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皆さんからの報告がニュースです

２月23日の全国学校給食集会に参加された皆さん、お疲れさまでした。

『学校給食ニュース』第１号をお届けします。今回の特集は、集会の報

告です。集会では、全国より民間委託に関するたくさんの具体的な事例

や報告をいただきました。それぞれの地域で運動に役立ててください。

集会に参加されていない方も、自分の地域や学校では「このような問題

がある」「こういう取り組みをしている」ということがたくさんあると思いま

す。どんな小さな問題や取り組みでも、その問題が寄せられ、取り組み

の方法がたくさん集まることで、運動は大きくなります。「こんなことぐら

い誰でも思いつく」「どこにでもある問題」と思わず、「こんなことがあっ

た」と、学校ごとの「給食だより」のような感じでご紹介ください。

来月号以降の予定

５月号…食中毒、衛生管理特集～今年も大き
な食中毒事故が発生しています。食中毒は出してはな

らないものですが、事故の要因やその結果としての問

題をきちんと整理しておくことはとても大切です。また、

Ｏ１５７以来、作業手順や衛生管理の過度な要求によっ

て、いろいろな問題が起こっています。特に、今後ＨＡ

ＣＣＰという管理システムが導入されると学校給食の質

そのものが変わりかねません。このような問題に対し、

具体的な事例の報告をお願いします。

例：食中毒事故が起きたが、原因がうやむやのまま現

場だけが厳しくなった。管理強化の結果、塩素消毒を

義務づけられたが、それに対して使わずにすむよう取

り組みを行った。など。

５月号の食中毒、衛生管理特集は、４月15日頃まで

にＦＡＸ、郵送にて情報をお寄せください。

６月号…食器改善、環境ホルモン特集～環
境ホルモンによる精子数の減少などが指摘されていま

す。学校給食の食器もポリカーボネートの使用などは

一刻も早く中止させなければなりません。導入反対や

代替食器の問題などの実例や取り組みをお願いします。

例：代替食器が導入された実例と、それによる作業の

変化。使用中止を勝ち取った例や、使用が継続されて

いる例、導入されようとしている例など。

７月号…アレルギー児対応（予定）～アトピ
ー、アレルギー児はますます増えています。軽度から

重度まで、またそれぞれのアレルゲンは様々です。学

校給食の中で、これらの個別対応はどのようになされ

ているのか。取り組みの例などをお寄せください。

情報提出先：下記編集事務局もしくは、自治労、日教

組、日本消費者連盟の各事務局までお願いします。
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学校給食にまつわる最近のできごと 98年２月から３月

全国各地の動きを紹介します。編集事務局に寄せられた情報と新聞報道を元に構成しています。

＜民間委託＞

●札幌市教委、民間委託の方針打ち出す

札幌市内小中学校学校給食調理部門に99年にも民間

委託を導入する方針を、市議会で明らかにした。北海

道では、調理部門の民間委託を18の市町村ですでに実

施しているが、札幌市は北海道最大の都市であり、他

の市町村への影響も大きい。（北海道新聞 ３月３日）

＜食器改善・ポリカーボネート＞

●環境ホルモンで厚生省の部会が開かれる

厚生省食品衛生調査会毒性・器具容器包装合同部会

が３月13日に開かれた。検討されたのはポリカーボネ

ート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニルの３種。現時点で

は、内分泌かく乱のメカニズムがはっきりしておらず、

問題にするためのデータも不足しており、現在のデー

タでは対策が緊急のものではないとして、情報を収集

するという方向で終わっている。積極的な対応を望み

たい。

●ポリカーボネート食器の見直し検討を表明

北海道議会において、堀知事は道内の学校給食や道

立病院で使用されているポリカーボネート樹脂食器の

使用見直しを検討すると表明。ビスフェノールＡの人体

への悪影響に懸念して。道庁内の環境政策推進会議

で具体的な検討がされることになった。道内では、近

年ポリカーボネート食器の導入がすすみ、97年の調査

では効率小中学校の38％に導入されている。（北海道

新聞、３月12日）

＜食中毒＞

●東京都昭島市で集団食中毒

東京都昭島市の昭和中、清泉中、拝島中で、３月11日

から13日にかけて生徒教職員約512人が腹痛、下痢、

発熱などの症状をうったえ、12人が入院する食中毒事

故が発生。この３校は昭島市学校給食共同調理場で調

理されている。昭島市の中学校は自校３校、センター３

校で給食実施、センターでは約2200食をつくっている。

小学校は、15校中９校分を中学校の隣のセンターでつ

くっているが、発症者はいない。患者からサルモネラ

菌の検出があったが、原因食材については、３月19日

現在明らかではない。週末と重なったため、市教委が

生徒への連絡などの対応をとらず、批判もある。

＜その他＞

●堺市学校給食懇談会４回目

３月４日、堺市学校給食懇談会の４回目会合が開かれ

た。懇談会発足時に一部給食不要論もあったが、今回

の会合で給食の教育的な効果などで意見が一致したと

いう。（朝日新聞 ２月５日）なお、懇談会は非公開で

行われている（シンポジウム９ページを参照）。

●生ゴミ処理機とその後

・たい肥を野菜にして給食利用

東京都北区では、96年度までに全小中学校に生ゴミ処

理機を導入、できたたい肥を群馬県甘楽町の有機農業

研究会が使用し、さらにその野菜を一部北区の学校給

食に取り入れている。ゴミの分別や食べ残しの減少、

理科の授業への応用などの効果を上げている。なお、

甘楽町と北区は姉妹都市として、交流を深めている。（読

売新聞 ２月23日、日本農業新聞 ３月１日）

・使い切れずに有料回収

東京都台東区では、小中学校４校に導入しているが、

たい肥を利用しきれずに業者に有料で引き取ってもらっ

ている。そのため、微生物により分解して下水に流す

消滅型の導入を検討。文京区でも同様に98年度から消

滅型を導入するという。（東京新聞 ２月28日）

以上のようにリサイクルなどの環境問題は学校だけで

なく、地域全体での取り組みが不可欠。
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学校給食全国集会報告
「教育」か「経済効率」か～調理の民間委託を問う！

２月23日、東京・日本教育会館で開催した学校給食全国集会は、「だれのための学校給食か」

『「教育」か「経済効率』か～調理の民間委託を問う！』をテーマに、全国より約800名の栄養

士、調理員、保護者が集まり、調理の民間委託問題や学校給食運動について活発な意見を交わし

ました。今回のニュースは、集会のテーマで議論を行ったシンポジウムの内容を特集しました。

シンポジウム 「教育」か「経済効率」か～調理の民間委託を問う！

パネラー

市村由喜子さん（保護者の立場から）
荒川ＳＯＳ！学校給食を考える会（東京都荒川区）

関根美智子さん（学校栄養士の立場から）
日教組栄養職員部長

川野光江さん（学校給食調理員の立場から）
札幌市役所労働組合

小松茂さん（自治体議員の立場から）
兵庫県洲本市市議会議員

司会

野田克己さん（全国学校給食を考える会・事務局長）

司会：今回の集会テーマは、「民間委託」問題です。

この学校給食全国集会（４者共闘）は、1985年の文部

省の合理化通知に反対するところからはじまりました。

合理化問題は、現場で仕事をされている方々と子ども

を日々学校に通わせている保護者との間で垣根を超え

て運動を作らなければ解決しません。だから、日教組、

自治労と、保護者の立場での運動体が、運動づくりを

やっていこうとしたのです。今、合理化の柱ともいえる

民間委託問題に立ち返り、民間委託問題を整理してい

く必要があります。

1985年の「学校給食業務の運営の合理化について」

通知は、センター化、パート化、民間委託化の３要素

がありました。

ところが、大阪府堺市のＯ１５７問題をきっかけとして、

文部省でも保健体育審議会において、昨年、明確に単

独校方式への意向が望ましいと打ちだしています。文

部省の合理化通知の一角はすでにくずれています。

しかし、一方で、94年に自治省が全国の地方自治体

に指示し、自治体で行政改革大綱がつくられ、安上が

りな行政を目指すようになり、その代表的なターゲット

として学校給食が取りあげられています。

そのなかで、今日のテーマは、学校給食を「教育」

か「経済効率か」という二者択一の問題として考え、

学校給食をよくするにはどうしたらよいかを議論したいと

思います。それでは、給食問題に85年合理化通知以

前から取り組んでいる仲間のひとりで、現在は自治体

議員の小松さんに、民間委託の問題のポイントを整理

してもらい、引き続いて、各パネラーの方に問題提起

をお願いします。

【問題提起：なぜ民間委託に反対するのか】

小松さん：85年当時、文部省が「学校給食の業務の

運営の合理化について」通知を出しました。私たちは、

民間委託により「安かろう、悪かろう」となると主張し、

具体例として、1976年から77年にかけて兵庫県宝塚市

で行われた中学校給食の民間委託をあげました。この

宝塚市の例は、とてもインパクトが強く、民間委託はだ

めだという運動が高まり、それから10年ほどは、ほとん

ど民間委託を許しませんでした。

学校給食ニュース １号 1998/４/１

集会プログラム
主催者あいさつ

自治労副委員長・佐藤晴男さん

日教組副委員長・山中正和さん

日本消費者連盟・富山洋子さん

全国学校給食を考える会・牛尾保子さん

基調提起

自治労現業評議会事務局長・加藤和久さん

記念講演

食べることと生きること

～子どもたちに何を伝えていくべきか

立松和平さん

シンポジウム

「教育」か「経済効率」か

～調理の民間委託を問う！
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ところが、民間委託されたところは、当時私たちが

指摘したようなサラダからナメクジが出るなどというとん

でもない給食にはなりませんでした。現実には、民間

委託されてもそれなりにおいしくて、そこそこ安全性も

確保され、大過なく行われています。

この状況の中で、学校給食を、自治体の直営で、

正規職員で行って欲しいという理由をもう一度明らかに

していく必要があります。85年当時、この四者共闘では、

「安全でおいしく、栄養豊かな学校給食を」というス

ローガンを掲げました。今もそのスローガンでいいの

でしょうか？

安全で、おいしく、栄養豊かなだけなら、民間業者

でも、パート化でもできるかもしれない。それを超えて、

なぜ私たちは直営の学校給食を求めるのか。民にまか

せるとひどくなり、官にまかせるとよくなるでは、誰も

納得しません。

本当に民間委託の方が経済効率がよいのかという議

論もありますが、多少お金がかかっても、やはり直営

でなければいけない点を見いだし、全国3300あまりの

自治体の中で、そのような学校給食を定着させること

ができるのかが大きな議論点ではないでしょうか。

子どもたちは１日の４分の１、ないし、３分の１の時間

を学校の中で生活しています。ある意味で拘束されて

いる学校での生活は満足できるものでしょうか。子ども

たちの学校生活の質はどうでしょうか。そこから考える

と、教育として行われている学校給食は、子どもたち

の日々の生活の中で、どういう関連性があり、どういう

位置を占めており、学校給食を通じて、子どもたちに何

を伝えようとしているのか、そのことを明らかにしていく

ことが最も重要なポイントになると思います。

関根さん：26年間学校給食栄養士を続けています。今

日、私はこの集会に出るため、学校に立ち寄り、調理

員に今日の学校給食について打ち合わせをしてきまし

た。もし、勤務校が民間委託だったら、この集会にこ

れるかどうかわかりません。民間委託の場合、まず朝

の検収を行い、民間委託の調理員に食材を正式に引き

渡す必要があります。調理前の問題か調理後の問題か

をみきわめて食材を渡さなければなりません。指示書

を渡し、途中で指示書通りに作業が進められているか

確認するため中間検査をします。最後に、完成検査を

して、学校に引き渡されることになります。つまり、栄

養士は、午前中ずっと現場に拘束されます。だから、

民間委託だったら、集会に出られなくなる可能性が大

きいです。

昨年の夏、民間委託校の栄養士と話をしたら、ごは

んが炊けていなかったことがあったそうです。それは栄

養士の責任になります。中間検査ができていないとい

うことです。中間の状況で完成までの判断が栄養士に

必要ということです。

学校給食を運営するには、調理員と栄養士とで献立

の意味を分かち合う必要があります。

ところが、Ｏ１５７の問題で、栄養士と調理員の仲が

悪く、栄養士が調理員に対しきちんとした指導を行わ

なかったということが原因のひとつにされました。どうし

て、栄養士が調理員を指導するのでしょうか。栄養士

は献立のプロで、調理員は調理のプロで、お互いに対

等な立場で献立を分かち合うべきです。両者がかみ合

って、話し合い、ケンカしても、本音を出し合ってやっ

ていかなければ、学校給食はよくなりません。

私は、1986年東京で民間委託が始まったときから、

この問題に関わってきましたが、民間委託の場合、正

規の栄養職員を配置するということになっていたはずで

す。しかし、現実には正規の栄養職員がいないところ

もあります。そのような状況の中、民間委託になり、栄

養職員の子どもたちに対する思いが、指示書ひとつで

伝えられるのでしょうか。子どもたちのためのよりよいも

のが、食文化を伝えられるものを求めていることが、

遺伝子組み換え食品に対する取り組みが、指示書一枚

で伝えられるのでしょうか。栄養職員が、調理員が、

食糧難の時、悪い設備条件の中で、子どもたちの給食

に取り組んできたこと、合成洗剤から石けんに変え、ア

ルマイト食器から陶磁器に変えていった取り組みを、誰

に伝えるのか、委託調理員さんに伝えられるのか。

委託学校給食はよくできているという評判です。たし

かに、委託業者は、視察など発表の場では、調理員

を倍にしたり、ホテルなどで使うウォーマーを持ってき

たりして見栄えのよい給食にします。

はたして、それが本当の給食になるのでしょうか。

川野さん：今日のテーマにある「だれのため」という

のは、もちろん、児童生徒のためです。調理員は、子

どもたちが学校給食から離れたときに自主健康管理が

できるようになるためのサポーターだと考えています。

調理員、栄養士、教員、保護者がすべてそうです。

最初、学校給食がはじまったときから学校給食の目

的は大きく変わっています。豊かな学校給食と言われ

るなか、学校給食は大きな問題をたくさん抱えてます。

これを整理した上で民間委託について考えるべきです。

さて、民間委託の業者は多少困難があっても無理を

してでも仕事を引き受けます。それが、落とし穴にな

るのではないでしょうか。学校給食は低コストでなりた
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つわけではありません。子どもたちの健康管理をになう

という自覚と責任をもって学校給食を提供していくこと

が大切です。

民間委託を入れさせないためにも、その現場である

栄養士と調理員が任務分担をしっかりしていかなけれ

ばなりません。この点も問題です。そして、働く調理員、

栄養士の質を高めなければなりません。直営だからで

きることもあります。神戸ではじまっている老人給食提

供や、三期期間中に、調理室を利用して、子どもたち

と調理教室を開いたり、地域住民と連動して食文化の

伝達するということも工夫次第でできます。地域の中で

役立つことができるのです。民間委託ではできないこと

です。

市村さん：96年、この壇上で荒川区の学校給食調理が

民間委託される以前の運動の経過報告をしました。残

念ながら、96年に２校が民間委託され、97年に４校、

新年度からさらに２校が民間委託になります。そこで、

現状の報告をします。

民間委託された学校の現状を聞き取りました。教育

委員会では民間業者が入ってもチェックする機関を各

学校につくるから安心だと言います。たしかに民間委託

された学校には給食協議会というのが作られました。と

ころが、この協議会の実状は、ＰＴＡの役員を構成員に

したり、あるいは親が知らない間に作ってしまう。ある

協議会は、業者の社長がきて、問題ないという話で終

わっています。中で何をやっているかが分かりません。

さらに、協議会の内容も詳細に広報されず、父母に見

えてきません。ますます、多くの保護者が給食に関心

を持たなくなっています。

私たちは、民間委託反対だけでなく、区民として行

政に代案を出していく必要があると考え、給食に無関

心だった自分らの状況を反省し、現状を調べながら、

問題点を勉強してきました。

より豊かな給食とはどのような給食でしょうか。

教育委員会は、バイキングができる、食器が増える

ということを豊かだと考えていますが、私たちは、洗剤

ではなく石けんを使うこと、食材を有機野菜にすること、

東京都北区のように残さいをコンポストに利用すること

など、「子どもに命を考えさせる」食教育になる学校給

食が豊かな給食だと考えています。

教育委員会は、今でも変わらないから民間委託でも

大丈夫といいますが、私たちは、変えていくことが必要

だと思います。

しかし民間委託も直営の方でもこの２年半、給食の

改革が進んでいるわけではありません。なぜ給食は私

たちが望むようなより良い方向に変わらないのでしょう

か。調理員さん、栄養士さんと一緒にがんばれるよう

にするにはどうすればよいのでしょうか。

民間委託校では、子どもが、「調理員のおばさん、

おいしかったよ、ごちそうさま」と言ったら、調理員さ

んが「ありがとうございました」と答えたことがあるそう

です。あるいは、ホテルのバイキング並にオレンジの

皮をむいて出してきたことがあるそうです。ここに委託

における調理の位置づけが典型的に表れています。

食教育として考えたとき、子どもにオレンジの皮むき

をさせる、丸ごと出すことの方が教育的配慮といえるの

ではないでしょうか。

全国の直営の調理員さんには、合成洗剤をやめ、石

けんに変えるなどのすばらしい取り組みをされている方

々がいらっしゃいます。この流れをどのようにしたら広

げていけるのでしょうか。

行革は、区民として、どのような行革が必要と考え、

どのような代案をだすかが問われています。学校給食

の給食回数のみで調理業務を議論したり、また先生を

減らしながら一方でカウンセラーを設置するような対処

療法的行革のあり方は問題です。

司会：行革のあり方について提起がありました。人件

費を減らす手っ取り早い手段として、どの自治体もはじ

めに民間委託ありきということになりますが、自治体が

学校給食制度についてどのように考えるかというような

観点は抜け落ちていると思います。このあたりについて、

小松さんは自治体議員の立場としてどうお考えですか。

【食教育はだれがやっているのか】

小松さん：洲本市も財政が厳しく、起債が年々増えて

います。起債が一定程度増えると自治省の管理下に入

り、起債すら自分たちでできなくなります。そのため、

どこかで歳出削減をしなければなりません。どこの自

治体も同じです。では、どこを削るか。それが見えま

せん。議会に入っても、市役所の中のどの仕事が削れ

るのか見えてこないのが現実です。

私は、学校給食問題に携わってきましたから、それ

なりに分かっているつもりでいます。しかし、議会の私

には、実際に現場に入っている調理員さんの日々の仕

事は見えてきません。

一方で、市行政の側からは、学校給食は年間180回

しかやっていません、夏休み、冬休み、春休みなどは

給食はありません。１日のうち、特に忙しいのは午前中
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の３、４時間、午後は、片づけをしてそんなに忙しくな

いという情報が次々にきます。

また、民間委託の先進地として台東区などへ視察に

行きます。そういう視察が来たときには、調理員をふ

だんの倍も送りこんで、業者は見栄えのよい給食を作り

ます。多目的ホールにテーブルクロスを敷き、花を活

けて、バイキング方式にし、コレールの食器を使う。

委託にするとここまでできるということをアピールしま

す。

ところが、直営ではこのように陶器の食器を使うと言

ったら、組合から、重くなる、大変になる、人員を増や

してくれという話になり、交渉だけで１年かかり、委託

だったら指示書１枚で済むんですという説明になります。

そのような話を聞いたり見たりすると、地方議会の議員

は民間委託がよいという印象になります。そして、委託

にしようという方向になるのです。

そうではないということを、どのようにして議会に見

せていくかが問題です。議会だけではなく、学校給食

がどのような想いと工夫でやっているのかを、親や、

地域に伝える努力がなされてきたでしょうか？ それが

足りないのではないでしょうか。

学校給食にしても、清掃のごみ収集にしても、どれ

ほど大切な仕事で、どれだけの仕事量を持って、暮ら

しや町づくりにどのような位置を占めてきたのか、ビジ

ョンを出してこなかったのが現実ではないでしょうか。

だから、委託でも、作る人が変わるだけでどうして教

育の中身が変わるのかと言われるわけです。

この言葉への反論は、食教育は誰がやっているのか

ということです。調理員さんたちが、実際に子どもたち

の前に出て、今日の献立の意味、食べものの意味を伝

え、地域の中で学校給食や調理員の担う役割を伝えて

いるのか。あまり、行われていないのが現実ではない

でしょうか。

それでは委託と食教育がどう関連があるのか、議会

や地域の人には見えてきません。だから、総務部あた

りがはじき出した、たとえば、調理員は平均年齢が50

歳で、年間いくら、今後10年間にこれだけ払うのに対し、

民間委託ならこれだけで済みますという数字に押される

のです。

議会の中に、私たちの声をどのように伝えるのか。

そういう運動が今なによりも求められていると思います。

食教育、学校教育、地域社会の中で、調理員がどの

ような位置を占めていくのかというのを突き詰めて考え

ていかないと、これからの民間委託の運動はとても厳

しいと思います。

関根さん：東京では現在、７区と１市の学校給食に民間

委託が入っています。都立高校の定時制は全部入り、

養護学校は６年計画で入っています。民間委託がこれ

だけ入ってくると民間委託業者の取り合いになります。

そして、民間委託の調理員がいろんなところに行くこ

とになります。区が違うと、献立も、作業工程もある程

度違います。それで、業者から「あの区ではそんなこ

とはなかった」などと言われ、指示書が効かなくなりま

す。

民間委託業者が全部の学校に入ったら、どうなるの

でしょうか。台東区では、12年かけて民間委託化され、

来年で１００％になります。そのときに、委託業者は今の

ようにやってくれるだろうか。営利を目的とするのです

から、次第にわがままを言うようになるのではないでし

ょうか。

現在は、民間委託校でも、栄養士に積み上げてきた

実績があり、その実績を出し合って、栄養士ががんば

ってふつうの給食をやっているんです。普通のレベルま

で引き上げているのです。

栄養士は民間委託が入る直前からひどく忙しくなりま

す。備品から、お皿の枚数から、全部計算して、委託

業者に指示しなければなりません。民間委託されると、

栄養士は忙しくなります。それなのに、正規の学校栄

養食員を配置すると約束されて導入された足立区でも、

非常勤の栄養士、アルバイトの栄養士になりつつありま

す。

新規採用の栄養士が民間委託校に配置された場合、

学校給食のレベルが分からないため、民間委託であっ

てもレベルを引き上げようという努力ができないことに

なり、給食がひどくなってしまう。栄養士は民間委託に

なったらとても大変です。そのことを栄養士にはぜひ考

えて欲しい。

市村さん：荒川区教育委員会の学務課長が区民文教

委員会で「調理は教育ではない」という発言をしまし

た。そこが私たちと一番違うところだと思います。

Ｏ１５７以降、塩素で食材を消毒するという問題があり

ました。冷凍のミカンも塩素に漬けるという。私たちは、

むしろ塩素の害が心配だからやめて欲しいと言いまし

た。調理員さんにも、なぜよくないものを困ると言わず

に使うのかという話をしました。もちろん、自治労の組

合員の中でも使わなかったところもあります。

自分たちは使わない、直営だから使わないという発

言をして欲しい。そのために、調理員さんに裁量権を

持たせるべきだと思います。調理は教育であると、胸

を張って言ってほしいのです。

もうひとつ、民間委託のパートさんの問題です。あ
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る学校では、前日にチーフの調理員と栄養士が打ち合

わせします。パートさんは参加せず、当日の９時から３

時までの勤務だけです。パートは、チーフの指示を待

ち、その指示を行うだけになります。おそらくパートさ

んにも経験によって違うのでしょうが、委託契約書には、

調理員には十分な研修をするようにという項目も書かれ

ています。そういうことはあまりされていなさそうなのが

実態です。

民間委託では当然のことながら、業務運営ということ

で業者の企業秘密の部分が増えてきて、保護者から給

食が見えにくくなってきている問題もあります。

司会：パネラーの論点以外に、問題や実例などをぜひ

会場から出していただけませんか？

【会場からはたくさんの報告がありました】

東京都北区・調理員：学校給食調理に携わって20年に

なります。来年４月から３校が民間委託実施されてしま

いました。

委託については10年前から問い続けました。調理員

としての位置から見れば、私自身がこの職業を選んで、

生活の場としての学校給食を行っています。民間委託

されると、パート労働者となります。一概には言えない

と思いますが、低賃金化、労働条件の悪い労働者が

増えてくると思います。この点も議論すべきではないで

しょうか。

こういうことを言うと、自分の職場を守るために、賃

金を守るためにという主張に見えてしまいますが、そう

ではなく、職場と労働を守ることは、地域の労働条件

や働く場を守ることではないのでしょうか。そのような

視線も議論の上、作って行くべきではないかと思いま

す。それがないと、賃金が高いし、身分が保障されて

いるという指摘に、しり込みしてしまいます。

市村さん：私は脳天気な母親だったので、「給食を守

ろう」という署名を行うとき、これは食の問題だから党

派を超えて、たくさん集められると思ったのですが、す

ぐに直面した壁は、「なぜ、親が公務員を守る運動を

やるのか」という声の多さでした。

女性の低賃金については、もちろん反対です。それ

も訴えています。パートなんだから、それ以上のことを

考える必要もない、働くことに誇りも持てない、そこそ

こやればいいんだということには、疑問を持っています。

雑誌『世界』１月号に、堺市の学校給食で子どもた

ちを死なせてしまった調理員さんの苦しい胸の内がつ

づられていました。調理員とは、給食現場で子どもの

命を守るという職業です。そのような大切な仕事なのに、

低賃金化され、パートでしか働けない20代や30代の母

親たちを使うという状況になりつつあります。

調理の仕事は、指も曲がる、腰痛もひどい、そうい

う仕事に対する給与は正当に支払われるべきです。

保育園でＯ１５７のとき、設備改善がすすまないのに

冷蔵庫が突然設置され、しかも検品食材保存のためだ

という。お金がないわけではありません。使い方が問

題なのです。

関根さん：民間委託の問題が起きないと、保護者や地

域住民に訴えていないことも問題です。現状や問題に

ついて、親と一緒に、日々学校給食の問題を語り合う

必要があります。保護者の方で関心があるのに、学校

の方が扉を開いてくれないという話をよく聞きます。親

はそう言うし、私たちは、親や地域に学校給食での取

り組みや、想いを実践していない反省もあります。日々

の積み重ねがあって、いつも問題提起をしていくことが

必要ではないでしょうか。

【親・地域との共闘をどうつくるか】

広島県府中市・調理員：センターで4000食を運転士を

含めて、正規職員で運営しています。調理員は20名で

す。別に、小規模センターで３校の給食をまかなってい

るところもあります。

４０００食のセンターは、４年前、単独校２校に民間委

託問題が上がり、結局このセンターに統合されました。

配送を委託するという動きも４～５年前から持ち上がっ

ていますが、阻止しています。

センターなので、子どもとの接触がありません。そこ

で、昨年の９月から、昼の休憩時間を利用して、調理

員が１カ月に１回、子どもと接触をはかるため９校中で３

校に出向いています。

子どもの嗜好や、現実の状況を見て、献立に役立て

ています。

市職員労組全部で民間委託反対として立ち上がって

います。団体交渉のたびに日教組と連動して委託阻止

をしています。しかし、荒川区のように住民と一緒にな

っての共闘ができていません。住民と一緒になっての

共闘ができるのか。どのようにしたらよいのか、教えて

欲しい。

司会：民間委託という問題は「調理は教育ではない」

と宣言されているようなものです。教育に関わっている

学校給食ニュース １号 1998/４/１
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調理が教育そのものであることを、理論武装、実践し

なければなりません。そういう気持ちを、外に向かって、

地域に向かって訴えなければ、住民との接点は出てこ

ないと思います。地域住民、あるいは親は、まったく

のボランティアで、子どものために考えるというスタンス

で動きます。どうしても時間の制約があったりします。

どうやって地域に向かって働きかけるという視点が必要

だと思います。

兵庫県宝塚市・中川智子（衆議院議員）：宝塚市は、

20年前にはじめて中学校３校が民間委託になり、反対

運動をして自校方式に戻り、今は、小学校、中学校と

もに自校方式で、親は安心して学校給食を子どもたち

に食べさせてもらっています。私は、1985年、文部省

の合理化通達が出たときに、母親３人で、宝塚市学校

給食を考える会を作りました。

そのとき、まず行ったのは、栄養士さんや調理員さ

んに学ばせてもらうということでした。親が学校給食の

ことをもっと知りたいと栄養士さんや調理員さんとお友

達になり、それから地域に運動を起こしていきました。

親としてＰＴＡに入っていき、ＰＴＡの１年間のテーマの

中に、学校給食をもっとよく知ろうということを活動に入

れました。自治労が作った「今学校給食が危ない」と

いうビデオをもって、毎日、家庭や勉強会を行い、宝

塚で自校方式に戻ったものの油断していたらいつまた

民間委託に戻るかも知れない、民間委託になったとき

どうなるのか、調理員さん、栄養士さんに出てきてもら

って、集会などを行いました。

年２回、試食会をやって、そこに栄養士さん、調理

員さんに出てきてもらい、本音で、職場の大変さ、子

どもたちの学校給食を作っていることの誇りや楽しさ、

そして親と一緒にやっていくために関心を持ってもらい

たいというアピールをお願いしたんです。

このごろ、学校給食の運動をやっている親たちに話

を聞くと、地域の自治労や日教組の先生たちとなかな

か共闘できないという話を聞きます。どうしてかなと思

います。

親から運動を作っていくというのは非常に大変です。

自分たちの職場で、子どもの命を守るために一緒に手

をつないでやっていこうということを職場からも発信して

もらわないと、運動が、親だけの運動、職場の運動と

ばらばらになっていくような気がします。

たとえば、震災が起きたときに、自校方式で教育委

員会直轄の調理場があるから、そこを被災者の人たち

の調理場にして使おうと思ったけれど、鍵がかかって

いて使えませんでした。このことも、組合のほうで反省

をアピールしてほしいし、自校方式はいざというとき役

に立つんだというアピールをして欲しい。また、地場の

野菜を使って、民間委託ではないからこそ地域に密着

しており、公である意味があるとアピールして欲しい。

皆さんに、どういう運動をされているのか具体的なお

話を伺いたいです。

一昨年の選挙で衆議院議員になりましたが、この集

会は必ず参加しています。国会でも、学校給食のビス

フェノールＡやポリカーボネートの食器の問題なども取

り組みましたが、それはほとんど親たちからの声でした。

職場や先生からの声はほとんど届いていません。遺伝

子組み換えのことも、栄養士さんや調理員さんからの

声が少ないです。子どもの命を守る学校給食ならば、

現場で戦って欲しいし、地域の親を巻き込む運動をし

て欲しいと思います。お願いします。

司会：試食会を開く、交流会を増やすというのも具体

的な事例だと思います。地域や校区によって難しいとこ

ろもあろうかと思いますが、難しいと言っていてははじ

まりません。そういう事例や提案を学び合って運動づく

りをしましょう。

実は私も、東京都目黒区の住民で、目黒でも民間

委託の問題が出てきました。保護者の立場で動いてみ

て、つくづく保護者の間では連絡を取り合って運動を作

るのが難しいです。現場の人たちの発信力がどうなっ

ているのかと思うことはあります。現場の中での運動づ

くりの自負もあろうかと思います。そのような事例をお

願いします。

東京都港区・調理員：私たち現場労働者は、労働す

ることが手いっぱいで運動に手が回らないことも多いで

す。その中で、先ほどの防災のことですと、まず、管

理職、現場、住民を交えて話し合いをしたい、また、

都ガスからプロパンガスに切り替える作業、訓練をさせ

て欲しいという申し入れを組合としてしています。

また、経済的な裏付けがあるから土日をつかっても

子どもたちのためにやっていこうと、栄養士さん、調理

員と手をとりあって取り組みをしています。たとえば、

埼玉県から通っている人にお月見の時にはすすきをとっ

てきて、牛乳瓶に紙を巻いてかざりを作ったりしていま

す。クリスマスには、まつぼっくりを拾ってきたり、自然

を利用して何校か調理員の仲間同士で小さなリースを

つくったり、土日や作業が終わってから取り組んでいま

す。

中学校の文化祭などでもコーナーをもらって展示して

います。牛乳パックを集めて箱を作ったり、はがきなど

学校給食ニュース １号 1998/４/１
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のリサイクルを展示したりし

ました。個人的に持ち帰っ

てリサイクルするなどもして

います。

司会：今、小さなこととい

うお話でしたが、まさに今

のようなことが、調理の現場も教育に関わっているとい

うことの証明だと思います。

東京都港区の住民：給食の問題ではすぐ保護者という

ことになるが、港区の場合、現在１食1000円かかってい

ます。保護者は273円の材料費だけです。あとはすべ

ての区民の税金です。でもそういう意識がありません。

子どもが卒業したら、関係ないという人がほとんど。そ

の意味でも、防災も含め、保護者だけではなく、子ど

もが学校に行っていてもいなくても学校給食の問題は

地域のすべての人の問題だということを伝えることが必

要です。子どものためだけではなく、地域全体に働き

かけて欲しい。広い年代の人が運動に関われるような

取り組みが必要です。食材の問題でも、遺伝子組み換

えの問題でも、巻き込まないと運動が発展していかな

いのではないかと思います。

福岡県久留米市・久留米学校給食を考え良くする会代

表：８年ほど前から関わったのですが、久留米市では、

調理員の組合の石けん運動や食材選択の質の高さな

どで有名だったそうです。しかし、市内の保護者など

はほとんど知りませんでした。

そこで、そういう方に、学校のＰＴＡの中の勉強会に

来てもらいました。こんな調理員の方がいらっしゃるの

だから、久留米市の直営の学校給食は安全なんだ、

よいんだと思っておりました。

調理員さんが、私たちはここまでやっているというこ

とを真剣に話してくださると、親の方も信頼感を持つし、

中学校の給食を求める署名をしたときも、私たちの町

で３万４千の署名がすぐ集まりました。それは、やはり、

親たちの学習会を持っていた結果だと思います。

今、小学校27校中３校がセンター式、中学校13校の

中の２校がセンターになっているので、それを自校式に

という運動をしていますが、多少お金がかかっても自

校式でなければならないという点を説得できずにいま

す。少しでもよい学校給食をと、地元の農産物、生産

者と顔が見える農産物を使うよう陳情しています。

行革で調理員の削減するとされていますが、調理員

さんは、公務員の立場が守られるのだからということで、

調理員さんが、子どもたちのためにという視点でどこま

で運動に参加してもらえるのだろうか心配でもあります。

【よい給食は信頼される給食です】

大阪府堺市・保護者（学校のおひるご飯を考える堺

大人連絡会準備会）：一昨年の夏、３名の子どもたち

の命を奪って、9500名の子どもを含む人々の命、健康、

精神を痛めたという大量食中毒事件がありました。そ

れがあって、親もはじめて今の学校の調理場の中に冷

蔵庫がなかったり、朝配達されてきた冷凍ブロック肉

が６時頃から放置されているということを知りました。

堺市がとったアンケートによれば、２割の子どもたち

が今でも学校給食に不信があるそうです。食中毒への

不安があるといいます。実際に、食べていない、食べ

させたくないという立場で500人が食べていません。

堺市では、市の教育委員会が、５人の専門家で学校

給食懇話会を作りました。８回の会議を経て、８月に最

終答申がでます。これからの堺市の学校給食の戦略を

決めるというのですが、保護者代表は入っていません

し、入れてくれません。会議の内容を公開にして欲し

いと申し入れしても、委員の自由闊達な議論を妨げる

と、非公開です。堺市の学校給食を８回の会議、５人

の委員で決めてしまうことは、納得もできないし許せな

いことだと思います。

堺市は、まだ、学校給食でＯ１５７が起こったとは認

めていません。食材の感染ルートが特定できなかった

ために、学校給食が原因だったかどうかは分からない

という公式な見解を持っています。

調理員さん、栄養士さんと話をする機会がありました。

かつて、米飯給食が実施されたり、国産品を選んだり、

季節感溢れる給食に取り組んできた調理員さん、栄養

士さんも、現在は、二度と事故が起こらないようにとい

う、起こした事への責任から、日常衛生マニュアルの

膨大な作業におわれいます。ジャムを煮たり、うどんの

芯に中心温度計を差して75度あるかどうか確かめるとい

うところまで追いつめられています。

また、今、当日使った食材をすべて当日使い切れと

いう指示が出ています。そのために、給食費の196円

が足らないといいます。味噌も、2.1kg の必要量に、切

り上げで３ kg 届きます。この残りは捨てるそうです。こ

のようなばかげたことが起こっています。

確かに、堺市では、今、安全な給食が出ています

が、良い給食だとは思っていません。

よい給食は、信頼される給食だと思っています。

学校給食ニュース １号 1998/４/１
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【給食をよりよく～プロとして】

北海道静内町・調理員：一昨年、食中毒が出ました。

調理員として調理法や衛生に対し栄養士さんに意見を

出しましたが、栄養士さんが言うことが絶対であって、

調理員さんは、それについていってくださいという風潮

が学校にありました。

しかし、栄養士さんの言うことを守っていても、実際

食中毒が出て、自分たちも責任を持ってきちんとしない

とまた大変なことになるということで、今、現場では、

調理員が栄養士に問いかけて、一生懸命やっています。

調理員さんが先頭に立って、栄養士さんがついてきて

いるという状況になっています。

今、正規職員から、代替さん、臨時さん、嘱託さん

が入るという状況がはじまっています。正規職員に対し、

責任がないと、身分が保障されていないだから、あな

た方がしなさいという感じになっています。職員がいな

くなったり、民営化になって、責任がなくなっていくの

ではないでしょうか。

司会：今日の参加者は、だれが、どこかの立場を代

表してということではないと思います。それぞれの立場

で言えることは言うということです。がんばっている調

理員さん、栄養士さん、保護者がいて、がんばってい

ない人もいるのもたしかです。調理員さんも、栄養士

さんも、保護者も、どっちがよい、悪いということでは

なく、いろんな人たちがいて、一緒にがんばろうという

ための声を出し合いましょう。そういう意味のご意見だ

ったと思います。

東京都北区・栄養士：初回より集会に参加しています。

北区も４月から３校が民間委託実施されます。10年前に

学校給食の合理化が進められるという話を聞き、北区

のいろんな団体の方々に声をかけて、連名で民間委託

反対の要請書を出しました。ところが、行政サイドの教

育長がついたとたんに行革の一環として民間委託がす

すめられるようなことになりました。

北区の学校栄養士の場合、12、13回と、学校給食

展を開き、区民の方達にお知らせをしたりがんばって

きました。いつも700名近く参加者がありました。定年

退職を迎える時期となり、栄養士に呼びかけて、民間

委託は子どものためにならないと声をかけましたが、

現場の栄養士の考え方は様々で、なかなか理解してい

ただけません。

いろんな区議さんの会やいろんな立場の方々と話し

合いをしました。北区住民ネットをつくりましたが、お

母さんたちが入っていません。実施校になった学校で

学校給食を考える懇談会を開こうと３万枚のチラシを配

りましたが、区民はひとりもきませんで、当事者だけで

した。保護者の方といかにして手を結ぶかということで

苦労しています。荒川区のような保護者からの運動に

なかなかなりません。現場の栄養士、調理員さん、地

域の方と連携するのは大変なことだと思います。ひとり

でも、お母さんと連携がとれるような形でがんばってい

きたいと思います。

きっかけとして、自然食をやっている方から、関心が

ある教員を紹介してもらい、そこから保護者を紹介して

もらう、社会教育に参加している人などに呼び掛けをお

こなうなどして最初の運動を展開してきた経験もありま

す。各地でもがんばってください。

現場の栄養士の立場として、在職中には、合成洗剤

を石けんにかえたり、有機野菜に変えたり、献立なども

調理員さんと相談して、少しでも豊かな給食を提供す

る努力をしました。栄養士と調理員の立場がうまくいか

ないという話もありましたが、栄養士は上から指導する

ものではなく、調理員さんと同じ立場で給食をよくしよ

うということが基本だと思います。

広島県・栄養職員：勤務２校目で、小規模、単独自

校方式の学校に勤務しています。日々子どもたちとふ

れあう中で、子どもたちが、愛情を不足していて自分

に自信がないということを感じます。

いろんな学校行事で、給食を中止しますと通知する

と、保護者から不満があがります。たしかに、おうちの

方が忙しく、お弁当を作るのが大変な作業であるとい

うことは分かりますが、子どもにとってお弁当というもの

は、おにぎりの一個ずつが、自分に対する愛情が込め

られたものです。

私は一緒に社会見学などに行くんですが、「これはお

父さんが夜勤明けで作ってくれた卵焼きなんよ」と子ど

もがくれたりします。子どもたちは、言葉ではない愛情

を待っていて期待していると思います。このことを給食

だよりに書いたところ、あるお母さんが、「私は若くて子

どもと変わらないけれど、子どもにとって一生懸命食事

を作ることが、今、子どもたちにしてあげられることな

んだと思っています」と書いてくださいました。あたた

かな気持ちでごはんを作る親がいることを感じました。

私自身が食べものに愛情を込めるということを教えて

もらったのは、２校目で勤務した調理員さんからです。

最初に、先輩の調理員さんが、「他の調理員さんに愛

情込めて水をかけるんよ」、と言われたんです。最初
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は意味が分からなかったんですが、その方の仕事を見

ているとひとつひとつ、ご飯をつぐときにも食器を洗う

ときにもとてもていねいに目の前に子どもがいるように

心を込めて作業をされていました。そのことを、私が、

子どもや教職員に伝えること

が今の私のできる仕事なん

だと実感しました。

朝会や、書き物のなかで、

調理員さんがこんな気持ち

で給食を作っているんだと

いうことを言ったり書いたり

してきました。すると、子ど

もたちが、自分たちが調理実習で作ったものを持って

きて、これを調理員さんに食べてもらえないかと持って

きました。調理員さんは、いつも一生懸命作ってくれて

いる。それを食べてもらって、判断してもらうことで、

自信になったり、こうしようと思ったりすることになると、

思ったのでしょう。

また、食器の返し方が悪いとき、直接調理員さんに

言ってもらいました。私が言うよりも、調理員さんが、

こんな返し方だったら、洗うとき、こんなに大変で、時

間がかかって、次の日の準備が大変だということを言

ってもらうことで、子どもたちはすんなりうけとめること

ができました。

学校給食が民間委託になるということは、子どもたち

や調理員さんや、教職員の関係を断ってしまう危険性

があります。給食感謝デーとかに、調理員さんに感謝

しなさいと言うのですが、なにもないところには感謝で

きないし、その姿が見えないところには感謝ができな

いと思います。自分たちがたくさんの人に支えられて給

食を食べているということを実感できないと、感謝でき

ません。

学校の現場を子どもたちの心を育てる現場とするの

ならば、食べものつながりを断つということは、子ども

たちが成長する過程を断っているということをもっと危

機的に感じないといけないと思い、日々仕事をしてい

ます。

司会：調理の過程は、教育ではないのか。これが、

問題のひとつのポイント。献立作りにはじまり、子ども

たちがそれを食べて、食べ終わってというところまで、

あると思います。現場の中で、調理員さんや栄養士さ

ん、学校の先生も含めてどんな関わりをするのかが問

われていると思います。

【教職員の取り組み】

福岡県久留米市・久留米学校給食を考え良くする会代

表：久留米市で先生たちにアンケートをとりました。中

学校の13学校中11校が完全給食ですが、実施されて

いる学校の先生は、80％の人が給食があった方がよい

と言います。しかし、実施のない学校の先生方は、セ

ンター式ならば、60％の人が学校給食にいらないという

結果になりました。久留米市で中学校の給食を要求す

るとき、学校の先生が要求していないということで反論

されます。先生方が、給食を教科と結びつけていくの

かということにかかっていると思います。そこでお聞きし

ます。主催の中に、日教組がはいっているのに、どう

して先生からの報告はないのでしょう。日教組の中で

学校給食はどのようになっているでしょう。

大分県日田市・教職員組合執行委員長：日教組を代

表するわけではありませんが、久留米市の隣、大分県

日田支部の執行委員長をしております。教職員組合と

して、学校給食とどうかかわるかということを、今の取

り組みについてご紹介したいと思います。

日田市では30年ほど前に市内12000食を作るセンター

ができました。教職員組合とお母さん方とで、老朽化

したセンターの改築をにらみ、数年前から自校調理方

式を求める運動をしてきました。ただ、目前ではありま

せんので、内部的な論議や自治労の仲間と共に話をし

ていくという形をとってきました。２年ほど前に自校方式

を公約にしてきた市長が当選したので、その要求をし

ましたら、言葉をひるがえしました。

大分県では、学級担任を中心として、夏休みに学級

の父母と組合員が地域に出て話し合うミニ懇談会という

取り組みをしています。日田支部は、２年間、給食問

題をお母さんたちと一緒に取り組みたいと、懇談をして

います。人口６万の町で一夏に3000人の保護者の方と、

500人程度の教職員が話し合いをして学習しました。セ

ンターについて、少なくても分割にし、民営化をしない

こと、食器についてはポリカーボネイトの導入は絶対に

しないこと、ビスフェノールＡについての学習会を開く

中で、環境ホルモン等も含め資料を作成し、父母に呼

びかけてきました。

母と女教師の会というのができ、校区ごとに、給食

問題に取り組もうというお母さんたちが先月までに10回

の会合を持ちました。約200人、半数が父母、半数が

教職員、夜７時から10時まで会合しています。

市教委は、センターの分割を考えていないし、ポリ
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カーボネイトについても経済効率だけで考えています。

ＰＴＡでのお母さんたちの発言を中心に運動が盛り上が

り、日田市始まって以来の22000人の誓願をだしました。

残念ながら、財政にかかわる部分で、否決されました。

地域での運動がある程度の段階までいくと、厚生省、

文部省にも声を出そうということになり、本日も午前中

に、文部省の審議官と、厚生省の課長と２時間、お母

さんを含めて声を出してきました。そこまでのエネルギ

ーが盛り上がっています。お母さんたちと教職員、組

合運動の中で常に地域と連動していかなければならな

いと考えています。

司会：久留米市にこのような組合があればいいです

ね。でも、一般の先生の取り組みはまだまだだなとい

う感じはあります。

滋賀県・教職員組合職員：滋賀全体で中学校に学校

給食があるのは20～30％だと思います。栗東町では、

中学校で給食をやっていましたが、４年ほど前に、中

学校の組合員の方から学校給食をやめようという動き

がありました。理由の一つが、子どもに対して準備や

あと片付けが指導しきれないということです。一番上手

なのが小学校３年生ぐらいだと言うのですね。一生懸

命やっている。中学生ぐらいになると、準備もあとかた

ずけもマナーも悪く、あとの授業に影響を及ぼすので

やめてはどうかということでした。

しかし、学校給食は必要であり、指導が困難だから

というのは短絡的で、なぜ、指導ができないのかとい

うところを議論すべきということで継続されています。

隣の野洲町では中学校学校給食がありません。保護

者と自治労はやろうと言っているのですが、教職員組

合のほうで、たいへんさをみて給食導入に賛成しない。

そのような現実の問題があります。

栄養職員の組織問題も、ひとりも入っておられませ

ん。それぞれの現場では組合員とつながっております

が、行政にぶつける、教育委員会にぶつけるという連

携が難しいこともあります。

調理員、栄養職員の立場は、子どもたちにとっては、

ほっとする立場の人たちであると思います。教職員とい

うのはどうしても評価をする、されるという立場にあって、

子どもたちがどうしても緊張感を感じているようなことを

思います。もちろん、そうであってはいけないのですが。

その点用務員さんや、調理員さんたちには、子ども

たちはこちらがはっとする笑顔を見せてくれるときがあ

る。民間委託ではなく、調理員さん、栄養士さんが常

に学校の現場にいてくださるというのは子どもたちにと

っても大切なことだと思います。

司会：そのあたりを文書化、理論化できるとよいです

ね。

【各地の事例報告】

東京都葛飾区・調理員：葛飾では、住民、父兄、地

域の人たちと連携できる運動ができていません。

阪神の大震災の時に、調理員が集まって３日間炊き

出しを阪神の小学校で行いました。

また、小学校で、給食の他に、在宅サービスなどを

して、直営を堅持しようとしています。桜祭りのような

祭りに、給食をつくるなどアピールしています。試食も

やっていますが、なかなか対話をするところには調理

員が出ていません。そして、住民の支援がない限り運

動は続きません。

一方で、20年前と献立が変わってきて、なんでここ

までしなければいけないのかという調理員の考え方な

どもあります。給食時間も厳しくなっています。給食や

昼休みの時間を５分でも変えられないかという意見を出

しても、なかなか聞いてもらえず厳しくなっています。

三重県・栄養士：三重県で民間委託が今年度からさ

れる学校があります。民間委託にあたって、県教委と

何度か話し合いをしまして、新規採用の栄養職員を民

間委託校に入れないということと、民間委託の調理員

に指示ができないというところを、契約書の中で、指示

できるという項目を入れてもらいました。そして、県内

でも有数のベテランの栄養職員さんが配置されました。

備品の購入で変なものが入っていたり、指示書も何

時から、どういう順番でやるかというところまで書き、目

が離せないので、午前中はずっと現場にはりつきにな

り、午後も指示書を書いたり、たよりを書いたり、保護

者への手紙を書いたりと、土日もなくただ仕事に明け

暮れていた栄養職員の努力によってすばらしい給食が

守られています。

しかし、その方に代わる栄養職員はいないと思いま

す。定年近い方なので、今後どうなるのか心配です。

栄養職員にとって、民間委託は厳しいと言われたこ

とが、本当に実感できます。

民間委託になれば、栄養職員が問われてきます。

人ごとではなく、民間委託になろうとしたとき、どうする

ことが阻止になるのか、努力は火がつく前から取り組ま

なければならないと思います。
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三重県には、３年前からオール臨時の調理員さんで

スタートした給食センターがあります。

その報告をしてもらいます。

三重県南牟婁郡・栄養士：７名のパートさんで運営し

て代替調理員さんが５名います。１日4500円の賃金で８

時半から３時15分まで働いてもらっています。しかし、

低賃金と、パートだからと、家族が風邪をひいたり、

授業参観があると休みをとられます。安い賃金だからと

いうことで、ひどいときは、７人のうち２人だけで代わり

の人もなかなか見つからないということもあり、私や所

長が入ってがんばったこともありました。

センターができたとき、米飯だけは、委託でした。

町の第三セクターの施設を使うようにということでセンタ

ーではできませんでした。ところが、米の自由化で、

施設を引き上げてしまった。そこで、文部省に補助金

をつけてもらって、急きょセンターに炊飯施設をつける

ことになり、結局高いものについてしまいました。

センターでは給食は、すべてぜんぶご飯なんですが、

炊き込みご飯とか、チキンライスとか、朝混ぜる具をセ

ンターでつくって、９時半までに持っていって米飯はそ

れを混ぜるだけという形でした。運良く引き上げてもら

ったので、センターでできるようになりました。

司会：子どもが減っていますから、パン業者も撤退とい

うこともあるようですね。

東京都・都立学校栄養士：都立学校には、定時制学

校と盲聾養護学校があります。定時制はすべて民間委

託されてしまいました。盲聾養護学校は４校、この４校

のうち１校は寄宿舎だけの学校です。それから、97年

今年度は８校委託されました。１校は寄宿舎だけの学

校で、１校は寄宿舎と給食の両方です。

民間委託反対の運動を続けてきたのだが、運動を続

ける中で、委託になったらどういうことになるのか出し

合っていこうとしています。栄養士が一番、委託と自校

の違いが誰よりも見える立場にいるのだから、その情

報をしまいこまずに、出していこうとしています。

委託校での問題はとにかく人が変わるんです。昨年

の４月から２月までの１１カ月に、12校の委託校で、ひと

りも変わらなかった学校が１校だけです。残りの学校で

は、のべ回数で４１回人が変わっております。現場の栄

養士としての不安は、衛生面が一番心配です。

衛生面の指導を受けない人が来るので困るなどがあ

ります。栄養士が、連携すると同時に、調理員さんは、

一生懸命やる人ほど、運動に出てきにくくて、現場にい

ることの方が多い。

そのことを伝えていったり、全体が引き上がるように

お互いにがんばっている。

いい仕事をするということが、保護者、学校の他職

種の方々の理解も得られと思います。そのようなことを

大切にしたいと思います。東京都盲聾養護学校の給食

を良くする会を作りまして、障害者の権利を守る団体と

教組、組合に入っていない栄養士も含め会をつくって

います。

【まとめ～続けていくが大事です】

市村さん：私は、子どもの育ちがあぶないという危機

感を持っています。子どもたちがおかしい。自分の子

どもだけでなく、周りの子どもの遊びがおかしい。10年

前私はテレビをバザーに出してしまいました。子どもと

一緒に遊ぶ生活を模索しながら、食べものに気をつけ

たりしましたが、ひとりの努力ではどうしようもありませ

ん。

私は給食という問題を考えることが、子どもたちを救

う、親たちを救う、地域を救う大きな力になると思いま

す。プロとして調理員さん、栄養士さんが教えてくれる

ことが大きな力になります。それから、先生は給食に

ついてあまりものを言いませんが、先生にも、親に言っ

て欲しいんです。

地域で運動を作ることは、とても大変です。今、各

学校で運動を仕切り直し、親のネットワークをつくろうと

しています。そういうことから運動ははじまるし、続け

ていくことが大事なんだと思います。

【まとめ～委託させないための質を】

川野さん：現場の調理員の立場として、ここに座った

のですが、とてもたくさんの問題提起がされたと思いま

す。まず、委託をさせたくなるような材料を現場から作

らないように、私たちの質の向上を図っていきたいと思

います。

Ｏ１５７対策として、塩素を使っているという話も出まし

たが、調理員の裁量権が優先されるべきであって、決

して使いたくて使っている状況ではないのではないでは

ないでしょうか。また、現場の生の声として、食中毒を

発生させたときのつらさを知って欲しい。ここでも、調

理員としての裁量権の問題があります。

調理は教育です。調理のみにこだわることなく、食

材の調達から後始末まですべてが教育であり、生きた

教材であることを強くアピールしていきたいと思います。

そのためにも、住民との共闘が欠かせないと思いま
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す。

地域防災の話が出ました。学校の施設は、子どもた

ちのためのものだけでなく、地域の大事な財産である

ということを認識しなければならないと思います。防災

拠点としての活躍はもちろん、学校は地域の財産であ

るとして、給食調理員の関わりも大きいと思います。

安全な給食よりは、信頼される給食であって欲しい

という堺市からの問いは、まさにその通りだと思いまし

た。なにが豊かなのか問われているときに、信頼関係

の上になりたつ給食が大切です。

いずれも現場に関わってくる大事な話だと思います。

合理化阻止、安易な民間委託阻止ということで、栄

養士さんたち、お母さんたち、日教組の人たちからもた

くさん意見が出ました。調理の質を高めるためには、

現場の調理員として自覚と責任をもたなければならな

い。今日お母さん達から大きなエネルギーをいただき

ました。このエネルギーを大切にして、私たちだけで

なく、保護者とともに戦っていきたいと思います。

この集会では、委託反対となっても、総論賛成、各

論反対にならないよう、それぞれの職場で、地域でが

んばっていただきたいと思います。

関根さん：今の川野さんの話で、まとめが同じです。

調理員と栄養士の考えていることは同じだと思います。

やはり、信頼される学校給食、学校給食を食べていれ

ば安心なんだと、地域、保護者が思える給食をつくる

必要があります。私は、学校で食を考える会というＰＴ

Ａの活動をやっています。絶えず、調理員のこと、栄

養士のこと、一緒にやる運動のことを話しています。そ

ういうことを、各地に帰りましたら、学校で、調理場で

やりましょう。

そして、栄養士の皆さん地域で栄養職員部会をつく

りましょう。学校給食で、これだけ変わる、学校給食で

これだけできるという実践を私たちがやっています。ぜ

ひ聞きに来てください。

【学校給食は教育です】

小松さん：学校給食は教育そのものだとずっと考えて

います。

委託校で学校長が、あの白い服を来た人だれという

状況が生まれます。白い割烹着来ているから、給食の

お兄さんじゃないのという事態が生まれてきます。仮に、

私がどこか知らない学校にいって校庭をうろうろしてい

るとすぐに教頭先生がやって来て、君は誰だ、何しに

来たのだという話になります。それは、子どもたちの安

全を守るためには当然のことです。

ところが、民間委託になると、学校長の管轄下にな

い人が学校にいるという事態ができます。

今日の味はちょっと濃いんじゃないと思ったら、委託

前であれば、今日は味が濃かったよと直接言えました。

委託されたところではそれが言えません。

調理員さんたちも一所懸命つくっているのだから、が

んばって食べようねという言葉は、教師のところで止ま

ってしまいます。学校の中に、調理をするだけというた

こつぼに入った人たちが生まれてきます。

学校とは、子どもたちが、１日の３分の１の時間を生

活している場です。その場の中に、たこつぼに入り、

意志疎通のできない職員が入り込んできます。そのこ

とが、ただでさえ息苦しい今の学校を、子どもたちにと

ってどれほど息苦しい施設にしてしまうか考えると、委

託の問題がかなり見えて来るんではないでしょうか。

個性を伸ばす教育とよく言われます。しかし、本当

に先生方だけで個性を見つけだすことができるでしょう

か。給食当番で、給食室に取りに来たときに、あるい

は、用務員室で、用務員さんになんだかんだなついて

さわいでいるときに、頭が痛いと養護の先生とわいわ

い言っているときに、一人一人の子どもの個性が見え

てくるのではないでしょうか。

学校の中にいるすべての職員が対等の立場で子ども

を評価し、その子どものすばらしいところを伸ばしてい

く、そういう教育環境でなければならないと思います。

調理が教育かどうかというだけの問題ではない、学校

という子どもたちの育ちの場、教育の場、生活の場、

それを形づくる職員みんな教育労働者だと思います。

簡単な提案があります。毎日、職員朝礼に栄養士さ

ん、調理員さんも出られると思います。

今日の献立の目当てはこれです。今日はひじきを出

すから、子どもたちはあまり食べないと思うけど、ひじ

きの栄養について、食物繊維がいっぱいあるんだと一

言付け加えて下さいという風にお願いしていく。それを

毎朝毎朝実践していき、先生が教室でそのことを一言

ずつ言っていく。それでも十分に食教育になります。

委託は入り込まないような、給食の環境を、子ども

の未来に向けてつないでいくそういう給食をひとつでも

多くの町で、学校でつないでいこうと思います。

この他、遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーンより、遺伝子

組み換え食材を学校給食の食材として使わないよう求めるアピー

ルと報告がありました。

編注：シンポジウムの全発言を再現しましたが、一部、発言を入

れかえるなどの編集を加えております。ご了承ください。
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