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今月のトピックス

経費節減にはならないのになぜ？

龍ヶ崎市の新設給食センター民間委託問題を考える

学校給食ニュース 発行：学校給食全国集会実行委員会
http://www.jca.apc.org/kyusyoku/
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龍ヶ崎市学校給食の現状

茨城県龍ヶ崎市は、人口約７万人、小学校12校、中

学校５校があります。学校給食は、小学校１校を除く16

校の約8800食を市中心部にある給食センターで実施し

ています。

現在の給食センターは、1985年に操業し、現在、27

人の正規調理員と16人の臨時職員で調理をしています。

龍ヶ崎市は、首都圏のベッドタウンとして人口が増加

しており、学校の新築などがあり、現状のセンターで

は対応しきれないとして、近隣に第２給食センターを建

設していました。このセンターは、1999年４月より稼働

し、中学校分の3500食をつくることになっており、現在

の給食センターの調理員合計43名を振り分ける形で調

理を行う予定でした。

ところが、98年11月、市職員労働組合との恒例交渉

の中で市は、第２センターについては、調理業務を民

間委託すると発表しました。６月から検討をはじめ、10

月はじめに方向を決定したとのことです。

それにより、現在の臨時調理員16名は、３月末をも

って解雇する方針となりました。

４カ月間の実施延期

これに対し、自治労龍ヶ崎市職員労働組合は、１月

末から直営の必要性を訴える請願署名をはじめ、２万

を超す市民分を含む３万の署名が集まり、市教育委員

会に提出されました。しかし、２月24日の定例教育委

員会で、20分程度の審議の後、不採択となりました。

傍聴した学校給食を考える市民の会メンバーは、「子

ども達の教育環境を考えての議論や意見はほとんどな

かった」と語っています。

市議会分へは、市民29,114名にのぼる署名が集ま

り、議会へ提出されました。

２月28日には、学校給食を考える龍ヶ崎市民の会や

幼稚園長などと共同で集会を開催しています。そして、

翌３月１日に市議会が開会、民間委託予算を含む99年

予算案が可決されました。

請願については、９日に開かれた文教福祉委員会で

の審議となりましたが、他の案件のために審議されず、

かわりに民間委託実施を４カ月以上延期することになり

ました。結局、請願は不採択となり、４カ月以上の実

施延期のみが17日の市議会で決議されました。

その結果、４月からの給食を誰が調理するのかとい

う新たな問題が生じ、市は、３月末の解雇を通告して

いた16人の臨時職員に協力を求める結果になりました。

疑問の多い民間委託決定

龍ヶ崎市が決定した第２センターの民間委託化には

いくつかの問題があります。

まず、決定過程に大きな問題があります。98年６月

から市当局で検討し、10月に方針を出したとしています

が、教育委員会や学校給食センター運営委員会もこの

方針を知らず、決定手続きが明らかではありません。

行政改革の一端という、調理の民間委託で必ず持ち

出される理由についても、当の行政改革懇談会で方針

の報告や議論はされていません。「市長の方針」とい

うだけで決められているようにも見えます。

次に、経費節減についてですが、この方針が示され

た98年12月市議会では、教育長が「５年後、10年後の

経費節減のため」と説明し、また、99年３月市議会で

は、「２、３年後の経費節減」としています。
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実際に、臨時職員解雇による予算削減は、年2,000

万円であり、委託費として計上されているのは、5,225

万円。これだけで、３千万円強の負担増となります。

民間委託は、年々委託経費が高くなったり、追加設

備コストが高くなり、長期的にみて経費節減にならない

ことは、すでにいくつもの地域で明らかになっています。

それなのに、なお、委託当初から３千万のコスト増を

見込んでいることに大きな疑問を感じざるを得ません。

経費節減についての根拠がないことは、市当局自身

も把握しており、民間委託する理由がどこにも見あたら

ないのです。

もちろん委託業者は決まっていませんが、もし、議

会で民間委託が決まった場合、市当局はどうするつも

りだったのでしょうか。すぐに決まるような状態になって

いたのでしょうか？

市民の声はどこへ

３月26日付読売新聞によれば、４カ月間の再契約を

行ったある臨時職員は「市の仕打ちはひどいが、子ど

もたちのことを考えると慣れた私たちが給食をつくるし

かない」と語っています。一方、市長は、４カ月後に

は民間委託を予定通り行う方針です。

市職員労働組合では、「センターから単独調理への

移行や、カフェテリア方式の導入など、学校給食をよく

していく取り組みに対して、今回の民間委託は逆行して

います。当面は、直営維持を訴えていきたい」と引き

続き運動を展開します。

４カ月以上の延期とは、１学期中は民間委託しないと

いうことです。この期間には、市議選があり、議会もあ

ります。

龍ヶ崎市の市民は、今、子ども達と地域にとってど

のような学校給食が望ましいか、考え、行動する時を

迎えています。

最近のできごと

９9年２月末～３月の新聞などから

【民間委託】

●広島県呉市、調理民間委託方針
中国新聞99年２月13日付では、呉市教育委員会が、

市議会教育経済委員会調査会で2000年４月から小学校

給食の調理を民間委託する方針を示したと報じている。

自校方式で初年度１校を予定。食材は市学校給食協会

が発注するとしている。現在小学校は37校あり、調理

員は臨時１名、嘱託２名を加えて88名。退職者不補充に

より転換する方針。

【食器・環境ホルモン】
●給食用磁器食器開発、愛知県瀬戸市

中日新聞99年３月11日付によると、愛知県陶磁器工

業協同組合が、学校給食用に軽量で丈夫な磁器を開

発。瀬戸市では、市立保育園、小中学校が98年度中

に地場産の磁器食器に切り替わった。隣接の春日井市

でもポリカーボネート製から強化磁器に切り替えるが、

洗浄機をそのまま使用するため、試作を重ねて深皿と

椀を開発した。

●食器切り替え、福島県動向
福島民友99年２月14日付では、県内のポリカーボネ

ート食器をはじめとする食器使用、切り替え動向をまと

めている。

福島市では、99年度の早い時期から市内70校ある小

中学校全校一斉にポリカーボネート製およびポリプロ

ピレン製食器を強化磁器に切り替える。また、導入に

伴い洗浄機などの改修も行う。現在、ポリカーボネー

ト製が66.7％、ポリプロピレン製が33.3％あり、更新予

算総額が１億９千万円ほどとなっている。

郡山市では、99年度の１学期から２学期にかけて、全

小中学校の食器を切り替える。導入にあたっては、学

校現場の意見を尊重して行われ、今回は、小学校３校
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が強化磁器、他が改良型ポリプロピレン製となった。

なお、次回更新時に向けては７校が施設改善の上強化

磁器を導入する方針、17校はより安全な素材に替えて

いく方針という。

いわき市では、２学期より汁碗は強化磁器、皿と盆

はポリプロピレン製に切り替えることが決まった。学校

給食用食器検討委員会の結論だが、強化磁器の３点

セットが望ましいとしながらも、市内の９割、40000万食

以上を給食センターで作っていることから予算や設備面

から強化磁器とポリプロピレンの併用となった。

若松市では、給食実施の22小中学校中２校が強化磁

器、他はアルマイト製となっている。新設小学校では、

強化磁器を取り入れるが、アルマイト使用校は予算面

などから改善には時間がかかる見通し。

双葉町では、２小学校、１中学校を98年末に一括して

強化磁器に更新、また、食器洗浄機も新しく設置した。

喜多方市では、１小学校に地元産漆器椀と箸を導入、

将来は全小学校に導入する方針。漆器は塗り直しがで

きるため、高価格でも導入できるとしている。

●食器切り替え、福井県動向
中日新聞99年３月１日付では、福井県内にあるふたつ

の市の対応をまとめている。

勝山市では、９小学校でＰＣ製のはしを強化ナイロン

樹脂のアミハード製に切り替えた。皿などは、ポリプロ

ピレン製やメラミン製であり、変更しない。

大野市では、14小中学校でポリカーボネート製食器

を使用、独自調査を行った結果、継続しようとなった。

なお、切り替え期にあわせての更新も検討しており、

小学校２校でポリプロピレン製と強化磁器製の食器を導

入した。

●食器切り替え、宮城県石巻市

河北新報99年２月18日付では、石巻市の給食食器対

応を報じている。市内全小中学校で使用しているポリ

カーボネート製食器からステンレスなどへの切り替えを

99年度に行う。「疑わしいものは使うべきでない」との

理由から。

【食材…地場産・遺伝子組み換えなど】

●非遺伝子組み換え食材導入の動き

東京新聞99年３月16日付では、遺伝子組み換え食品

に対する学校給食の対応について特集。神奈川県藤沢

市が遺伝子組み換えをしていない食品や農産物に切り

替えた例を報じ、他に神奈川県大和市、埼玉県川越市、

山梨県甲府市、東京都町田市、練馬区、北海道石狩

市などが取り組んでいると紹介している。このうち大和

市の例では、醤油や油などの原料費が高くなり、給食

費に換算するとひとりあたり月13円ほどのコスト増にな

っていることを紹介している。

●ご飯の持参を求める、岩手県西根町
日本農業新聞99年３月16日付によると、岩手県西根

町教委は、９小中学校で行っている週４回の米飯給食

について、新年度から児童・生徒に持参させることを

決めた。４月から稼働する給食センターに炊飯釜がな

いことと設備費用がかかること、さらに、国の値引き販

売がなくなることを理由にしている。保護者らが人口の

１割近い約1700人の署名を集め、米飯提供継続を求め

る陳情を提出したが、町教委で不採択になっている。

●北海道、道産米から町産米へ

日本農業新聞99年３月16日付では、北海道の小中学

校給食に町村産米を使用する動きが広がっていること

を報じている。新年度では、10町村を超す見通し。そ

のうち、桧山管内今金町では、給食センターで町内産

きらら398に切り替える。上川管内美瑛町では、自校炊

飯で町内産きらら398Ｂに切り替える予定で、町が補助

を予定する。

●宮城県、県産米を学校給食に

河北新報99年３月17日付では、宮城県の県産米を学

校給食に使用している動向を報じている。県、県教委、

ＪＡなどで普及委員会をつくっているが、98年12月より

自主流通米として県産ササニシキを扱い、政府米との

差額分を県と市町村、ＪＡが負担している。現在54市町

村が利用しており、99年度からはさらに４市町が加わる。

●茨城県独自品種米を給食に
日経産業新聞99年２月24日付では、茨城県と県経済

連などが、県の独自開発品種米「ゆめひたち」の本

格的な生産がはじまることを伝え、その中で、98年米

の販売量約1800トン中半分が県内の小中学校学校給食

用に供給されることを報じている。
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●兵庫県、県産米の助成金開始

神戸新聞99年３月８日付では、社説に「兵庫産のお

いしい米が給食に」と題し、学校給食が食習慣に大き

な影響を与えることや郷土意識などの教育効果がある

ことを訴え、兵庫県が今年度（99年度）よりはじめる

地場産米使用の助成金制度を評価している。助成金の

内容は、県産の自主流通米を使用する場合、政府米

との価格差を、県が４分の１、市町が４分の１、生産者

団体が２分の１負担するというもの。

●群馬県、県産米の差額補填
上毛新聞99年２月24日付によると、群馬県教委が、9

9年度から県産米の使用を決めた。あわせて、県産の

自主流通米が政府米より高くなった際、県教委が差額

を補填する補助事業をはじめる。米の購入窓口である

県学校給食会に対し、最高２千万円を限度に行う。

●新潟県黒川村、無償備蓄米で米粉めん
日本農業新聞99年３月７日付によると、黒川村では、

政府備蓄米の無償交付を受けて、米粉めんをつくり小

中学校の給食に出した。「学校給食等用政府備蓄米交

付要領」では、給食本体、試食、料理講習での交付

を認めており、今回は、米粉加工品にもその枠を広げ

たもの。

●牛乳補助金削減案
毎日新聞99年３月４日付他各紙によると、自由民主

党の農林部会合同会議は「新たな酪農・乳業対策大

綱」をまとめ、この中に学校給食牛乳補助金を2000年

に見直すことを盛り込んだ。

【衛生管理・食中毒・異物混入】

●異物混入事件まとめ３月20日現在
読売新聞99年３月20日では、文部省のまとめとして、

針や画びょうなどの混入について報じている。２月18日

に岩手県内の小学校で起きて以来、全国20都府県で10

4件が発生、小学校95校、中学校９校。鹿児島27件、

青森12件、愛媛９件、岩手８件、兵庫７件となっている。

うち１件のみ、児童が混入を認めたが、他は原因が特

定されていない。

●針混入、愛媛県

愛媛新聞99年３月11日付では、学校給食やスーパー

などで、ぬい針の混入事件があいついで起こっている

ことを報じている。松山市では、小中学校48校に１日２

万個のパンを納入している業者が、金属探知器を購入

し３月８日より検査をはじめたが、初日に１中学校で混

入事件が発生している。その後、松山市内の小中学

校では一時的にパンをやめ、米飯に切り替わっている。

市教委では、他のふたつある給食用パン納入業者にも

金属探知器の導入を要請。しかし、業者側は、製造、

納入過程での混入は考えられないとして困惑している。

●針混入、岩手県
読売新聞99年２月26日付では、県内の給食用パンな

どに針が混入されたことを報じている。24日、二戸市

の小学校でパンにまち針が混入。25日、大迫町の小学

校でパンにぬい針が混入。25日、岩手町の小学校で

パンケーキにぬい針が混入。岩手県では、２月末より

同種の事件が発生、すでに14本の針が見つかっている。

●針混入、栃木県

読売新聞99年２月26日付によると、足利市の小学校

で、パンの中にぬい針が混入していた。

●針混入、神奈川県
産経新聞99年３月５日付によると、４日、相模原市の

小学校でパンの中にぬい針が混入していた。同市では、

１日にもぬい針の混入があった。４日、熊谷市の小学校

でパンに木綿針が混入していた。４日、伯方町の小学

校で、パンにぬい針が混入していた。

●堺市、第三者機関による給食チェック
朝日新聞99年２月17日付によると、大阪府堺市教委

が99年度より「堺市学校給食・衛生管理委員会」を設

置し、第三者機関として主に学校給食の衛生管理につ

いて立ち入り調査などを行い、市教委に報告する体制

をとることを決めた。

●堺市、給食ミスで101人を処分
朝日新聞99年２月20日付によると、堺市教委は、うど

んにラーメン麺が混入するなどの給食関連ミスが多発

していることを受け、教育長をふくむ101人に厳重注意

などを行った。市教委幹部、小学校長、教頭、栄養職

員、調理員、市学校給食協会職員を対象としている。
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【その他、環境ほか】

●給食費未納、北海道札幌市
北海道新聞３月12日付によると、札幌市内の小中学

校給食費の未納額が、98年度9300万円を超える見通し

となった。現在、小学校1.56％、中学校2.55％の未納率。

札幌市では、食材費は各校が独自でまかなうことにな

っている。市教委は督促を各校に要請しているが、学

校側は対応に苦慮しているという。

●給食廃油からカラー印刷インク

日経産業新聞99年３月24日付では、凸版印刷が植物

性廃油を使いカラー印刷用インクとして再生する技術を

開発したと報じている。学校給食や外食産業などの廃

油を対象としている。

インフォメーション

ホームページのご案内

４月１日より、『学校給食ニュースホームページ』を

開設いたしました。

このホームページは、学校給食を、よりよいものへ、

より子ども達に配慮したものにしていくための情報を集

め、情報交換することを目的に設置しました。民間委

託問題、環境ホルモン（内分泌かく乱物質）と給食食

器の問題、衛生管理など、学校給食にまつわる様々な

問題を整理し、広く情報交換することで、各地の運動

や取り組みへのお役に立てるようにしてまいります。

現在は、昨年度１年間発行した『学校給食ニュース』

をテーマ別に整理し、関心ある項目ごとに見ていただ

けるようにしたところです。今後、定期発行している『学

校給食ニュース』とあわせて各地の事例をご紹介して

いきたいと考えています。

引き続き、皆様からの情報発信やご質問、問題提起

をお願いします。

ホームページの利用法

インターネットに接続できる環境が必要です。パソコ

ン、一部のゲーム機、インターネットテレビなどが使え

ます。また、学校に設置されているパソコンで見ること

もできます。

アドレスは、

http://www.jca.apc.org/kyusyoku/

です。

お問い合わせのメールアドレスは、maki@jca.apc.org

です。

なお、各事務局団体にお問い合わせいただいても構

いません。ぜひ一度ご覧ください。

情報をお寄せください

具体的に次のような情報を求めております。

【民間委託】

・調理の民間委託について、各地の事例や動向

・委託調理の実態や問題点、または、優れた点

・長期的な民間委託での経費の増減実例や実態

・センターでの民間委託化の動向

【食器改善】

・食器の改善例やその際の洗浄機などの工夫、あるい

は、食器種類による耐久性や特徴などの情報

【給食設備】

・自校式からセンター方式への移行などの動向

・設備改善の具体例や調理場の老朽化にともなう問題

の実例など

・調理場の改築などにともなう工夫の実例

・ランチルームなどの使用状況
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【食材】

・地域にある食材を使用し、地場型の学校給食に取り

組んでいる実例

・遺伝子組み換え食品などの食材使用を取りやめた例

や、その際にとった方法

・食材購入に関する問題提起や取り組み例

【衛生管理】

・調理上の衛生管理についての問題提起や、具体的

な改善例

・合成洗剤から石けんに切り替えた例や、その際の具

体的な問題点、改善例

【食教育】

・学校給食を教材にした取り組みの具体的な内容

・学校行事や地域行事と学校給食を組み合わせた取り

組み例

・給食だよりなどの工夫例

【その他】

・給食費の実態や問題点

・残菜率や、その改善動向などの実例

・給食や食に対する児童生徒・教職員・保護者など

の意識調査例

・各種地域や学校単位での調査、統計

・アレルギー、アトピーなどへの対応実例

・環境対策の実例（堆肥化など）

・給食時間の実態や問題点

なお、公立小中学校のみではなく、私立小中学校、

養護学校、高等学校、保育所、幼稚園など、子ども

の食に対しての取り組みであれば、対象を限りません。

皆様からの情報をお待ちします。

「学校給食ニュース」1999。４。５

発行：学校給食全国集会実行委員会
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お問い合せは…全国学校給食を考える会
電話：03-3402-8841 ＦＡＸ：03-3402-5590

学校給食全国集会実行委員会は次の団体で構成し
ております

●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）

●日本消費者連盟
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●全国学校給食を考える会
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