。一方、汚染米を食用として使わ

れた例もありました。

●島田化学工業の米でんぷん問題

冷凍オムレツ・卵焼き等の学校給食用冷凍食品（卵製

品）に、島田化学工業が製造した米でんぷんが使用され

ていたことから、水濡れ、一般カビ等の事故米混入として

調査、報告され、全国紙、地方紙等を含めて、学校給食

で事故米使用と大きく報道されました。島田化学工業の

製造ロットなどの確認が遅れたため、最大５年ほどの製品
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に使用の可能性があり、一時は、41都道府県の国公私

立小中学校幼稚園で約884万食（文部科学省発表）まで

広がりました。

９月19日、愛知県教委が県学校給食会「愛学給プレーン

オムレツ」に使用されていたという発表をしたことに始ま

り、10月上旬まで発表や追加、修正などが行われました。

その後、冷凍食品製造メーカーが可能性の期間を特

定し、賞味期限が2006年２月～３月の製品以外は混入の

可能性がないこと、最大で21万食であることなどを発表

し、報道等は終息しました。

この報道を通じ、「学校給食は冷凍食品をそんなに使

っていたのか」といった報道もなされ、学校給食に対して

も厳しい目が注がれました。

●汚染米使用の例１ メタミドホス農薬汚染米

京都市の中学校給食で2008年４月16日に出された

「赤飯」のもち米の一部が、メタミドホスの残留農薬米（中

国産）でした。京都市では、選択制の校外調理委託方式

（弁当併用選択制外注方式）として中学校給食が実施さ

れており、47校5254人分の赤飯に使用されていました。

詳細は、１人分110ｇに対し、うるち米97ｇ、もち米10ｇ、黒

米３ｇで、この「もち米」に混入され、割合は10ｇあたり2.3ｇ

程度の量でした。発表によると「メタミドホスの濃度は最大

0.05ppm以下であることが確認されており、健康被害のお

それはありません」としています。中学校給食は２社に委

託されており、うち１社が調理した分に混入しています。

汚染米は、(株)浅井から、福井県の業者等を経て委託

会社に納入されたもので、「国内産」表示にすり替わって

いました。

京都市教育委員会は、９月17日に事例を確認し、18日

に発表しています。

（厚生労働省まとめサイト掲載の発表文）

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0918-2h.pdf

●汚染米使用の例２ メタミドホス農薬汚染米加工品

10月６日、茨城県教育庁は、小美玉市の１小学校が

１月９日に学校給食で使用した冷凍食品「もち米付き肉

だんご」が、(株)浅井からの汚染米を使用したものである

ことを発表しました。それによれば、１小学校で、850食、

ひとり２個ずつを使用したとのことです。流通経路は、(株)

浅井（名古屋市）→（有）ノノガキ穀販（三重県四日市市）

→米穀仲介業者３社→西田米穀（株）（静岡市）→アンゼ

ンフーズ（株）（静岡県沼津市）→ＪＴフーズ（株）→茨城県

内納入業者→学校と９社を経て学校に届いていました。

10月16日、川崎市健康福祉局は、同じくＪＴフーズの冷

凍食品「小ちまき」を１月に、２小学校で使用しており、汚

染米可能性としてメーカーが自主回収していると発表し

ました。２小学校で、合計1325食に使用されていたもので

す。学校から保護者へのお知らせ文によると「メタミドホス

は検出されませんでした」としています。なお、川崎市

は、統一献立ですが、毎月１回自校献立を行い、食材は

統一献立食材取り扱いの登録業者等から購入することに

なっています。

このほか、西日本新聞10月11日付によると、福岡県教

委が、汚染米疑いの原料による冷凍食品（ちまき）７校

1905食使用を発表しています。福津市、福智町、添田

町、篠栗町、県立特別支援校です。

（厚生労働省まとめサイト掲載の発表文）

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/dl/h1007-2a.pdf

（茨城県）

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/dl/h1016-6c.pdf

（川崎市）

（ＪＴフーズの自主回収のお知らせ）

http://www.jti.co.jp/JTI/attention/about_recall_20081002.pdf

【安全性に問題はないのか？】

今回の汚染米事件では、農水省、厚生労働省がそれ

ぞれ各地の情報をとりまとめました。文部科学省は主とし

て農水省からの情報をもとに注意喚起や通知を行いまし

た。いずれの発表や通知文をみても「健康被害は報告さ

れていません」「安全性に問題はありません」などの文言

が付けられています。しかし、はたして「健康被害はなか

った」で済ませていいのでしょうか？

農薬やアフラトキシンに汚染されたものを食べたけれ

ど、その濃度はごく微量であったから「問題ない」という発

想は食の安全を管理する行政としてとても間違った考え

方です。「問題がない」のならば、食品衛生法での残留

基準の意味が失われます。また、「健康被害は報告され

ていません」との表現もきわめて不適切です。微量の残

留農薬などでは、急性の症状がでることはありません。長

期間、長期的な摂取による発がん性などのリスクが高まる

ことが問題です。そのために、食品には農薬などの化学
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物質に対する基準が設けられているのです。

基準が十分かどうかの議論は置くとしても、基準とは、

それを社会全体が守ることによって、できるかぎり、発が

ん性などのリスクを下げ、健康への影響を防ごうとするも

のです。基準を作り、監督する農水省や厚労省、また、

子どもたちの健全な育成に対する行政政策を実施する

文部科学省が、「健康被害は報告されていないから問題

ない」といった程度の食の安全性に対する認識では、食

の不信が解消されることはありません。

学校給食関係者も、十分に留意する必要があります。

２ コメの現状

【毎年77万トンの輸入米】

日本は、ＭＡ米を年間約77万トン輸入しています。こ

のうち約10万トンは、ＳＢＳ（売買同時契約）といって、主

食用に使われます。売買同時契約とは、輸入業者（商

社）と卸売業者が連名で農水省に入札し、農水省に安く

売って、農水省から高く買う取引を優先して落札させる取

引です。これによって、主食用に使いやすいコメを輸入

し、使用することができます。アメリカ産などで日本米と同

じ単粒種のコメは外食産業など主食用の様々な用途に

使われ、長粒米はエスニックレストランなどに使われま

す。それ以外の約67万トンは、農水省が商社などを使っ

て輸入しています。これらは国内向けの主食用には使わ

ないこととなっており、加工食品用、海外援助用、飼料用

として農水省が直接販売します。加工食品用や飼料用

に使う場合には、主食用に転用されないよう米粒を砕い

てから流通しています。

農水省の資料によると（表１）、195年から2007年まで

に、865万トンが輸入されています。うちわけは、アメリカ

産がもっとも多く、405万トンです。続いてタイ（199万ト

ン）、中国108万トン、オーストラリア100万トンとなっていま

す。用途としては、主食用91万トン、加工用319万トン、援

助用222万トン、飼料用104万トン、在庫が129万トンとな

っています（2008年３月現在）。

加工食品用として農水省は、味噌、米菓、米穀粉、焼

酎、シリアルを主な用途に上げています。

ＭＡ米以外の米の輸入としては、米粉調整品がありま

す。これは米粉に砂糖、塩などを添加したもので、コメの

輸入とは別に扱われています。年間12万トン程度輸入さ

れており、そのまま加工品として使われたり、分離して加

工品に使われています。15年ほど前から輸入が急増して

います。なお、同様に小麦粉調整品もあり、米粉調整品

よりやや多い量を輸入しています。それ以外にも、米製

品として、米菓、ビーフン、コメを含む肉や魚などの調整

品（加工食品等）が輸入されています。

【減ってきた日本人のコメ消費】

日本人のコメ消費量は、1962年に国民ひとり当たり１年

間に118.3kg食べたのを最高に、その後一貫して減り続

け、2006年には61.0kgと、約半分になっています（図２）。

この間、日本人の摂取カロリーは、約100キロカロリー増

えただけですが、コメからのカロリーが約半分に減った分

は、畜産物（肉、卵、乳製品）、油脂類を中心に、小麦や

他の食品に置き換わってきました。

また、家計消費に占めるコメの消費動向を見てみると、

年間60kgの消費量のうち、消費家庭（農家家庭以外）が

コメとして購入しているのは48％に過ぎず、外食、中食

等、炊飯・加工されている支出が37％を占めています。

そのほかは、農家の自家消費、無償譲渡となっていま

す。つまり、一般的な消費者家庭の場合、支出ベースで

はコメに支払う金額よりも外食や弁当などの中食、冷凍

米飯などの加工米飯の方が多くなっていることが分かりま

す。（図３）

（表１ 農水省資料）
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それは同時に、家庭では炊飯が減っていることを示し

ています。

農水省の調査では、2006年産国産米生産量855万トン

のうち、一般消費者にコメとして販売されたのは300万トン

程度で、そのうち、150万トンほどが小売業（スーパー

等）、135万トンが生産者からの産直等となっています。そ

れとは別に農家の自家消費や無償譲渡などが165万トン

あるとされています。この数字からも、外食や中食などが

過半数を占めていることが分かります。

（図２、３ 農水省資料より）
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【コメの生産と流通】

コメは、野菜などの農産物と異なり、生産者が収穫した

後、すぐに調理して食べる訳にはいきません。収穫後

は、モミ米の状態です。もみすりをすると、玄米になり、玄

米を精米して、白米や分付き米にする精米工程がありま

す。また、日本では基本的に１年に１回しか収穫できませ

んので、１年間を通じて保管して食べます。保管は、主と

して玄米ですが、輸入米などは白米で輸入され、保管さ

れます。生産地によっては、モミ米で保存し、出荷ごとに

もみすりするところもあります。

コメの流通は、農水省に届け出をすれば自由に売買

できます。

コメの生産は、基本的に生産者の自由とされています

が、現実には生産調整（減反）が行われており、生産者

は自由にコメを作ることが難しい状況に置かれています。

コメは、稲の種子です。様々な品種があり、粒の大きさ

や形状も少しずつ異なります。また、同じ品種でも、産地

や、年ごとの天候によって粒の大きさ、収穫量などが違い

ます。

コメには、農産物検査法による米穀検査制度があり、

生産者が販売する際に「産地・産年・品種」を表示するた

めには、この検査を受けることが必要です。この米穀検査

を受けると、コメには「１等、２等、３等、格外」の格付けが

行われます。一般の消費者は、コメの格付けを目にする

ことはほとんどありません。コメの格付けは、流通上の格

付けであり、実際に販売されるときには、格付けが関係な

くなるからです。

ところが、生産者には格付けが大きな意味を持ちま

す。等級が下がると価格が安くなるからです。最近、一番

問題になっているのがカメムシです。カメムシがつくと、米

粒に黒い点ができます（着色粒）。1000粒に２粒の着色

粒があると、他の項目が問題なくても２等に格下げされま

す。そのために、たくさんの農薬が使われています。

一方、多少の着色粒は精米工程での選別機によって

はじくことができます。そのため、一般の消費者は格付け

を意識することがありません。生産者から安く買うための

仕組みになっており、それが農薬の使用を増やすという

結果を生んでいます。

着色粒だけでなく、精米工程では小さな粒をはじきま

す。生産者や、精米業者などが小さな粒をふるいにかけ

てはじきますが、はじかれたものを「ふるい下米」と言いま

す。一般に「くず米」と呼ばれるものです。このくず米も販

売され、米粉、加工食品、飼料などに使われます。

コメは、粒なので、流通の過程で混ぜることもあります。

「ブレンド米」です。ブレンド米は、もともとは、いくつもの

産地、品種や天候によって食味や品質に差が出るのを、

うまくブレンドすることで安定した食味、品質にするための

ものでした。しかし、コメのブレンドを悪用して、今回の汚

染米・事故米事件が起きたのも事実です。

（図４ 農水省資料）
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【コメの表示制度】

コメの表示制度は、ＪＡＳ法に基づき、品質表示基準と

して、名称（玄米、もち精米、胚芽精米、うるち精米）、原

料玄米（産地、品種、産年、使用割合）、内容量、精米年

月日（輸入米は不明の場合輸入年月日）、販売者の表

示が義務づけられています。このうち、産地、品種、産年

の表示は、生産者が農産物検査を受けたものに限られて

おり、検査を受けていない場合「未検査米」という表示に

なります。ブレンド米の場合には、「複数原料米」と表示さ

れ、それぞれの使用割合を書くことになっています。

ＪＡＳ法は、消費者向けの表示制度なので、業者間取

引の場合には、これらの表示は必要ありません。

加工食品については、ＪＡＳ法の加工食品品質表示基

準で、「もち」のみ、原料原産地の表示が義務づけられて

います。それ以外の冷凍食品、加工米飯、米菓、和菓

子、外食、弁当などは、原料原産地表示の必要がありま

せん。現実には、ＭＡ米や米粉調整品などを原料とし

た、コメ加工製品が原料原産地の表示のないままに流

通、販売されています。

【今後の動き】

農水省は、今回の事件を受けて、10月17日に、専門

家による「米流通システム検討会」を設置しました。ここで

は、コメのトレーサビリティと原料原産地表示制度などに

ついて議論し、11月27日に「新たな米流通制度の骨格」

をとりまとめました。

それによると、コメは国内で唯一自給可能な穀物であ

り、用途別、産地別に価格差が大きいことから、トレーサ

ビリティを導入し、流通の透明性と事故等が発生した際

の追跡可能性をつくるとしています。そのため、原料のコ

メ、加工、調整品などを生産者から販売まで原則として記

録して記録を一定期間保存することを義務づける方向を

打ち出しました。

また、原料米の原産地情報についても、これまでのコ

メ、加工品（もち）のみではなく、コメに加え、ご飯として提

供されるもの（外食、弁当等）、米菓、米粉パンなどにつ

いて表示や掲示を義務づけるとしています。今後、今回

の方針に基づいて、詳細な対象や法制化がすすめられ

るようです。

対象品目や、コメ以外のトレーサビリティ制度、原料原

産地表示制度など、表示制度全般に関わることだけに、

消費者の選択の権利を守り、分かりやすい表示になるよ

う注目しておく必要があります。

３ 学校給食に寄せられた課題

今回の汚染米・事故米事件で、学校給食にも注目が

集まりました。とりわけ、事故米を懸念された米でんぷん

が原料の一部に使われた冷凍オムレツなどの加工食品

の使用によって、「学校給食では加工食品、冷凍食品が

多く使われている」というイメージが伝わったことは残念で

なりません。

もちろん、現実にも、学校給食では、自校方式、センタ

ー方式に限らず、多かれ少なかれ加工食品を使用して

います。手作りを基本にしているところでも、いくつかの理

由によって加工食品を使用します。

まず、前提として、現在の日本の食の多くが加工食品

に依存しており、食品の半分以上を輸入に頼っていま

す。学校給食も日本の食の現実に大きな影響を受けて

います。

次に、施設、設備と予算の問題があります。限られた

施設、設備、人員のなかで献立を充実させるためには、

加工食品、半加工食品を活用することになります。また、

食材費（給食費）の面からも、大量生産による加工食品、

半加工食品の使用がコスト削減になることがあります。も

ちろん、食材費は、品質と関わりなく、食材によって価格

差があるため一概には言えません。

もうひとつ、近年の問題として「衛生管理」を理由とする

加工食品、半加工食品の利用があります。泥付き野菜の

使用を認めない、非加熱素材よりも、加熱済み食材の方

が「衛生的である」という判断などが加工食品等の使用を

うながします。

このような現実をふまえた上で、今後の課題が浮かび

上がります。

課題のひとつは、日本の食の現実を子どもたちにどの

ように伝えるのかという教育の問題です。どのような食の

選択、食生活をすればいいのかをどのように教えるかと

いう課題があります。次に、それぞれの地域での学校給

食の実情について、食材の選定や献立の方向性などを

きちんと保護者、市民に説明する必要があります。説明

だけでなく、市民と意見交換し、現状をふまえた上で、ど

のような食材を選択するのか決めていくことも必要かも知

れません。
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その際、一言で加工食品、半加工品といっても、その

加工度はまちまちです。素材である野菜、肉、魚介類等

を焼いたり、茹でたりしただけのものから、いくつもの原料

を世界中から集め、海外で調理済みにしたものまであり

ます。豆腐やこんにゃくなども農産加工品です。伝統的

な加工食品もあります。加工度や加工食品の特徴につい

ても、教育や説明の対象となります。

その際に、加工食品と地場産の関係を考えるのもよい

でしょう。

地場産の農畜水産物を使用する場合、その多くが、野

菜や肉、魚などの素材となります。加工食品や半加工品

よりも下処理や調理の手間が必要になります。地場産

は、生きた教材として学校給食での使用が求められてい

ます。加工食品の問題をきっかけに、「地場産をいかに

使うか」という視点から、保護者、市民への新たな問いか

けができるかも知れません。

地場産食材を積極的に取り組む自治体では、食材の

選定方針として①校区産、②市内産、③県内産、④域内

産、⑤国産、⑥輸入と明確にしているところもあります。

今回の事件を「結果的に安全でした。何もありませんで

した」で終わらせるのではなく、それぞれの地域での学校

給食における食材選定や、地場産、加工度などについ

て方向性を話し合うことが、学校給食への信頼や「食の

不安」を解消することにつながると思います。

参考資料：岩波ブックレット「いま、日本の米に何が起き

ているのか」（2008.12刊 岩波書店 山本博史、阿部

淳也、舘野廣幸、牧下圭貴、渡邊吉樹）

２００９学校給食全国集会
「学校給食を通して食の安全と信頼をつくろう」

原油価格の乱高下、世界の穀物需給が厳しくなる中で、食品の値上げが相次ぎました。秋には、世界的

な経済不安も起こり、さらなる生活の厳しさが現実になろうとしています。その一方で、食の安全性や信頼

をおびやかす事件や事故が収まりません。2008年秋には、農水省が食用にできない汚染米の販売を見

過ごしていたという衝撃的な事件も起こりました。そのほかにも、中国産ギョウザの農薬事件や、メラミンを

入れた乳製品などの事件などが起きています。

学校給食も経済の影響、食の安全性についての影響を受けており、食材の選定、献立作成、調理の苦

労がたえません。

2009年４月には、改定学校給食法が施行されます。新たな学校給食実施基準、衛生管理基準と、食育

や地場産の関わりなど課題や取り組むべきテーマも山積しています。民間委託、ＰＦＩによるセンター整備

など合理化の動きもあります。

今、学校給食は何を目指すべきか、何ができるのか、考える集会です。

日時：2009年３月20日（金・祝日） 12:00～16:00

（東京都千代田区）場所：社会文化会館・三宅坂ホール

交通：永田町駅（有楽町線、半蔵門線、南北線）、国会議事堂前駅（丸の内線、千代田線）

申し込みの必要はありません。直接お越しください。参加費：1000円

主催：学校給食全国集会実行委員会（自治労、日教組、日本消費者連盟、全国学校給食を考える会）

（なお、当日午前中に、全国学校給食を考える会主催で学校給食関係の学習会が開催されます。

詳細は次号および学校給食ニュースホームページで案内します）
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時事情報

ホームページ・新聞等からの情報

（汚染米・事故米問題は、量が多いため特集記事に替え

させていただき割愛しています。学校給食ニュースホー

ムページ上でまとめています）

●仙台市精肉店、偽装豚肉で逮捕

毎日新聞08年９月17日付ほかによると、仙台市学校給食

センターにアメリカ産豚肉を国産豚肉と偽装して納入した

詐欺、不正競争防止法違反の疑いなどで、仙台市の「精

肉石川屋」社長らを逮捕した。他の偽装等の事例も発覚

している。

●横浜市で表示ミスによるアレルギー発症

横浜市学校給食会が使用した八水蒲鉾株式会社のちく

わに、アレルギー表示の必要な原料の「卵」が記載され

ておらず、実際には使用されていたため、13名の児童が

症状を発症した。横浜市の仕様では、ちくわに卵は不使

用となっていた。愛媛県保健福祉部薬務衛生課は、食品

衛生法違反で、３日間のちくわ製造ライン停止処分を行

った。

横浜市（学校給食による卵アレルギー事故について）

http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/200810/images/php

mmZuGf.pdf

愛媛県保健福祉部薬務衛生課（表示違反に伴う卵アレルギー有症

事例に関する行政処分について）

http://www.pref.ehime.jp/040hokenhukushi/020yakumueisei/0000

4793040531/1011osirase.pdf

八水蒲鉾株式会社ＨＰ（おしらせ欄にお詫びが掲載されている08年

11月10日現在）

http://hassui.jp/

●宮城県大和町、中学校給食で針混入

河北新報08年９月18日付によると、宮城県大和町の中学

校１校で学校給食のスープに縫い針が混入していた。生

徒にけがはなかった。学校給食センターで８小中学校の

給食を調理している。

大和町（本件の情報はない） http://www.town.taiwa.miyagi.jp/

●富山県魚津市、給食裁断機破損事故

富山新聞08年10月31日付によると、魚津市教育委員会

は、魚津市学校給食センターで、野菜裁断機（フードスラ

イサー）の刃の一部が破損し、学校給食に混入した可能

性を発表。児童生徒ら８人がのどのはれ、腹痛の訴える

が因果関係は不明という。調理当日朝破損を確認してい

ながら、使用したという。同給食センターは、幼２、小12、

中２の約4000食を調理。

魚津市 （魚津市関係ＨＰに情報は掲載されていない）

http://www.city.uozu.toyama.jp/index.html

魚津市学校給食センター

http://public.city.uozu.toyama.jp/project/6710/42/42_1.html

●長崎県佐世保市、小中学校のセンター化、民間委

託化を検討

長崎県佐世保市の学校給食検討委員会は、2008年５月

29日に、「佐世保市における中学校給食の実現につい

て」の答申を行った。

答申では、給食センター方式が適当として、「自校方式と

同様の温かい食事の提供や、食物アレルギーを持つ子

供への代替食の提供が可能」とし、「集約された施設であ

ることから、衛生管理の徹底や人件費等の経費節減を図

ることができる」としている。将来的には一定規模の給食

センターに集約することを前提に、当面、親子方式など

の複数方式を検討としている。

佐世保市は、小学校46校、15230食（H18）、中学校６校

705食で完全給食を実施。中学校20校6772食はミルク給

食となっている。小学校は、41校が単独校方式、５校がセ

ンター方式。中学校は単独校３校、センター方式３校とな

っている。

中学校給食センター化答申後の検討委員会では、小学

校のセンター化、また、センター化後の調理の民間委託
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化などについて議論され、方針が出される模様。11月に

新たな答申が出される方向。

長崎県佐世保市

http://www.city.sasebo.nagasaki.jp/

長崎県佐世保市、学校給食検討委員会

http://www.city.sasebo.nagasaki.jp/www/genre/0000000000000/1

209084644175/index.html

●福島県小野町、学校統合と自校式給食化へ

福島県小野町は、２学校給食センターで小中学校の給

食を供給しているが、小学校６校を１校に、中学校２校を

１校に統合する計画を立てている。このうち、中学校につ

いては、小野中学校の新設計画がスタートしており、それ

によると自校式給食を行うとしている。補足資料では、中

学校分400食に加え、町内小学校800食分も調理、配送

できる施設とあり、統合小学校は中学校からの親子方式

が想定されているようである。

福島県小野町 http://www.town.ono.fukushima.jp/

教育総務班

http://www.town.ono.fukushima.jp/on_kyouikuiinnkai/on_kyoiku/kyo

uikusoumu/kyouiku/soumu-top.jsp

学校給食

http://www.town.ono.fukushima.jp/on_kyouikuiinnkai/on_kyoiku/kyo

uikusoumu/kyouiku/kyuusyoku.jsp

小野中学校改築基本設計業務公募型プロポーザルの募集

http://www.town.ono.fukushima.jp/on_kyouikuiinnkai/on_kyoiku/1/

1.jsp

●愛知県愛西市、学校給食センター基本構想案を

愛知県愛西市は、2008年９月に「学校給食センター基本

構想案」を示し、市民に意見募集を行った。（意見は締め

切られている）。同構想案によると、現在の２センター（９

校4050食）を統合し、新センターを建設するとしている。

Ｈ20年11月8には「基本構想」を策定する。建設運営（調

理）について「民間を活用した新たな事業手法（PFI 方

式等）を検討し、ライフサイクルコストでのコスト縮減が可

能となるような事業手法を採用します」として、ＰＦＩの導入

方針を示している。

愛西市 http://www.city.aisai.lg.jp/

愛知県愛西市、２センターを統合へＰＦＩ導入可能性調査

http://gakkyu-news.net/jp/010/012/post_370.html

●愛知県豊橋市、ＰＦＩセンター１社応札２回で落札

愛知県豊橋市は、ＰＦＩ方式で北部学校給食共同調理場

の建設、運営を予定しているが、2008年10月28日に、事

業者を決定した。１回目の入札予定で１グループのみの

応募だったため入札を中止、その後、あらためて入札を

行ったが同じグループのみの応札となっていた。結局、

入札したグループが選定された。

ＰＦＩ事業の詳細については、既報。最大提供食数は

10000食である。

豊橋市北部学校給食共同調理場整備・運営事業（ＰＦＩ）

http://www.city.toyohashi.aichi.jp/bu_kyoiku/kyushoku/pfi/

●広島県東広島市、100％地場産米へ

中国新聞08年９月13日付によると、東広島市は、学校給

食に県産ブレンド米を使用していたが、11月より市内産1

00％に切り替える。炊飯は、広島市内の業者および、東

広島市内の２給食センターで炊飯する。小中学校50校、

約16000食。切り替えの理由は「農業振興」。

●沖縄県、給食未納率6.8％

沖縄タイムス08年９月30日付によると、沖縄県の学校給

食未納率に関して、９月の県議会で質問があり、明らか

になった。未納者は06年度11126人、07年度10256人。

未納額は、両年度とも約２億８千万円。未納率は、06年

度7.4％、07年度6.8％。未納率は市町村によって異な

り、０％のところから、10％前後のところまで。

●富山県高岡市、中学校給食全校で民間委託化

富山新聞08年10月22日付によると、富山県高岡市教育

委員会は、09年１中学校、10年１中学校で自校方式の調

理民間委託を導入する。すでに８校中６校が民間委託化

済み。なお、４校はセンター方式で民間委託済み。
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Ｑ＆Ａ

牛乳は必ずつけなければならないの？

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：学校給食での牛乳は、何とかなりませんか？ 飲ま

なければならないのですか？ なぜご飯に牛乳なので

すか？

●回答１：全国学校給食を考える会顧問・里見宏

結論から言いますと、大人になってしまえば好き嫌い

があってもほとんど問題になりません。大人になって問題

がないことは子どものときに目くじら立てて争うこともない

と思います。そんなこと言われても学校給食はあるので今

の解決にはなりません。そこで、本人がどうしても飲みたく

なければ飲まなくてもいいのです。「学校給食は教育で

すから」とか、「牛乳は身体によいものですから」といわれ

ても強制はできません。ただ問題はみんなが飲んでいる

のに、飲まないといじめられたりしないかと親は心配にな

ります。

担任は子どもが牛乳を飲まないのは自分の指導力が

ないからだと思ったり、それが原因でいじめが起きたりす

ると事後の対応が大変だと思っているからでしょう。

それに、「なんでも食べられることがよい」という思い込

みがあります。しかし、これは明確な根拠があるわけでは

ありません。偏食は悪いという思い込みですが、偏食をし

ている民族もたくさんいます。逆に何でも食べるといって

も猫や犬や虫を食べると聞けばびっくりする日本人も多

いのです。

もうひとつ、日本人が牛乳を飲むようになった背景に学

校給食が果たした役割が大きいことがあります。学校給

食の主要食材である牛乳を飲まないなんてちょっと問題

だと思う人がいても不思議ではありません。

牛乳は太平洋戦争前にはほとんど飲んでいませんで

した。戦後、学校給食で脱脂粉乳から始まり、牛乳になっ

てその教育効果が出てきているのです。でも世の中が豊

かになり牛乳に頼らなければならない必要性も少なくなっ

ていますから今回のような問題がでてきます。

母乳も牛乳も赤ちゃんを育てる栄養を持っていますか

ら飲んで悪いものではありません。しかし、半強制的に多

くの人に飲ませようとすれば、アレルギーや家庭の食生

活になじまない人もいますから飲みたくないという人もで

てくるわけです。

こうした問題が出てくるということは「牛乳」を学校給食

で出して使う場合、どのような教材として使うかということ

が出来ていないということです。まさにこれから牛乳も教

材として使うときの意味を栄養教諭や教員が理論的に教

材化しないといけないということです。

●回答２：栄養士（自校調理・独自献立・食材個別購入）

献立を立てるとき、牛乳ありきで考えると非常に楽で

す。ほとんどの栄養価をクリアしてしまいます。しかし、皆

さんが指摘するように、和食にはあいません。特に私が理

想としている一汁ニ菜（本当は三菜と言いたい）をしっか

りいただくと、牛乳は飲めません。まして、低学年は特に

です。牛乳の好きな子は寒くても最初に牛乳を飲んでし

まいます。みそ汁をのんでほしいのにと思っても、価値観

が違うんですね。ばっかし食べの子が多いので、ご飯、

みそ汁、おかずと食べてくれると牛乳は余分になるので

すが。

「私はこういう献立をたてたい」と保護者、教職員に理解

を求めればＯＫになる時代だと思います。日本の食の文

化を守るため、栄養職員として誇りをもって仕事をしたい

と思います。

●回答３：栄養士（自校調理・標準献立＋状況にあわせ

て変更・食材個別購入）

長い間栄養士をしていますが、試食会や学習会のた

びにこの質問を受け、正直言って私は返事に困っていま
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す。私自身、ご飯に牛乳の組み合わせは食べたいと思い

ません。でも、牛乳をつけないでカルシウムの摂取量を

毎日満たすことは、栄養士の能力として大変なことです。

そして、給食費や食器が足りませんし、民間委託調理の

現状では調理能力も不足しています。

では、なぜこのような現状があり、放置されているので

しょう。

学校給食は「パン・牛乳・おかず」で、それができる施

設設備備品で始まりました。コメ余りを解消するための米

飯給食導入や先割れスプーンでは食べづらいソフト麺・

ソフト麺形式のスパゲティなどが登場して、食べるものに

あわせた箸やフォークやスプーンを求める声があがりまし

た。食器の素材も問題視され、改善が続いています。先

割れスプーンからスプーン・フォーク・箸へ。アルマイト・メ

ラミン食器から強化磁器へと変わるたびに施設設備や労

働力を改善する必要があるため、なかなか「主食・汁物・

主菜・副菜」という和食本来の食事形態にたどり着けない

というのが現状です。現在、汁椀がある学校も稀だと思い

ます。

これからです。食育基本法ができ、食育推進計画がで

きたのですから、「給食は牛乳に頼らない食事内容にし

てください」「和食本来の献立にしてください」「汁椀を揃

えてください」とみんなで大きな声で言いましょう。

●回答４：もと元保護者

献立内容にあうなら牛乳もいいですが、和食の時はす

ごく変です。そういう献立をたてることに栄養士は違和感

ないのだろうか、と不思議です。

学校給食という場所は、どうしたわけか、なんでこんなこと

が？ というようなことがなされたりできなかったりするとこ

ろみたいで、牛乳もそのひとつです。いろんなところのい

ろんな時代の都合が渾然一体となっているところで、変

だと感じている人たちはいっぱいいるのになかなか変え

られないのはどうしてなんでしょうか。
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