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「今後の学校給食のあり方」について（まとめ） 

1．はじめに 

 佐賀市教育委員会では、子どもの食生活の実態、行財政改革の問題等から今後の

学校給食のあり方について調査、検討を重ね、このたび基本的な方向性を取りまと

めましたので報告します。 

 なお、教育委員会では調査、検討の状況をできるだけ情報公開していく観点から、

定例教育委員会だけでなく臨時教育委員会及び教育委員会研究会についても、報

http://test.new.city.saga.lg.jp/up_download_file/858_20060209111411.pdf
http://test.new.city.saga.lg.jp/up_download_file/858_20060209111506.pdf


道関係者だけでなく、一般の方々にも傍聴を許可するとともに、会議概要についても

佐賀市のホームページに掲載し公開してきました。 

 

 

2．調査、検討の内容及び視点 

 当教育委員会では、今後の学校給食のあり方について、学校給食が果たす教育的

な役割と学校給食業務の効率的運営の両面からおおむね下記の 4 点について検討

を重ねてきました。 

（1）食に関する教育の充実 

（2）地場産品の導入 

（3）効率的な運営体制 

（4）子どもの食環境の整備 

 

 

3．調査、検討の経過 

 当教育委員会では、今後の学校給食のあり方について、平成 12 年 4 月から 6 回の

定例及び臨時の教育委員会等において調査、検討を行い、5 月末には「引き続き、調

理方式は自校方式が望ましいこと。」、「運営方法の"直営方式か委託方式か"につい

ては、引き続き議論を重ね、慎重に検討していくこと。」等を柱とした中間報告を取り

まとめました。 

 さらに、その中間報告に基づき、平成 12 年 10 月からは定例及び臨時の教育委員

会とともに 8 回の教育委員会研究会を開催し、有識者の講話や学校給食関係者（学

校長、学校栄養職員、給食調理員）、保護者（PTA 会長、同母親委員長）等からの意

見聴取を行うとともに、現在調理業務の一部を民間委託している武雄市（5 月）、福岡

県大野城市及び春日市（11 月）、岡山県岡山市（2 月）の状況等も視察、意見交換等

を行い、詳細に調査、検討を重ねてきました。 また、各学校の単位 PTA の意見を聴

取するためには、各学校での学校給食説明会への教育委員会職員の出席、単位ＰＴ

Ａへの説明や意見聴取をするための研究会の開催等を行いながら検討を重ねてきま

した。 

 

 

4．学校給食の現状と課題 

（1）食に関する教育の充実 

 学校給食は、本来バランスの取れた栄養豊かな食事を心身の成長・発達期にある

児童生徒に提供することにあります。 

 しかしながら、今日のように食生活に不自由しない時代においては、健康の増進、



体位の向上を図るという食事本来の意義だけでなく、自らが主体的に望ましい食生活

を営んでいく力を身につけることや、食事を通じて好ましい人間関係を育て、豊かな

心を育むという教育的意義も有しています。この「今後の学校給食のあり方」について

の調査、検討の中においても、「飽食の時代といわれる今日、本当に学校給食が必

要なのか。」という意見もあり、学校給食を存続すべきかについて多くの時間を費やし

て議論をいたしました。次代を担う児童生徒が生涯を通した健康づくりや食文化につ

いての基礎知識を身につけるとともに、集団生活のマナーやルール、流通の仕組み

等を学びながら習得していくという教育的意義は依然として多大なものがあるという

結論に至りました。 

 また、社会の急激な変化の中で子どもの食生活の現状をみると、a.偏った栄養摂取、

b.不規則な食事時間、c.食事の場におけるコミュニケーションの不足等が指摘されて

います。そうした問題点を解消していくためには、今後の社会を担うべき子どもたちが

将来の食生活のあり方を身につける上で極めて重要な時期に、各学校において、体

の健康、心の健康、社会性の涵養（かんよう）、自己管理能力の養成等を内容とする

食に関する教育の充実を図る必要が出てきております。 

 当教育委員会において、平成 12 年 5 月、各小学校 6 年生 1 クラスを対象に実施し

たアンケート調査でも、野菜の摂取不足の子どもが 9 割、7 割の子どもの朝食に黄色

信号等の分析結果もあり、子どもの偏った食生活の実態が浮かび上がっており、各

学校においては、給食時間の指導はもとより学校行事、学級活動、各教科等の学習

の中で食に関する教育の充実を図る必要があります。 

 しかしながら、この食に関する教育の充実については、学校だけの問題として考え

るのではなく、特に家庭が役割を果たすべきであり、さらに学校、家庭、地域の協力と

連携を図りながら進めることが必要であるといえます。 

 

 

（2）地場産品の導入 

 学校給食に使用する食材に地場産品の導入を図ることは大きな課題となっていま

す。今回の調査、検討の中では、「米飯給食に佐賀市産米を積極的に使用できない

か。」、「学校給食用パンに国産小麦粉が使用できないか。」の 2 点について調査、検

討を重ねてきたところでありますが、佐賀市の児童生徒に佐賀市の農家の皆さんが

努力して作られたものを提供することにより、「より安全で、より新鮮な食材が食べら

れる。」、「佐賀市の農業振興につながる。」、「子どもたちが食材を通して佐賀市の農

業や生産者のことを理解し、そのことが食農教育の推進にもつながる。」等のメリット

があるとの意見がありました。 

 今後も、生産や流通システムを理解し、日本古来の食文化を学ぶ観点からの地場

産品の導入を図っていく必要がありますが、「いつ、どれくらいの量を供給できるか。」、



「調理上の問題点が少なくてすむための規格がそろうのか。」、「価格の面はどうなる

のか。」等の意見もあり、それらの問題点について市産業部、農業団体、生産団体等

と協議しながら、理解と協力を得ていく必要があります。 

 

 

（3）効率的な運営体制 

 佐賀市における学校給食は昭和 21 年に始まり、昭和 28 年には一部の小学校で完

全給食を実施し今日に至っています。現在、すべての小学校（19 校）と 1 つの中学校

（他の 8 中学校はミルク給食を実施）において、自校直営方式による完全給食を実施

しています。 

 その実施に当たっては、学校栄養職員（19 小学校中 11 校に配置）や給食主任を中

心に安全衛生面に配慮するとともに、給食調理員についても文部科学省の配置基準

基づいた配置に加え、搬送や変わりご飯等のためのパートタイム職員も配置しており

ます。 

 佐賀市においては、地域の実状等に応じた適切な方法による運営の合理化の推進

を示した学校給食業務の運営の合理化について（昭和 60 年 1 月 21 日付け文体給第

57 号体育局長通知，別添資料 3）等もあり改善を図ってきましたが、給食開始当時の

社会的背景は大きく変化しており、今日の社会・経済情勢や学校給食運営経費に対

する社会的評価等を考えれば、佐賀市の学校給食運営についても、給食の教育的

意義の面とともに、効率的な運営の面から総合的に検討していく必要性があると考え

ます。 

 先般作成された佐賀市総合計画においては、今後取り組むべき重点分野として福

祉、環境、教育が三本柱として位置付けられており、その施策を実現していくため新し

い行政需要にも対応していかなければなりません。 

 さらには、学校給食運営に要する経費は年々増加しており、厳しい財政状況が続く

現状においては、これからますます複雑多様化する教育行政の推進にも深刻な影響

を及ぼすことになります。 

 

 

（4）子どもの食環境の整備 

 学校給食をより充実させていくためには、食環境の整備は当然ながら推進して行く

必要があります。今回の調査、検討の中では、「現在米飯給食として佐賀市が採用し

ている一食弁当方式（注 1）を飯缶方式（注 2）に移行し、米飯用の食器として磁器食

器の導入が図られないか。」について調査、検討を重ねてきたところでありますが、現

時点では、米飯用磁器食器の導入に伴い食器の収納、給食室の広さ、対応する仕事

量等の改善が必要となります。 



 また、市内小学校 19 校中に 11 名が県費職員として配置されている学校栄養職員

の充実についても今後検討していく必要があります。 

（注 1）：一人分をふたつきの容器（ポリプロピレン製）に入れて配送する方式 

（注 2）：ふたつき食缶（アルミ製）で、1 クラス分をまとめて入れて配送する方式 

 

 

5．今後の学校給食のあり方（調査、検討結果のまとめ） 

（1）食に関する教育の充実 

 「子どもの食を学校や給食にまかせっきりではないのか。学校だけでなく、家庭や地

域が担うことが大きい。」、「食事に対する考え方、受け取り方が、給食が始まった時

代と現在は大きく変わってきている。5 月のアンケートをみる限り、家庭での食教育は

なされていないと言っても過言ではない。食教育はこれからのメインに据えなければ

ならない。」、「食べることを通して生きることを感じ取らせたい。一人では生きていな

いことや、日本だけでなく世界の中で生きているということを学校給食で学ば 

せることも重要」等の意見がありました。 

 食に関する教育の充実という観点からみると、児童生徒の食生活に対する家庭機

能の現状を把握した上で、学校給食に対する保護者の役割、責任についても原点に

立ち返った議論が必要であります。そうすることによって、学校給食に係わる教育委

員会、教職員、保護者、児童生徒、PTA、地域等が、それぞれ担うべき役割を明確に

し、連携を図る必要があります。 

 また、食に関する教育の充実については、この今後の学校給食のあり方について

の調査、検討の一環として始めた子どもの食生活アンケート調査を継続的に実施し、

その分析結果に基づいて各学校における年間指導計画等の改善を図り、食に関する

教育が効果的に実施されるよう指導します。 

 

 

（2）地場産品の導入 

 地場産品の導入については、経費負担増を伴う一面もありますが、可能なものにつ

いては来年度から実施又は試行し、よりよい学校給食となることを目指します。地場

産品の導入は、基本的には産業振興策につながると考えられますので、市産業部と

の緊密な連携が不可欠であり、当教育委員会としては、地場産品の奨励及び安定供

給体制の確立について万全の体制を取っていただくよう市産業部にお願いするもの

であります。 

 学校給食用パンへの国産小麦粉の使用については、国産小麦の安定供給、製造

技術からくるパンの品質や安全性については確認できましたが、委託業者について

は 1 業者に限定するよりも複数が望ましいと考えます。 



 しかしながら、子どもたちにより安全なパンを提供することは、「可能な限り、疑わし

きは使用しない。」という教育委員会のこれまでの考え方に基づき、国産小麦への切

り替えに取り組みます。また、市の農業振興策として佐賀市産麦の作付が増加するこ

とにより、条件等が整った近い将来には佐賀市産麦を使用するという展望に立ち、早

い時期に消費の場を確立することは意義深いことであります。 

 学校給食用パンへの国産小麦粉の使用は、平成 13 年 4 月からの導入を前提に進

め、前に述べた不安点等については、導入と併行して継続的に研究を行い、よりよい

方向を目指します。 

 

 

（3）効率的な運営体制 

 「調理部門の一部民間委託を行っている市町村の視察を行って、安全面、衛生面、

温かさなどは損なわれていないことを実感した。保護者に不安があることも察せられ

るので、試行ということでやっていくのがよい。」、「民間委託を試行していき、もし問題

点があれば再検討すればよい。」、「いままでと同じ給食が提供できるのであれば経

費は安い方がよい。」等の意見がありました。 

 地場産品の導入や給食室の環境整備等による学校給食の向上を図っていくために

は、安全管理、衛生管理水準を確保することを前提にして、経費削減にも取り組まざ

るを得ない状況にあります。よりよい教育行政を推進していく上においては、民間の

活力を導入し、財源を確保することが必要です。今までの視察、調査結果を踏まえ、

可能な業務については一部民間委託も視野に入れなければならないという結論に達

しました。 

 一部民間委託については、学校を選定し試行していくという方法をとり、それを評価、

検討し、元に戻ることも視野に入れて実施します。一部民間委託の実施に当たっては、

調理員の退職等による欠員については補充しないこととし、段階的に実施していきま

す。 

 なお、今回の検討の中で、各学校の PTA の意見を聴取しましたが、一部民間委託

とはどういうものかを正確に伝えていくとともに、その実施に当たっては、保護者が抱

いている疑問や不安を確実に解消していくことが必要であると考えます。 

 

 

（4）子どもの食環境の整備 

 学校給食の充実のために、一食弁当方式から飯缶方式への移行や学校栄養職員

の充実については早急に検討を重ね、改善を図ります。特に、これからの食に関する

教育の充実のために、学校栄養職員の各校 1 名配置の実現に向けて努力します。 

 また、運営体制の効率化によって得られた節減経費については、教育環境の整備



に使われるよう財政当局へも要望します。 

 なお、給食実施回数については現在の年間 180 回を基本とし、学校の特色や運営

上、回数増加の必要が出てきた場合には、学校の独自性を尊重し、弾力的に取り組

まれますよう学校に依頼します。 

 

 

6．おわりに 

 これまでの調査、検討の状況は以上のとおりでありますが、その概要はフローチャ

ートとして巻末に添付しております。今後は、見直しや改善に向けての具体的な取組

み等について、さらに調査、検討を深めていくとともに、このまとめに基づいて来年度

から実施、試行するものについての評価、検討も行う必要があります。 

 市当局におかれても、この調査、検討結果が円滑に実現されるよう格段の御高配を

お願いします。 

 

 

平成 13 年 2 月 27 日 

佐賀市教育委員会 

 教育委員長 吉武 和代 

 教育委員 北島 恭一 

 教育委員 肥高 千恵子 

 教育委員 古賀 靖之 

 教育長   迎 巖 


