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今月のトピックス

牛乳はどうして学校給食についてくるの？

今回は、学校給食と牛乳をテーマに扱います。和食が

世界文化遺産になったことから、京都市で学校給食の和

食化に関して牛乳の飲用分離が検討されています。ま

た、食育の観点から完全米飯に移行し、これまでも学校

給食と牛乳飲用の分離などを試していた新潟県三条市

で、学校給食費の値上げ抑制等に対する方法として冬

場の牛乳飲用中止方針を示し、大きな話題となっていま

す。

「牛乳」はとても幅広いテーマです。酪農という農業は、

日本では農業全体や肉牛、輸入飼料など食料生産、流

通に関わります。牛乳は、「生」のようですが、必ず「加熱

殺菌」しなければ日本で流通させることができません。ま

た、牛乳には製品の種類は派生製品が多く、加工食品

としての幅広い影響があります。

そのそれぞれで、食の安全の問題もあります。農薬、

抗生物質、添加物、衛生管理など。さらには、アレルギ

ー問題、文化的な牛乳論などもあります。チェルノブイリ

原発事故、東電福島第一原発事故では、牛乳の放射性

ヨウ素汚染、セシウム汚染が問題になりました。栄養面

でカルシウム源とされることから、放射性ストロンチウム

のことも問題になることがあります。

今回は、日本農業、酪農・乳業業界、食の安全性、文

化的な問題はひとまず脇に置いて、なぜ、学校給食に毎

回必ずと言って良いほど牛乳がついているのか？ そ

の歴史的な背景と現状について制度面からまとめまし

た。学校給食と牛乳について考えるひとつの材料として

ください。

（はじめに）

■牛乳はどこから来るのか

牛乳は、牛の乳です。本来は母牛が子牛に飲ませる

ためのものですが、長い歴史の中で家畜として品種改良

され、たくさんの乳を出す乳牛品種（ホルスタイン、ジャー

ジーなど）が育てられています。

しかし、動物の生理は変えられません。

子牛を産まなければ乳は出ません。

乳牛は生まれてから２年後にはじめての出産を行い、

そこから搾乳がはじまります。定期的に人工授精と妊娠、

出産を繰り返し、現在では４回の出産（４産）による搾乳ま

でが乳牛のサイクルになっています。乳牛としてはその

後も出産し、搾乳することもできますが、経済性の面で比

較的短いサイクルで扱われています。

■乳牛を育てる～酪農家

乳牛を育て、毎日搾乳し、原乳として乳業メーカーに

卸したり、自分のところで乳製品などをつくるのが酪農家

です。牛は生きものですから、毎日の世話が必要です。

また、都合よく乳をたくさん出したり、乳を止めたりすること

はできません。毎日、餌を与え、毎日、搾乳をします。

牛は、草食動物であり、餌は牧草や稲わらなどでいい

のですが、早く成長させ、たくさん乳を出すために、濃厚

飼料等と呼ばれる穀物などを与えます。しかし、本来の

餌ではないため、牛の健康に影響が出ない範囲で穀物

等を与えることになります。逆に言うと、穀物だけでは牛

は生きていけません。必ず一定以上の粗飼料（草）が必

要です。冬場は乾燥した牧草などを与えますが、春が来
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ると生の牧草も与えるようになります。

なお、牧草、穀物飼料などの多くは輸入品です。

それから、子牛の多くは肉用牛として肥育農家に売ら

れます。酪農家は、牛肉の国内需要が減ると、子牛が売

れなかったり、安くなるため、経営が苦しくなります。

また、近年、円安や海外の穀物が高騰していることな

ども酪農家の経営に影響します。

■原乳を牛乳にする～牛乳工場

搾りたての乳（原乳）をそのまま飲むと甘くて温かいの

ですが、日本では販売用の牛乳は、必ず殺菌しなけれ

ばなりません。殺菌は、熱をかけて行います。また、原乳

は一般生菌、抗生物質等の検査が必要です。

牛乳は、酪農の生産地で殺菌、パック詰めして消費地

に売られるもの（産地パック）と、消費地に近いところまで

原乳を運んで殺菌、パック詰めするものがあります（消費

地パック）。産地パックの原乳は、基本的に同じ地域の原

乳だけを使いますが、消費地パックの原乳は、複数の地

域の原乳を使うことが多くなります。

■牛乳という製品

牛乳の種類について、一般社団法人日本乳業協会の

ホームページから引用します。

http://www.nyukyou.jp/

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

「牛乳」と呼ばれている製品には、種類別牛乳・成分調整

牛乳・低脂肪牛乳・無脂肪牛乳・加工乳・乳飲料がありま

す。そのほか、一般にはあまり市販されていませんが特

別牛乳もあります。

成分規格や表示などは、食品衛生法にもとづく「乳及び

乳製品の成分規格等に関する省令」（略して乳等省令）

で規定されており、さらに表示については、牛乳 業界が

自主的に規制する「飲用乳の表示に関する公正競争規

約」（略して公正競争規約）で詳しく定められています。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

原乳（生乳）だけを使ったのは、牛乳、成分調整牛乳、

低脂肪牛乳、無脂肪牛乳です。学校給食には、基本的

に原乳を殺菌しただけの「牛乳」が出されています。

牛乳には、殺菌方法（低温殺菌、高温殺菌）、パック方

法（瓶、紙パック、ロングライフミルク）、そのほか、様々な

取り扱い方があり、品質や牛乳についての考え方、安全

性、農業と食べもののあり方などとも深く関わります。この

あたりは、機会を改めて整理します。（学校給食ニュース

2000年11月号、2001年１月号で牛乳を特集していま

す）。

（学校給食と牛乳の関わり）

■学校給食法と脱脂粉乳、パン

第二次世界大戦後、1947年には主に都市部でＧＨＱ

（連合軍司令部）放出物資などを使用した学校給食が再

開されました。脱脂粉乳をお湯で溶かしただけのものもあ

ったようです。1949年には、ユニセフ給食が開始されま

す。ユニセフによって寄贈された脱脂粉乳が学校給食と

して各地で出されるようになりました。しかし、1951年にサ

ンフランシスコ講和条約が調印され、日本が再独立する

こととなり、ユニセフとともに援助されてきたガリオア資金

が６月で打ち切りとなります。脱脂粉乳や小麦が有償とな

り、1952年にかけて、値上がりや学校給食の有償化など

で各地の学校給食が中断されるなどの危機が訪れまし

た。そのような中で、学校給食の法制化が検討され、195

4年に学校給食法が成立します。

学校給食法が成立した当時は、輸入小麦、脱脂粉乳

に頼らざるを得ない状況にありました。1956年、日本とア

メリカが米国余剰農産物に関する一般協定を結びます。

この中で、アメリカから学校給食用に脱脂粉乳、小麦粉

の贈与が決まる（1960年３月まで）とともに、小麦について

は、輸入、国産を含め一定期間学校給食で一定以上の

量を使うことをアメリカと約束します。そして、学校給食

は、「パン、おかず、ミルク」を完全給食と位置づけまし

た。

ここまでは、学校給食で「牛乳」は登場しません。

■牛乳生産増と、学校給食への期待

第二次世界大戦後しばらくして、畜産が増えてきます。

酪農のための牧草地の開発なども行われ、生乳の生産

量も徐々に増えてきました。そこで、1957年に需給調整

を目的として牛乳が余る時期に学校給食に国内産牛乳

を使用することができるようになりました。これが、学校給

食と牛乳の出会いです。

次ページのグラフにあるように、1950年代終わりから日

本の生乳生産量は増えていきました。
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「牛乳・乳製品の知識」（一般社団法人Jミルク） http://www.j-milk.jp/tool/kiso/berohe0000004ak6.html

生産量の増加につれて、学校給食への国内産牛乳導

入を求める声が大きくなります。

■1964年、脱脂粉乳から牛乳への本格的な移行

1963年になると、脱脂粉乳に国庫補助が加わり、学校

給食が未実施だったところでもミルク給食が実施されるよ

うになります。翌1964年に、文部省（当時）、農林省が「学

校給食用牛乳供給事業について」の通知を行い、酪農

振興のため通年牛乳供給、脱脂粉乳からの移行を打ち

出しました。1965年には、それを法制化するため「酪農振

興法」が改正され、国産牛乳の学校給食使用普及が政

策として位置づけられました。学校給食における牛乳の

義務化ではありませんが、学校給食法の実施基準（栄養

面の目標）と酪農振興法に定められた学校給食用牛乳

供給事業によって、事実上学校給食には必ずといってい

いほど牛乳がつくことになったのです。

このことについて、酪農関係の団体・中央酪農会議が

「中央酪農会議50年の足跡」（2013年３月）に、詳しくまと

めています。

http://www.dairy.co.jp/news/kulbvq0000008ys0-att/kul

bvq0000008ysb.pdf

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

5.牛乳学校給食事業の推進

(1） 牛乳学校給食の法制化へ

中酪（中央酪農会議の略称、1962年成立～学校給食

ニュース注釈、以下「注釈」として表記）発足以前、学校

給食における生乳の利用は、酪農振興法に基づき実施

されていたが、それはあくまでも生乳の生産がだぶつい

たときに学校給食として供給する余乳対策が建前であっ

た。

しかも、文部省の強い要請によりアメリカからの輸入脱

脂粉乳による学校結食は年々増加する傾向にあった。

中酪は生乳による学校給食は、今後の酪農振興にかか

すことができないものとして、発足早々、牛乳学校給食の

法制化に取り組んだ。昭和38年度「牛乳学校給食法制

定の基本要綱」を作成し、中央および都道府県酪農会

議が推進母体となり、強力な運動を展開した。国民大衆

の支持も高く、政府与党および社会党、民社党もそれぞ

れ独自の法案を作成した。

39年度に入り、農林省は輸入脱脂粉乳給食を国内産

牛乳に切り替えることを建前として予算を組み、「昭和39

年度第1学期における学校給食用牛乳供給事業の実施

について」の文部・農林両事務次官通達によって、学校

給食用牛乳供給量を増加し、AKICが行う補助金を牛乳

１合（180cc）当たり前年度に比べ80銭増額して4円50銭

（年間供給総量40万石、補助金18億円）と決定した。
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同時に牛乳学校給食の法制化を盛りこんだ酪農振興

法の一部改正案を39年4月18日の酪農審議会に諮問し

た。同審議会では、中酪より要請されていた単独立法に

ついては、酪振法一部改正で行い、生産者の国内産生

乳の供給優先条項は法運用の面で考えたいという畜産

局長の答弁が注目された。ついで第５回都道府県酪農

会議会長会議は、同年6月12日政府に対し、補助単価の

引上げ等「学校給食用牛乳供給事業の円滑化に関する

要請」を行った。

40年2月2日農林省畜産局は、「酪農振興法及び土地

改良法の一部を改正する法律要綱案」を作成、同案は6

月1日の国会で成立した。酪農振興法の一部改正によ

り、国内産牛乳による学校給食の推進については、「農

林大臣は、文部大臣と協議して、国内産の牛乳を小学

校、中学校等における学校給食用として広範囲に供給

することを目途とし、酪農近代化指針を勘案して学校給

食供給目標を定め、これを公表するものとする」と規定さ

れ、中酪が発足以来続けてきた国内産生乳による学校

給食の法制化は単独立法ではないが、遂に実現をみ

た。

（中略）

(2）補助単価引上げ要請

44年度にいたり、飲用消費の鈍化から政府、酪農乳業

界あげて一大消費拡大運動に入った時期であったの

で、44年10月14日の指定団体会長会議の決議により、

政府に対し、「ALIC手持ち乳製品の海外市場放出措置

を促進すること」のほか「学校給食用脱脂粉乳の輸入は4

4年度をもって停止し、全量を国産牛乳に切りかえること。

なお万一、僻地校で脱脂粉乳の供給が必要な場合は、

ALIC手持ちの脱脂粉乳を充当すること」

（中略）

また政府は中酪等生産者団体の要望に応え、45年度

から供給単位量を現行180ccより200ccに引き上げ、180c

c容器による供給については補助の対象としないこと、補

助単価を200cc当たり5円80銭に引き上げ、総供給量を2

70万石に拡大することを決定、実施した。

(3）補助単価引下げ、競争原理の導入

牛乳学校給食は、増加し54年度は60万トンを超えるに

いたったが、55年度大問題が起きた。すなわち政府は財

政ひっ迫及び、一般牛乳の学給価格を下回る乱売等を

理由に、学校給食用供給事業交付金の打切りを56年に

実施するという情報が流れた。これが実行されれば牛乳

学校給食に一大混乱を生じ、牛乳消費低下につながる

おそれがあったので、55年10月27日中酪は日本酪農政

治連盟、全国農協乳業プラント協議会、全国牛乳協会、

全国学校給食牛乳協議会、日本飲用牛乳協同組合、日

本製酪協同組合とともに、「全国学校給食牛乳供給推進

協議会」を結成し、「学校給食牛乳供給推進特別運動」

を展開、政府国会与野党に対し、学校給食牛乳供給制

度の堅持と交付金継続を訴えた。

（中略）

対象数量が約7万kl増加されたので完全消化するに

は、供給日数の増加・中学校以上の300cc供給の実現お

よび未実施校の解消等が必要となってきた。このため、

周年2月10日の指定団体会長会議は、「学乳事業の供

給目標数量達成に関する決議」を行い、農水省も6月15

日「学校給食牛乳供給推進特別事業実施要綱」を発表、

これに基づき、推進協議会が主体となって供給拡大事業

を推進した。続いて供給価格の合理化と負担関係の適

正化を図るため、57年2月10日農水省は畜産局長名で、

「学校給食用牛乳供給事業の運営の改善について」を

都道府県に通達、競争原理の導入を促した。

（中略）

(4）単価的助成制度の廃止

これまで学乳制度の根幹を支えてきた学校給食用牛

乳供給事業については、学乳を通じた牛乳消費の定着

促進とともに、児童・生徒の体位・体力の向上に貢献して

きたほか、酪農乳業の安定的発展に寄与してきた。

その一方で、供給事業者等が固定的で競争原理が機

能しにくいこと、補助が学校単位に行われ零細補助の色

が濃く事業効果が限定的であるなどの問題が指摘されて

いたことや、12年度予算が3年目の見直し時期に当たっ

ていることなどを踏まえ、国において「乳製品・加工原料

乳制度等検討委員会流通・消費部会」が開催され事業

の見直し議論が進められた。生産者団体乳業者団体で

は、この見直しに対し、会員からの要望等を積み上げ意

見の反映等の取り組みがなされた。

議論の結果、学校給食用牛乳供給事業は、平成12年

度に抜本的な改正がなされ、メニュー方式の事業に移行
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し、11年度まで続いた単価的助成が廃止された。これに

より、牛乳1本当たりの助成は学校給食用良質牛乳供給

推進事業に絞られることになった。

なお、補助事業の改正により12年度以降の供給業者

及び価格は、入札的手法により県が行う仕組みに変更さ

れた。

（中略）

しかし、補助事業全般を取り巻く情勢は牛乳に対する

単価助成を再考する状況になく、良質牛乳推進事業も

廃止となるに至り、学乳関係の補助事業はメニュー事業

に一本化された。

(5 ）全国学校給食用牛乳供給推進協議会の解散

平成15年度には、酪農乳業団体を巡る社会環境の変

化や、国等からの補助金の減少と、地方段階では畜産

関係団体の再編が進んでいることなどから、中央団体の

再編検討が進められ、全国学校給食用牛乳供給推進協

議会についてもこの枠組みの中で団体統合の議論がな

された。

一方、同様の検討が社団法人全国牛乳普及協会及

び、酪農乳業情報センターでも進められ、酪農乳業関係

者が共同して組織する団体であり、情報を発信するという

事業内容に共通性が見られることや、会員や拠出金拠

出者が共通していることなどから、3団体を統合し新団体

設立する方向での検討が進められた。

この結果、平成16年4月より社団法人日本酪農乳業協

会(Jミルク）の設立にあわせ、16年度中にJミルクの事業

部門として吸収合併された。

「中央酪農会議50年の足跡」（2013.6）より

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

このように、学校給食での牛乳の導入は、脱脂粉乳か

らの代替という保護者や児童・生徒の希望、たんぱく質

やカルシウム、ビタミンなど栄養面からの要望もありました

が、まずは酪農振興を第一に取組まれたことが分かりま

す。

■学校給食と牛乳の法制度

学校給食法における「完全給食」の定義が、学校給食

法施行規則にあります。「完全給食とは、給食内容がパ

ン又は米飯（これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品そ

の他の食品を含む。）、ミルク及びおかずである給食をい

う」となっており、牛乳がはずせない状況を作っていま

す。

酪農振興法は、法律の中に、学校給食に牛乳を提供

する仕組みと行政の支援措置を明記しています。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第３章の２ 国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進に

関する措置

（国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進）

第24条の３ 国は、国内産の牛乳及び乳製品の消費の

増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、

基本方針に即して、国内産の牛乳及び乳製品につい

て、これを学校給食の用に供することを促進するほか、集

団飲用を奨励し、流通の合理化を促進するための援助

を行う等必要な措置を講ずるものとする。

（学校給食供給目標）

第24条の３の２ 農林水産大臣は、政令で定めるところ

により、国内産の牛乳の消費の増進を図ることにより酪農

の健全な発達に資するため、国内産の牛乳を学校教育

法（昭和22年法律第26号）に規定する小学校及び中学

校その他政令で定める学校における学校給食用として

広範に供給することを目途として、国内産の牛乳の学校

給食への供給に関する目標（以下「学校給食供給目標」

という。）を基本方針に即して定め、これを公表しなけれ

ばならない。

２ 農林水産大臣は、学校給食供給目標を定めようとす

るときは、文部科学大臣に協議しなければならない。

《改正》平11法160

（学校給食供給計画数量）

第24条の３の３ 農林水産大臣は、毎年度、学校給食供

給目標に即し、かつ、牛乳の需要及び供給の動向並び

に前条第１項に規定する学校の幼児、児童及び生徒の

数を勘案して、国内産の牛乳の学校給食への供給計画

数量（以下「学校給食供給計画数量」という。）を定め、こ

れを公表しなければならない。

２ 農林水産大臣は、学校給食供給計画数量を定めよう

とするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。

《改正》平11法160

（学校給食への供給の円滑化）

第24条の３の４ 国は、学校給食供給計画数量に相当

する数量の国内産の牛乳の学校給食への供給の円滑
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化を図るため、国内産の牛乳を学校給食の用に供する

事業について援助する等必要な措置を講ずるものとす

る。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

この法律が、学校給食の牛乳飲用を今も強力に推し

進めています。

学校給食の法律や制度は、保体審（保健体育審議

会）で議論されます。1970年と1997年のの保体審答申か

ら、学校給食と牛乳、あるいは栄養に関する記述を見て

みましょう。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

1970年（昭和45年）保体審答申

【義務教育諸学校等における学校給食の改善充実方策

について】

ミルクについては、児童生徒のし好と国内酪農の振興等

の観点から、脱脂粉乳から牛乳への切り替えを計画的に

すすめてきたが、牛乳が児童生徒の発育に不可欠な動

物性たんぱく１質やカルシウム、ビタミンＢ２等の豊富な供

給源であることにかんがみ、身体の発達段階に応じたじ

ゆうぶんな量が飲用されるよう配慮する必要がある。ま

た、脱脂粉乳やチーズ等は豊かな栄養的食品であるの

で、牛乳の飲用とともに、これらの乳製品の摂取を促進

する必要がある。

なお、牛乳については、常に新鮮かつ良質なものが飲用

に供されるよう品質の保持と衛生にじゆうぶん留意する

必要がある。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

1997年（平成９年）保体審答申

【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】

学校給食の今日的意義

（食に関する現代的課題と食に関する指導）

個々人のライフスタイルの多様化や外食産業の拡大な

ど、食生活を取り巻く社会環境等の変化に伴い、外食・

加工食品の利用者の増加や朝食欠食率の増加など、個

々人の食行動の多様化が進んでいる。このような食行動

の多様化を背景に、カルシウム不足や脂肪の過剰摂取

などの偏った栄養摂取、肥満症等の生活習慣病の増加

及び若年化など、食に起因する新たな健康課題が増加

している。

学校における食に関する指導は、従来から関連教科

などにおいて、食生活と心身の発育・発達、食生活と心

身の健康の増進、食生活と疾病などに関して指導を行っ

てきているところであるが、こうした食に関する現代的課

題に照らすと、生涯を通じた健康づくりの観点から、食生

活の果たす重要な役割の理解の上に、栄養バランスのと

れた食生活や適切な衛生管理が実践されるよう指導する

ことが求められる。

（学校給食の今日的意義）

学校給食は、栄養バランスのとれた食事内容、食につ

いての衛生管理などをじかに体験しつつ学ぶなど、食に

関する指導の「生きた教材」として活用することが可能で

ある。こうした学校給食の活用により、栄養管理や望まし

い食生活の形成に関する家庭の教育力の活性化を図る

必要がある。さらに、学校給食は、社会全体として欠乏し

ているカルシウムなどの栄養摂取を確保する機会を、学

齢期の児童生徒に対して用意しているという機能を果た

している。

このような学校給食の今日的意義と機能を考えると、

現在、完全給食の実施率が約6割である中学校について

は、未実施市町村において積極的な取組が望まれる。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

このように、近年になると「牛乳」という表現はなくなりま

すが、「カルシウム不足」を強調する形で、牛乳の必要性

を唄っています。

2013年度（平成25年度）の学校給食実施基準一部改

正では、カルシウムについて「従来、『食事摂取基準（200

5年版）』の目安量、目標量から『学校給食摂取基準』の

基準値、目標量を設定していたが、『食事摂取基準（201

0年版）』では、推定平均必要量、推奨量に変更されたこ

とを踏まえ、『学校給食摂取基準』については、基準値の

みを設定し、目標値を廃止した」として、カルシウムにつ

いての記述を少しだけ緩めていますが、その一方で、「学

校給食のない日はカルシウム不足が顕著であり、カルシ

ウム摂取に効果的である牛乳等についての使用に配慮

すること。なお、家庭の食事においてカルシウムの摂取

が不足している地域にあっては、積極的に牛乳、調理用

牛乳、乳製品、小魚等についての使用に配慮すること」と

しています。
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「最近の牛乳乳製品をめぐる情勢について」農林水産省生産局畜産部牛乳乳製品課（平成26年４月）より

実際に、学校給食の献立を作成する栄養教職員に話

を聞くと、それぞれの栄養基準を満たし、学校給食費の

単価を考え、かつ、献立の多様性を考えると、牛乳をつ

けることでずいぶんと楽になり、逆に牛乳をつけないと、

栄養基準を満たしながら単価を抑えるのが難しくなると言

います。また、牛乳をつけない分、献立内容を充実させ

なければいけませんが、そのための調理員、施設、設

備、食材費などが十分とは言えず、今の学校給食の現状

では厳しいものがありそうです。

■牛乳、酪農の現状

最後に、牛乳、酪農の現状をグラフで見てみましょう。

まず、上のグラフは、牛乳等のひとり、１年あたり消費

量の推移です。昭和50年から平成24年までのデータで

すが、牛乳は平成２年頃をピークにひとり当たりの消費量

がどんどん減っています。近年では人口も減りつつありま

すので、全体の需要量が減り続けていることが分かりま

す。

つぎに、次ページ上の給食用牛乳の供給量と全体に

占める割合を見てみると、こちらは、1965年（昭和40年）

からのデータですが、近年学校給食の割合が少し増加し

ています。全体の消費量が減る中で、学校給食向けは大

きな需要となっています（10％強ですが）。

最後に、次ページ下のこの１年間の生産量の推移を

見てみましょう。牛乳以外の乳飲料、乳製品は年間を通

してなだらかな生産量の推移ですが、牛乳は８月に顕著

に落ちます。全体の消費量が減ることと、学校給食向け

が不要になることが大きな要因です。これは以前からの

動向で、このとき生乳は、脱脂粉乳とバターといった加工

品に仕向けられることになります。酪農家にとっては、原

乳が牛乳用ではなく加工用となるため、安い価格で売る

ことになります。
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農水省資料等から作成（右：供給量単位はkl、左：割合は％）

「最近の牛乳乳製品をめぐる情勢について」農林水産省生産局畜産部牛乳乳製品課（平成26年４月）より
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■最後に

1970年代半ばから、徐々に米飯給食が導入されまし

た。それにより、献立（おかず）も多様化し、和食、洋食、

中華など様々な献立が出るようになりました。米飯回数も

週３回を超え、４回、4.5回、さらには、５回の完全米飯給

食も増えつつあります。それに伴い、ご飯と牛乳の組み

合わせに対する違和感が言われるようになりました。

栄養面で優れている牛乳ですが、酪農、畜産の今後

のあり方、日本国内での牛乳生産、牛肉生産のあり方を

含めて、将来が危ぶまれています。その中で、学校給食

と牛乳の関係の見直しも議論が始まりました。

子どもたちの食、教育としての学校給食の視点から、ま

ずは、学校給食と牛乳について考え、議論することだと

思います。そこには、学校給食の施設、設備、調理員、

運営コスト、食材費（給食費）、さらに、栄養基準、学校給

食法、酪農振興法までの課題があります。さらに、学校給

食を超えて考えれば、今後の畜産や酪農のあり方も議論

の視野に入るでしょう。国内に酪農がなくなれば、「新鮮

な牛乳」は手に入らなくなります。ほんの数年前までは、

価格の優等生だった牛乳ですが、ミネラルウォーターより

安い時代を経て、少しずつ状況は変わってきました。牛

乳の問題は、知れば知るほど難しいです。酪農地域と、

非酪農地域でも思いは違うはずです。日本全体の学校

給食を一律に考えることなく、牛乳を議論することで、学

校給食の今後のあり方を探ることにつながるのではない

かと期待しています。

時事情報（牛乳関係）

三条市の冬場牛乳中止、雪印メグミルクの異物・異臭

■新潟県三条市、冬場の牛乳を４カ月中止試行

新潟県三条市は、2014年12月～３月末まで30小中学

校すべての学校給食で牛乳を中止する。提供中止の結

果を踏まえて次年度以降の提供を検討する。

三条市は、2008年度から完全米飯給食を実施してい

る。月の半分程度は献立も和食。2007年冬には、市の食

育推進計画（行動計画）を元に、約１週間、牛乳を別時

間に提供する取組を行ったが学校の運営上、煩雑にな

るなどの理由で断念していた。

今回の試行の主な理由として、

・保護者や栄養士らの「米飯給食に牛乳は合わない」と

いう声

・消費税増税による食材のコスト増

・2013年に和食がユネスコの無形文化遺産に登録

が挙げられている。給食におけるカルシウム等について

は、小魚ふりかけや、乳製品デザートを増やすとしてい

る。

三条市の発表が新聞、テレビ等で大きく報道され、酪

農の中心である北海道で、異論を紹介する記事が掲載さ

れるなど、学校給食と牛乳について関心が高まった。

（参考記事）

・学校給食:試験的に牛乳中止／「米飯に合わぬ」／新

潟（毎日新聞 2014年４月17日付け）

・給食の牛乳を試験的に中止へ／三条市教委が４カ月

限定で（新潟日報 2014年３月14日付け）

・「米と牛乳合わない」？／新潟・三条市が給食牛乳廃止

検討／北海道の酪農地帯・釧路、根室管内に波紋、異

論（北海道新聞 2014年４月20日付け）

新潟県三条市 www.city.sanjo.niigata.jp/

■北海道帯広市、全小中学校に牛乳保冷庫設置へ

北海道新聞2014年４月20日付けによると、北海道帯広

市は、2014年度に、学校給食用の牛乳保冷庫をしない

全40校の小中学校に配置する。帯広市はセンター方式

で、牛乳は牛乳工場または共同調理場から運ばれてお

り、午前10時頃までには配送されており、早いときは午前

７時過ぎのこともあったという。

なお、帯広市ホームページによると、帯広市は現在新
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給食センターを整備中で、14000食規模のセンターを

2015年度には稼働する。

帯広市 http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/

帯広市学校教育（給食も）http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kuras

hiindex/gakkoukyouikuindex.html

■牛乳の異物混入問題（京都府、雪印メグミルク）

2014年４月16日、京都府城陽市の学校給食用牛乳か

ら黒い異物が確認された。雪印メグミルク京都工場の牛

乳で、翌日、京都府内11市町村の小中学校など222校が

牛乳提供を取りやめた。

18日に神戸工場の牛乳を代替したが、城陽市や京田

辺市の小学校で同社神戸工場が製造した牛乳から異物

が見つかった。また、滋賀県内でメグミルク京都工場池

上製造所の牛乳から異物が見つかった。

21日、９市８町１村で牛乳提供中止。

21日、京都府教委が外部検査結果や保健所の判断が

出るまで同社の牛乳を出さない方針を決めた。お茶の持

参や水道水の提供で対応。12市８町１村の約15万３全パ

ックの調達先が見つからない。

28日、京都府が安全性を確認したと発表。順次再開

へ。

いずれの異物も、主に乳成分の焦げ、繊維、ポリエチレ

ン、インク成分で、牛乳と紙パックを由来とするもの。

（参考）

京都新聞2014年４月21日付け「給食牛乳提供中止４５２

校に 混入問題、京都府全域に」

京都新聞2014年４月22日付け「牛乳１５万人分調達めど

立たず 京都・給食異物混入」

産経新聞2014年４月22日付け「異物は乳成分のコゲ

給食牛乳に混入 提供会社が分析 京都」

産経新聞2014年４月29日付け「給食の牛乳提供 再開

検討 雪印メグミルク工場 保健所などが調査 京都」

雪印メグミルク株式会社発表資料2014年４月30日「弊社

京都工場等製造の学校給食用牛乳の異物混入につきま

して」http://www.meg-snow.com/news/2014/pdf/20140

430-837.pdf

京都新聞2014年５月１日付け「給食牛乳、２日から順次

再開 京都の異物混入問題」

■牛乳の異味問題（神奈川県、雪印メグミルク）

2014年４月23日、神奈川県厚木市、川崎市の学校給

食で提供された牛乳の味がおかしいとの声が児童生徒

約830人から寄せられた。川崎市５中学、20小学校、厚木

市６中学、１小学校。読売新聞まとめでは、東京都国分

寺市、大田区、品川区、神奈川県相模原市も含め、合計

3000人以上としている。

牛乳は雪印メグミルク海老名工場製。新聞各紙による

と、「カビのような味」「大豆のような味」「牛乳の味に大豆

のような味が混ざっている」「苦みを感じる」「きなこやココ

ア、豆乳のような味がした」といったもの。厚木市、川崎市

は、原因判明まで牛乳提供中止を決定。神奈川県が工

場に立ち入り調査を行った。

雪印メグミルクによると、大腸菌群、食中毒菌、重金

属、残留農薬の検出はなかったという。同社は、特定の

ルートの原料乳の青草臭がにおいの原因の可能性が高

いと判断している。このルートの原乳搬入を停止するとし

た。

（参考）

産経新聞2014年４月23日付け「給食の牛乳で味に異常

川崎と神奈川・厚木」

スポニチ2014年４月23日付け「『給食牛乳の味おかしい』

神奈川の小中学校830人」

読売新聞2014年４月25日付け「『変な味』の給食牛乳…

神奈川県が立ち入り調査」

ＮＨＫ 2014年４月28日付け「味に違和感の給食牛乳

食中毒菌は不検出」

雪印メグミルク株式会社発表資料2014年４月25日「弊社

海老名工場製造の学校給食用牛乳に関する風味不良

のお申し出につきまして」http://www.meg-snow.com/ne

ws/2014/pdf/20140425-836.pdf
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合理化議論から、食育の議論へ

長野県伊那市、「学校給食のあり方」をまとめる

長野県伊那市は、2014年３月、伊那市学校給食あり方

作業部会報告書をとりまとめ、公表しました。伊那市で

は、2008年に学校給食施設整備基本計画を策定し、セ

ンター化等の方向性を打ち出しましたが、その後、2011

年に、事業費はセンター方式、運営費は自校方式がよい

との試算を出し、議論となっていました。

そこで、学校給食の今後の運営をめぐり、2013年８月

に有識者による伊那市学校給食あり方懇談会が提言書

をとりまとめ、それをうけて作業部会が開かれました。

「提言書」では、“これまで「給食センター化推進対自校

給食の維持」というテーマで議論がなされてきました”こと

に対し、

１：各校・各地域にふさわしい「施設・人員／職務計画・運

営計画案」を策定するが、その際、提言書が目指す保育

所・学校における給食・食育のビジョン実現、諸計画・ガ

イドラインのエッセンスを仮置きする。

２：「給食・学習の統合計画」「給食献立計画に関するガイ

ドライン」「安全な調理プロセスに関するガイドライン」「保

育所・学校の給食・食育を支える地域の協働体制ののぞ

ましいあり方」を整備する。としており、このうちの「２」が作

業部会にあたる。

との方向性を提言しました。

■「提言書」の基本理念は、

子どもたちが“暮らしのなかの食”を核として伊那谷の自

然と暮らしの“循環”を毎日の保育園・学校で実感し、学

ぶために「暮らしのなかの食」：これからの保育園・学校給

食が目指すべきこと

・子どもたちが学校・保育所の暮らしの中で、よく感じ、よ

く考え、よく動く、こころとあたまとからだを育てる伊那らし

い学びの機会を「暮らしのなかの食」の視点から創造す

る。

・子どもたちが一緒に楽しく「食材を育て、収穫し、調理

し、食べる」という総合的な体験をする。

・このような給食の仕組みを、学校と保育所で、はっきりと

「見える」かたちにする。

・学校・保育所における食への取り組みに地域の人々が

参画し、家庭や地域において「食」の視点から生活するこ

との意味を取り戻す。

・目の前の食材、食事は、生命そのものであり、多くの人

が関わり、つながり育てられたもの。生命そのものと生命

をつなげる人々の営みを感じながら「いただく」という実感

を取り戻す。

■「作業部会」の検討内容

１ 給食・学習の連携・統合計画

(1) 各教科と給食との連携計画、本格的農業体験(学

校菜園・農園)を位置づけた教育課程計画の編成

(2) ゆとりある給食時間のあり方、地域や異年齢との交

流のある給食時間のあり方

(3) 「暮らしのなかの食」にふさわしい給食の空間、食

器のあり方

(4) 自ら調理することの楽しさを体験する弁当の日、焚

火による飯盒炊飯等のあり方

２ 地域食材の調達計画・給食献立計画に関するガイドラ

イン

(1) 食材コストに配慮しつつ、安全な食材確保と食材

生産者等がわかる地域食材調達のプロセスの構築

(2) 子どもたちの発達段階に応じた、食に関する興味

と関心を育むための献立計画立案のプロセス

３ 安全な調理プロセスに関するガイドライン

(1) 食物アレルギー事故防止対策(施設・器具・調理方

法)

(2) 食中毒事故防止対策

(3) 異物混入事故防止対策

(4) 農薬・放射性物質からの安全

４ 保育所・学校の給食・食育を支える地域の協働体制の

のぞましいあり方

(1) 給食・食育を支える学校、地域住民、保護者等で

構成される協議体の設置

(2) 協議体で議論すべき課題
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■作業部会の結論

まとめ ～伊那市の子どもたちのための給食のあり方～

「伊那市学校給食あり方懇談会」の提言では、単に、あて

がわれた給食を食するということではなく、給食をとおして

『子どもたちが“暮らしのなかの食”を核として伊那谷の自

然と暮らしの“循環”を毎日の学校・保育園で実感し、学

ぶ』という、新しいひとつの『教育』を拓くことを期待してい

る。

このことは、豊かな自然環境の中での循環型農業を大切

にした伊那市の人々の暮らしに学びつつ、子どもたちが

自ら田畑を耕し、食材を生産するという総合的な学びに

より、“暮らしの中の食”の全体の姿が見え、認識されるこ

とにより具現されていくと考えられる。そして、このことによ

って、食育の原点である「いただく」「もったいない」といっ

た感性が育まれていくことが期待される。

こうした観点にたち、提言を具体化する筋道を作業部会

の検討を基に、以下にまとめた。

１ 子どもたち自ら食材を生産することについて

このことは、提言の具体化の中核となる教育実践となる。

各学校にあっては、地域や学校の実態及び児童・生徒

の心身の発達段階や特性を十分に考慮し、また、作業

部会の全体計画参考例などを参照しつつ、学校独自の

教育課程を編成することが求められる。

この実践により、学校給食から、伊那市の特色ある『教

育』のひとつが拓かれていくことが期待される。

２ 食材の調達について

子どもたちが生産する食材は、ごく一部であり、多くが業

者や生産者からの調達となる。

そこで、「伊那市学校給食あり方懇談会」の提言にある、

伊那市の自然と暮らしの“循環”を毎日の学校・保育園で

実感する営みを考えたとき、生産者の顔が見える、生産

者との交流が容易な環境における食材調達が求められ

る。

食材調達にあたっては、その専門の立場にある栄養教

諭・栄養職員間の協働が大切になる。

市内各学校の栄養教諭・栄養職員が情報交換を密に

し、地域の食文化や、購入コストについても配慮しつつ、

作業部会の提言を基に、各学校をとりまく地域の生産者

等と協議し調達システムを構築したい。

３ 安全な調理プロセスについて

食物アレルギー事故の防止対策としては、食物アレルギ

ーを持つ児童・生徒等の確実な把握とその対応に始ま

り、調理場における管理の徹底、調理員等の研修機会の

充実、伊那東小学校で導入している色違い食器の市内

全校採用の検討、アナフィラキシーショック時の対応（エ

ピペン使用法を含む）に関する研修等について、児童・

生徒及び職員を熟知した各学校長のリーダーシップの

下、推進されることが求められる。

また、食中毒事故防止対策には、衛生管理マニュアルが

整備され、管理の徹底が図られているが、保菌検査の拡

充、学校給食衛生管理基準等の遵守とこれに適合した

施設・調理器具等への速やかな更新が求められるととも

に、食中毒事故発生時における被害拡散防止対策の一

層の充実が重要となる。

４ 地域の協働体制について

各学校にあって本格的農業体験に取り組むにあたり、農

地の安定的確保及び、農業技術指導が必要となる。

また、食材調達についても、「顔が見える生産者」、「交流

が容易な生産者」の確保が課題となることから、各学校に

あっては、地域の農産物の生産、食品の製造、加工及び

流通にたずさわる人材の発掘に努め、協力を求めるなか

で、既に組織されている学校評議員会等の充実によって

この課題に取り組むことが求められる。さらには、今後推

進されていく各学校における信州型コミュニティスクール

に給食・食育への参画・支援を重要な柱として位置づけ

ていくことも大切になる。

以上のことから、子どもたちが、給食食材を生産する営み

を学校給食に積極的に取り入れることにより、伊那市独

自の食育の場を拓いていくよう、学校長のリーダーシップ

の下、推進していくことが望まれる。

また、伊那市学校給食あり方作業部会で検討した内容

は、学校のみで実施できるものでなく、保護者、地域社

会、関係機関等との協働によって実現されていくもので

ある。このことを考えたとき、各学校にあっては、教育課程

実施計画等を広く保護者はじめ、地域の住民に公表し、

理解と協力を求めていくことが不可欠となる。

「提言書」「作業部会報告書」ともに、学校給食とは何か、

教育としての学校給食を実現するには何が課題かなど、

具体的な検討がされており、小学校、中学校の給食の実

食事時間やカリキュラムをはじめ、様々な具体的事例や

検討が行われています。

なお、学校給食の施設、設備、運営についての新しい

情報は、市のホームページ等には掲載されていません

（2014年４月末現在）。

伊那市学校給食あり方懇談会提言書(2013年８月）

http://www.city.ina.nagano.jp/view.rbz?cd=14487

伊那市学校給食あり方作業部会報告書(2014年３月）

https://www.inacity.jp/view.rbz?cd=15078
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時事情報（インターネットから）

施設設備、そのほか

■北海道伊達市、ＰＦＩ方式で3300食のセンター整備へ

北海道伊達市は、伊達市15校、壮瞥町４校の19小中

学校約3300食の学校給食センターをＰＦＩ方式で実施す

るため「（仮称）伊達市学校給食センター整備運営事業

実施方針」および「要求水準書（案）」を2014年３月に公

表した。事業運用は2017年８月下旬を予定。本年度中に

事業者を決定する方針。献立、食材の調達は市の業務

で、調理は特定目的会社が行うが、献立作成支援業務

が事業内容に含まれている。アレルギー対応は50食、

卵、乳製品の除去食を要求水準としている。また、災害

時の炊き出し対応も要求されている。

伊達市 http://www.city.date.hokkaido.jp/

学校給食センター整備運営事業の実施方針を公表します http:/

/www.city.date.hokkaido.jp/kyoiku/detail/00002382.html

■仙台市、ＰＦＩ方式で11000食のセンター整備へ

仙台市は、（仮称）南吉成学校給食センターをＰＦＩ方

式で整備する。実施方針を2014年１月に、要求水準書を

４月に発表した。それによると、2016年２学期から稼働し、

小学校10校4500食、中学校15校6500食程度を提供。献

立は３献立、アレルギー対応も実施し、他の１センターの

アレルギー対応も含め、120食程度。除去を基本に一部

代替も行う方針で、表示義務７品目、表示推奨品目27品

目に加え、種実類を対象とする。なお、そば、キウイ、落

花生、バナナ（フルーツチャツネ）は基準献立でも使用し

ないとする。米飯施設は設けない。献立と食材は自治

体。

仙台市 https://www.city.sendai.jp/

仙台市（仮称）南吉成学校給食センター整備事業

https://www.city.sendai.jp/kyouiku/kenko-k/kamomiyagi.html

■愛知県清須市、新給食センター２学期より

愛知県清須市は、現在４つの学校給食センターで、約

1000食から3000食弱の小中学校および幼稚園給食を提

供している。いずれも築35～45年が経過しており、清洲

市では、新学校給食センターを統合新設している。調理

エリアは１フロアで、幼保調理室、アレルギー調理室を備

える。また、太陽熱温水、太陽光発電など環境配慮も行

われている。規模としては、４センターを合わせると7700

食程度とみられる。

清洲市 http://www.city.kiyosu.aichi.jp/

清洲市学校給食センターの概要 http://www.city.kiyosu.aichi.jp/s

hisei_joho/shisei_sanka/fuzokukikan_kaigi_kokai/kaigi_kekka/kaigi_ke

kka_kako/fuzokukikan_jokyo/kyoikuiinkai_fuzokukikan/gakkokyusho

kucenter_unei_iinkai.files/shiryo1.pdf

新センターの概要

http://www.city.kiyosu.aichi.jp/shisei_joho/shisei_sanka/fuzokukika

n_kaigi_kokai/kaigi_kekka/kaigi_kekka_kako/24nendo/kyoikuiinkai_fu

zokukikan/gako_kyushoku_center.files/shiryou5.pdf

■沖縄県石垣市、6000食センターの建て替え稼働

沖縄県石垣市は、2014年４月より新学校給食センター

による学校給食の提供を開始した。旧学校給食センター

と同じ、全小中学校29校中18校で、旧センターの対象校

を継承し、6000食を提供。他の単独校等は今後分散した

センター建設などを検討するとしている。

石垣市 http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/

石垣市立学校給食センター建替え基本構想（案）平成24年５月 h

ttp://www.city.ishigaki.okinawa.jp/home/kikakubu/hisyokouhou/pu

blic-coment/022/1.pdf

■栃木県足利市、6000食のセンター稼働

下野新聞2014年３月20日付け、東京新聞2014年４月９

日付け等によると、栃木県足利市の新学校給食センター

が2014年度より稼働開始した。公設民営で２つの学校給

食調理場を統合してできたもの。既存の２給食センター

（民設民営）があり、３センター体制となった。新センター

は、市内33小中学校中16校、約6000食を作る。アレルギ

ー対応調理場は２学期より80食対応。卵、乳、エビ、カ

ニ、落花生、ゴマが対象。炊飯工場もあり、災害時の炊き

出しにも対応しているという。

足利市 http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/

足利市学校給食 http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/gakok

yusyokukai.html
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■茨城県つくば市、8500食のセンター稼働

茨城県つくば市は、2014年度から最大食数8500食の

新学校給食センターを稼働した。小学校11校、中学校６

校、幼稚園６園に供給する。３献立で、食中毒リスク低減

と、食材調達の安定、地元産農産物の利用促進をうたっ

ている。アレルギーは乳、卵の除去食を対応する。

つくば市 http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/

つくば市学校給食 http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14212/1426

3/14310/index.html

■埼玉県川口市、13000食のセンター稼働

埼玉県川口市は、2014年度から13000食の学校給食

センターを稼働した。小学校11校、中学校12校に供給す

る。川口市は、小学校26校、中学校３校が自校方式で、

新センターを含む３センターが小学校26校、中学校23校

に供給している。調理は民間委託。

川口市 http://www.city.kawaguchi.lg.jp/

川口市学校給食

http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/72100057/72100057.html

■広島市 学校給食における地産地消推進モデル事

業

広島市は、学校給食の市内産農産物利用推進のた

め、2014年度から３年間、学校給食の年間スケジュール

に合わせて、市内産対象５品目の作付奨励金を交付す

るモデル事業を実施する。生産者グループ等が卸売業

者に支払う販売委託手数料及び運搬手数料相当の17％

を奨励金として交付するもの。対象は、パセリ、タマネギ、

オクラ、サヤインゲン、里芋。産経新聞2014年３月６日付

けによると、中山間地域農業振興を狙いとして、これまで

出荷量の少なかった品目を対象とする。学校給食でも、

献立を地場産食材の出荷時期に合わせて設定する方針

という。

広島市 http://www.city.hiroshima.lg.jp/

広島市平成26年度予算（経済環境関係）

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/13

91694451639/files/3_3_kezai.pdf

■和歌山県みなべ町、地場産米を給食に

紀伊民報2014年４月３日付け、８日付けによると、和歌

山県みなべ町は、学校給食センターを改修し、2014年度

より委託炊飯をやめて、給食センターで米飯を炊飯す

る。これにあわせて、前年度より町内の５つの農業団体が

つくる「みなべアグリ５」が学校給食用米を耕作放棄地を

含む田で栽培しており、これを提供する。不足分は他の

町内産、地域産、県産米を使用するとしている。

なお、みなべアグリ５では、前年度に学校給食用野菜

の栽培にも取組んだが、活用が難しく2014年度は行わな

い。

みなべ町 http://www.town.minabe.lg.jp/
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投稿

給食アレルギーおよび小児生活習慣病の傾向と対策

投稿 牧本一夫さん（東京都 調理員）

現在アレルギーは日本全国に広がり、その症状は更

に複雑になっています。

「今、食物アレルギーをもつ児章・生徒は1%～3%といわれ

ています。児童数300人位の規模の学校だと、3人～9人

と言う計算になります」（インターネットより）

アレルギーで一人が何種類もの食材を受け付けない

子供であるとか、また、アレルギーの子供が皆同じ食材

が原因であれば、除去食あるいは代替食で済みますが、

そのようなことはまず有り得ない。

アナフィラキシーの子供では、小麦粉の粉が飛んでそ

の子供の皿に付着したり、ゴマを妙ったフライパンをよく

洗わず、それで炒めたり煮たりした場合アナフィラキシー

の症状が出て、救急車を呼ぶようなことになります。

献立については年々手が込んで、現在では“だし”ひ

とつとってみても昆布・鰹節・煮干しなど、あるいは豚骨・

鶏がらなどのだし汁を調理室でとって料理をし、野菜は

野菜エキスを大事にするため野菜裁断機は使わず、手

切りが主になっています。

メニューは、主食・主菜・副菜とデザート（果物あるいは

手作りケーキなど）とバラエティーに富んだ給食が現在提

供されているのです。

学校給食は、このように昭和から平成になって、献立

自体もだいぶ変わってきました。

献立名だけでなく、料理ができるまでのプロセスも、以

上のような経過を辿って来るのです。

さらに施設・設備となると建物は何十年も変わらない

が、中に備えてある備品は耐用年数もあり、仕事（調理）

の効率化を進めるためにも適度に新しいものに変えられ

る。

だが調理員の定数だけは変わらないかあるいは民間

委託にして、責任を持つものが極端に少ない。

そういう中でアレルギーの除去食あるいは代替食は、

現在つくられているのです。

事例として、ゴマアレルギーの児童用にゴマ油で炒め

て、でき上がりにその料理に白ゴマを混ぜ合わせる献立

だったのですが、アレルギーの子供のために白ゴマを混

ぜないものを別に作ってその子供に出しました。しかし、

ゴマ油で炒めたことをうっかり忘れていました。しかし、そ

の時は何とか事なきを得て終わりました。

もう一件はアレルギー用で、別にカウンターに置いて

おいた料理を仕事に追われて落としてしまった。

それは献立でご飯にゴマを振りかけたものを出すので

すが、アレルギー用は白飯です。それを落として代用が

ない。結局検食用をアレルギーの子供に、急きょ出しまし

た。

日常の調理作業の中で、人的余裕がなく作業密度の

濃い仕事では、往々にして有り得ることです。

しかし、これらはどんな理由があるにせよ、本来決して

あってはならないことなのです。

現在アレルギーは日本全国に広がり、その症状は更に

複雑になってきています。

恐らくこのままでいけば、一市町村あるいは各学校単

位で収まる話ではなくなると思います。それに何か事が

起きてから対応するのではなく、事前に完ぺきな食事の

準備が必要になってきます。

「今現在、文部科学省が公立小中高が把握する食物ア

レルギーがある子供は、昨年8月現在で45万3962人と言

われていて、04年の調査より 1.9ポイント高い」(2014年3

月20朝日）

この数字をどう見ればいいのか。

確かにアレルギーには、それなりの歴史がある。

しかし、今必要なのは、現在の子供たち（児童・生徒）

をどのように学校給食の食物アレルギーから守るかであ

ろう。

『アレルギーから守る方法は、各自治体、各学校ごとにそ

れぞれマニュアルを作って、それに基づいて進めてい
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る。それから、保護者に診断を受けてもらって診断書を学

校に提出してもらう。他、軽症の場合は保護者の申告に

よるもの等がある。ただ「（2歳のときにピーナッツクリーム

を食べてダメだった。）として、対応を求められた子供が、

アレルギーでなかったケースもあったという」（2014年3月2

0朝日）』このような事例もある。

その他、好き嫌いから除去食を望む親もいるという。

また、「名古屋市は調布での事故を機に、1月にマニュ

アルを見直した。給食で保護者が対応を望む場合、医師

の診断書提出を原則として義務づけた。アレルギーがあ

る子供は市立小学校で5203人(12年度）。うち1651人は

保護者が除去食などの対応を求めるが、保護者の誤解

で病状を届ける例もある、と市はみる。」（2014年3月20朝

日）

以上のように、それぞれ考え方あるいは対応はまちま

ちである。

文部科学省は、医師の事前診断を義務づける方針を

全国の学校向けに通知するとしているが、どこまで徹底

できるのか、そしてそれが徹底できたとして、調理する現

場に間違いなく行き渡るのか。

初めに書いたように、アレルギーだけでも程度の違い、

あるいは食物除去なのか代替食なのか、という問題があ

ります。

あとひとつの問題として、初めにも触れたようにアレル

ギー以外の病気、例えば腎臓病、動脈硬化の原因となる

肥満や高血圧、糖尿病など現在子供にも罹ると言われる

小児成人病を含めた小児生活習慣病の食事の問題が、

クローズアップされてくると思われる。

今後、保護者からは、アレルギーの子供の対応とは別

に、小児生活習慣病の子供に対しでも、その子供の病状

に合わせた食事内容を診断書を付けて、各学校に相談

しに来るケースも出てくると思う。

その時に、アレルギーのみの対応であるとして断るの

か、それともアレルギー以外も受け入れるのか、今はアレ

ルギーだけと断っても、それはすんなり保護者に受け入

れられるとも思われません。

アレルギー食対応以外の対応食も、今後必要不可欠

な問題になってくると思います。

現在のこのような状況の中、限られた調理員の人数

で、アレルギーや生活習慣病など保護者の要望に現場

としてどれだけ応えられるかが正直疑問であります。

今後出てくるであろう食物アレルギーを含めた生活習

慣病に対応するものとして、別の調理施設での調理が必

要になってくるのではないでしょうか。

別の調理施設とは、どんな施設なのか？

強いて言えば、施設は無菌状態を保てて、それぞれの

病気に合わせて、そして各学年に合わせて、“食べさせ

る給食”ではなく“治療も含めた給食”を提供できるような

調理施設を、文部科学省と厚生省が指導して、各自治体

が、地域の食文化に合わせた調理内容と調理施設を組

織的に運営する。

そこには、医師を始め看護師、管理栄養士、調理師を

置く。

もちろん最高責任者は各市町村の首長である。

病気（病状）というものは、日々変わるものです。

故に即献立の変更に耐えられる組織作りの確立が早

急に必要になります。

そう言ったことを踏まえて、今後は「子どもの顔が見え

る」「調理する人の顔が見える」そういう給食作りが、更に

強く求められてくるのではないでしょうか。

2014年4月
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