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午前１０時３０分 開会

○永田生産振興推進室長 定刻になりましたので、ただいまから第４回地産地消推進検討会を

開催させていただきます。

委員の皆様におかれましては、大変ご多忙の中ご出席いただきまして、誠にありがとうござ

います。

第４回検討会の開催に当たりまして、吉田大臣官房審議官からご挨拶申し上げます。

○吉田審議官 皆さん、おはようございます。朝早くから第４回地産地消推進検討会にご参加

いただきまして、誠にありがとうございます。会議の開催に当たりまして、生産局担当の審議

官として、一言ご挨拶を申し上げます。

実は私どもは、昨日、経営所得安定対策等大綱というものを決定いたしました。これは２年

越しの宿題でございまして、平成19年から我が国の生産の施策の対象を担い手にシフトしてい

くということを申し上げていたのですけれども、それの具体的な中身を、与党との調整等も終

えまして、昨日、大綱という形で決定いたしました。これによりまして19年からそのような生

産の方に誘導していくことが本決まりとなったわけでございます。また、併せましてその大綱

の中で資源とか環境の保全とかといった対策も発表しております。需要に合った生産と、それ

から労働生産の場でありますほ場や水路といったものの多面的な機能の発揮、そして環境保全

型農業の推進、こういったものを一体として進めていくという内容でございます。方向なり具

体的な内容は決めたわけでございますけれども、実際にこれを19年から施行するには、これか

ら１年半の準備期間がございますが、その間にどれだけ現場にこの趣旨を徹底し、担い手を育

成していくかということが何よりも重要だろうと思っておりまして、この秋から早速、この夏

までもいろいろやってきたのですけれども、具体化されたことを踏まえまして、現場でのそう

いう意見の集約といいますか、担い手の育成に向けての具体的な動きをさらに加速していきた

いと思っております。そういった現場での話し合いの中で、当然地域の農業生産をどうしてい

くのか、だれが担っていくのかということと併せて、どのような生産をしていくのかという議

論もなされていくわけです。そのような中で、この地産地消という問題も一つの大きな課題と

して話し合いがされていくのではないかと思っております。

この地産地消につきましては、前回の検討会で地産地消の現状や課題、今後の推進方策に関

してのご議論を中間取りまとめという形でまとめていただきました。これにつきましては、８

月10日に「地産地消の今後の推進方向」として公表しまして、その内容を各種関連施策に反映
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しようというところでございます。そのときに、併せまして学校給食が地産地消を推進する上

で重要な分野の一つであること、また食育基本法が施行されたということなどから、学校給食

における地産地消の推進について、改めて議題として取り上げてはどうかというご提案がござ

いました。このため本日は、学校給食における地産地消の推進について、現場でご活躍されて

おられます江戸川区立鹿本小学校の栄養士の大留光子様、それから学校給食を所管する文部科

学省健康教育企画室長の宮内健二様、お二人からそれぞれご報告をいただきまして、そのご報

告を踏まえて、学校給食における地産地消の推進方策についてご議論を深めていただきたいと

考えております。それから、事務局の方から併せまして、５月30日に決定しました地産地消推

進行動計画の実施状況、それから18年度地産地消関連予算の要求状況についても報告いたしま

すので、ご意見を賜れればと思っております。

限られた時間ではございますが、忌憚のないご意見をいただけることをお願い申し上げまし

て、冒頭のご挨拶といたします。どうかよろしくお願いいたします。

○永田生産振興推進室長 それでは、本検討会の委員の交代がございましたので、事務局の方

からご紹介させていただきます。

まず、佐藤委員がご退任されまして、新たに林日出夫委員にご参加いただいております。林

委員でございます。

○林委員 全国農協中央会地域振興部長の林でございます。内部の異動によりまして８月から

地域振興部長となっておりますけれども、前任の佐藤にかわりまして本日から委員として出席

させていただきますので、よろしくお願いいたします。

○永田生産振興推進室長 なお、本日は所用によりまして鎌田委員、田中委員、萩原委員、そ

れから吉田委員の４名がご欠席となっております。

また、改めてお話しされる順に本日のゲストをご紹介しますけれども、文部科学省スポーツ

・青年局学校健康教育課健康教育企画室の宮内健二室長でございます。

○宮内健康教育企画室長 どうぞよろしくお願いいたします。

○永田生産振興推進室長 江戸川区の鹿本小学校の栄養士、大留光子様でございます。

○大留栄養士 よろしくお願いいたします。

○永田生産振興推進室長 お二人から学校給食に関して説明をいただく予定としておりますの

で、ご紹介いたしました。

次に、お手元にお配りしております資料でございますけれども、もし不足等がございました
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ら、事務局の方までお申しつけください。

また、本日は埼玉県学校給食会のご厚意によりまして、学校給食用に開発された米粉パンと、

埼玉県産の小麦を原料としたパンをご提供いただいておりますので、適宜試食をしていただき

ながら議論を進めていきたいと思っております。後ほど高鷲委員の方からこのパンについてご

説明をいただきたいと思っております。

それでは、議事に入ります前に私の方から、これまでの議論を踏まえての地産地消の現状・

課題・対応方向について簡単にご説明をさせていただきたいと思います。お配りしております

資料２をご覧ください。

地産地消の推進についてということでございますけれども、地産地消とは、地域で消費者の

ニーズに合わせて生産された農産物をその地域で消費しようとする活動でありまして、生産者

と消費者を「顔が見え、話ができる」関係で結びつける取り組みとしております。地域の考え

方でございますが、地場の農産物だけではなくて、産地と消費地の距離をできるだけ短いもの

にするという観点から、また消費者のニーズに合った、売れるものを生産するという観点から、

国産農産物の愛用を通じて、食料自給率の向上にも資するものととらえております。

現状でございますが、小さなものまで含めますと、産地直売所の設置数は全国で１万ヶ所以

上ございます。そのうち、ＪＡあるいは市町村とかが設置する有人・常設の産地直売所は約3,

000ヶ所ありますが、そこでの地場農産物の年間販売額は約5,000万円でございます。今後、地

場農産物の取扱量についての意向を伺いますと 「増やしたい」という意向を持つものが、産、

地直売所で８割、小・中学校給食でも約８割、農産加工場で約７割と、非常に前向きの意向が

ございます。

課題と対応方向を対応させてご説明したいと思います。まず、検討会の中でご議論いただい

た課題として、地産地消の運動としての推進、消費者・生産者に対する普及啓発ということが

ございまして、私どもは今年度、地域の地産地消推進計画の策定を促進するということを目標

にしておりまして、17年度、全国で市町村の約３割に当たる600地域を目標にしております。

後でご説明申し上げますが、現在、できているもの、あるいは間もなくできるものを含めて、

約６割、360の計画があると伺っております。

それから、関連施設等の環境の整備、直売施設や交流施設などの施設整備への支援について

は、来年度予算で考えております。

それから、人材育成、使命感を持ったリーダーやコーディネーターの育成が重要であるとい
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う課題でございます。これは、地域リーダーやコーディネーターの育成・研修を来年度予算で

考えております。

ちょっと漏らしましたが、直売施設・消費者との交流施設の整備も来年度予算で考えている

ところでございます。

それから、情報交換の場づくり等の課題がございます。情報や「顔が見え、話ができる」関

係づくりということで、これも情報交換の場づくりのための予算を考えているところでござい

ます。

併せて情報・ノウハウの提供、優良事例の収集・提供ということで、これはもう既に今年か

ら始めておりまして、資料の一番後ろにもつけておりますが、特に私どもの方では 「農林水、

産省の補助事業を活用した地産地消の取組事例」というものをまとめて、先日公表したところ

でございます。

あと、学校給食や観光業における地産地消の推進というのが課題として挙げられましたが、

まず今日はその中の学校給食についてご議論を深めていただこうということを考えているとこ

ろでございます。

対応方向の一番下に書いておりますが、来年度は地産地消推進特別対策と銘打ちまして、こ

れらを含めて、予算要求で、約566億円の「強い農業づくり交付金」という対策の中の内数と

して、この地産地消の推進を図ってまいりたいと考えております。

それでは、以降の議事の進行を座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○永木座長 皆様、おはようございます。お忙しい中をお集まりいただきまして、本当にどう

もありがとうございました。

本日は第４回ということでございまして、12時半までを予定しております。ただいま吉田審

議官及び永田室長からお話しいただきましたように、農水省の方では経営安定対策という、こ

れはこれからの推進政策の非常に大きな具体的な柱になるものだと思いますけれども、そうい

うものができ上がったということで、その中に地産地消を一つの柱として盛り込んでいただく

ということでございます。また、永田室長から今500億円の予算要求をしていただくというこ

とで、大変力強い動きとして、体制が整いつつあると思います。この委員会でも、この８月に

中間取りまとめというものをまとめさせていただきました。今年度については、大きな山は越

えたのだろうと思いますけれども、さらにこれからの推進に向けて、課題はいろいろとござい

ますので、また議論を進めさせていただきます。本日は、大きなテーマとしては学校給食とい
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うことでございまして、文部科学省からもお越しいただいてご説明をいただき、勉強させてい

ただきながら課題なり方向なりというものを検討させていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

それでは、早速でございますけれども、①の学校給食における地産地消の推進についてとい

うことに関しまして、まず文部科学省の方からご説明をお願いいたします。

○宮内健康教育企画室長 まず冒頭に、農林水産省さんや本日お集まりの先生方に各地域にお

ける地場産物の活用について大変お世話になっていることかと存じます。この場を借りまして、

お礼を申し上げたいと思います。

それでは私の方から、ご指示いただきました学校給食における地場産物活用の推進について

の取り組み状況についてご説明させていただきたいと思います。

私どもにおきましては、地場産物の活用につきまして、先の通常国会での食育基本法の６月

までの質疑その他で国会の方でもいろいろ取り上げていただいているところでございますが、

地場産物の活用について積極的に取り組んでいるところでございまして、教育的な観点から取

り組んでいる役所でございますので、地場産物の活用という点について、実際に子供たちの指

導に活かすということで、私どもは生きた教材と言っておりますけれども、生きた教材として

学校給食に地場産物を取り入れ活用することによりまして、地域の自然や文化、地域の産物、

そういったものに対して子供たちに理解を深めてもらう、地域に対して誇りを持ってもらう、

地場産物について誇りを持ってもらうということと同時に、生産や流通に当たる方々の苦労、

ひいては食べ物のありがたみ、感謝の気持ち、そういったものを持ってもらうとか、いろいろ

な面で教育的な効果があるということを認識しているところでございます。そういった観点か

ら、私どもの現在の取り組みでございますが、本日配付させていただいております資料３と、

あと追加で「栄養教諭制度ができました！」というリーフレットを配らせていただきましたが、

それを交えながらご説明させていただきたいと思っております。

まず、資料３の１枚目をめくっていただければと思います。先ほど申し上げましたとおり、

私どもは地場産物を学校給食で用いることの教育的意義に鑑みまして、資料の「学校給食指導

の手引 、これは平成４年７月に私どもが改定したものでございますが、各学校現場で実際に」

給食の時間等において食に関する指導を行っていく上での参考の手引として各学校に配付して

いるものでございます。この中におきまして、地場産物の活用、また、各地域に郷土料理があ

るかと存じますが、郷土料理というのは大体その地域の産物を古来から使って育んできた食事
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内容だと思いますが、それは先ほど申し上げたような教育的意義があるということもありまし

て、郷土食といったものを積極的に提供すると同時に、子供たちに対する指導に生かしていた

だきたいということに触れているところでございます。

また、もう１枚めくっていただきまして、平成15年５月30日付通知ということで、近年栄養

摂取量の基準の改定を行いましたときに同時に各都道府県等に対しまして出した通知でござい

ますが、この「学校給食における食事内容について」という通知の中におきましても、郷土食

や地場産物の活用について、さまざまな教育的意義があるので、積極的に生きた教材として活

用するよう努めることということで、各都道府県の方にお願いしているところでございます。

なお、学校給食の仕組みについて、皆様方はご案内のことかとは存じますが、簡単に申し上

げますと、市町村教育委員会が学校給食の実施者となっているものでございます。市町村教育

委員会が各学校ごとに単独調理場を設ける方式と共同調理場と呼んでおりますが、数カ所の給

食センターを設けて、そこから各学校に配送する方式とがありまして、どのような食材を学校

給食で用いるか、どのような献立内容とするかといった仕組みについては、各市町村教育委員

会ごとに、学校単位の場合もございますし、市で決めている場合、また共同調理場で決めてい

る場合というように多様でございまして、学校給食法に基づき、市町村教育委員会において学

校給食が実施されているところでございます。また、食材の費用につきましては各保護者から

徴収するということになっておりまして、調理のための人件費や施設設備に関しては給食実施

者である市町村教育委員会が費用負担するという仕組みになっているということでございます。

またもとに戻りまして、地場産物の点についてでございますが、資料３の４ページ目をめく

っていただきますと、食生活学習教材というものの中で地場産物の活用に触れている部分がご

ざいます。食育基本法も制定されたところでございますが、私どもの方では現在、学校におい

て食育を推進していこうということで、各教科や給食の時間、それから特別活動、総合的な学

習の時間などにおきまして、食に関する指導を積極的に推進するように努めているところでご

ざいます。そのときに、先ほど申し上げましたものは指導の手引でございますが、実際に子供

たちが教材として用いるもの、これは各教科では教科書でございますけれども、特別活動その

他教科書のない場合においてはこういう教材を活用してくださいということで、全小学校１年

生・５年生、中学校１年生に食生活の学習教材を配布しているものでございます。もし該当す

るお子さんがいらっしゃる方であれば、多分お子さんがお持ちだと思いますが、そのようなも

のを配布しております。例えば小学校５年生に配布している高学年用の食生活学習教材、本日
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資料としてお配りしておりますが、その中におきましても、実際の各地域の郷土料理、また地

場産物の活用について触れ、特別活動等の時間における学習指導に活かしていただきたいとい

うことで使っているものでございます。

先ほどもご説明させていただきましたとおり、私どもは学校給食において地場産物を積極的

に活用すると同時に、学校給食に地場産物が使われているということを子供たちに指導の中で

理解させることが必要でございます。さらに、各教科や特別活動の中で、それぞれの教育目標

があるわけでございますが、例えば小学校の社会などでございますと、４年生とか５年生で、

自分の住んでいる市町村、また都道府県の勉強をするということになっております。そういっ

たときに、学校給食に地場産物を活用すると同時に、それを教材としながら、自分たちの地域

でどういうものがとれるのか、産物としてあるのか、地場産物を通してそれぞれの地域への愛

着を深めてもらう、理解を深めてもらうという形で学習を発展させるということがございまし

て、そういった形で実際に食に関する指導として活かしていくということで、給食に使うと同

時に、食に関する指導の中で児童・生徒たちに理解してもらうということが大事だと思ってや

っているところでございます。その例として、指導の手引と学習教材をお配りさせていただい

たものでございます。

資料３の最後の部分でございますが、学校給食の中で地場産物の活用状況についての調査で

ございます。この調査におきましては、当該学校等の存する都道府県の産品がどれくらい使わ

れているのかというのを私どもの方でも調査させていただいております。一番直近でございま

すと、平成15年５月の５日間で当該学校給食の献立に用いられた全食材、例えばカレーライス

だとニンジンとジャガイモとかを使いますし、ニンジンを別の料理にも使っていれば、それも

１品と数えますが、その献立の中で使っている食材全部の中で都道府県産の地場産物がどれく

らいあったかという調査でございます。平成15年の場合ですと全国平均で21％、その前の年に

は20％ぐらいということで、全国平均ですと、大体このような状況になっております。ただ、

各都道府県ごとに見てみますと、かなりばらつきがございまして、40％、50％という自治体も

ございますし、大都市部の東京とか大阪ですと数％という状況です。理由を聞いてみますと、

皆様もご想像なさるように、そもそも生産量が少ないということもございまして、どうしても

そういう地域もございます。そのように各地域でばらつきがございますが、ならすと大体こん

なパーセントになっているという状況でございます。

それで、地場産物の活用については、私どもも先ほど教育的な面からもやっていきたいとい
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うことを申し上げたところでございますが、学校給食における地場産物の活用を図っていく上

でいくつかの課題があると思っております。そういう課題をクリアしていかなければいけない

ということで事業等に取り組んでいるわけでございますが、本年度は学校給食における地場産

物活用の幾つかの事例を取りまとめた事例集を各都道府県・市町村の皆様方に配布させていた

だきたいということで、今作成しているところでございます。実は私も学校給食の担当を賜り

ましてから幾つかの市町村さんをお訪ねさせていただき、実際に意見交換させていただいたり、

また今日もこの後、練馬区の学校で地場産物を活用した授業を行うということなので、意見交

換と授業参観をさせていただきたいと思って行く予定にしております。事例集を作成して配布

するということと同時に、来年度概算要求におきまして、食育基本法の中でも質疑が行われま

したし、いろいろ私どもの方でもしっかり取り組んでいきたいということで、文部科学省とし

て地場産物を活用するためのあり方について調査研究をしたい、また各地域においてもモデル

的にいろいろな地場産物を積極的に活用するための課題を考えると同時に、子供たちに対する

教育プログラムとして活かすための方策を考えてほしい、指導面でどういう課題があるのか、

それをクリアするための実践的な調査研究をやってもらいたいといった事業を盛り込んでいる

ところでございまして、１億円をちょっと超えるぐらいの金額で、非常に少額ではございます

が、予算面でも地場産物の活用に取り組んでいきたいということでやっているところでござい

ます。

また、学校給食における地場産物の活用の課題について、私どもも市町村と意見交換をさせ

ていただき、学校側にも幾つか課題があり、また、生産者の方々にも幾つかお願いしたいとい

うことがございます。とどのつまりは、学校と生産者の方の連携の体制づくりというのが重要

で、まず物資が学校給食側に来ないと地場産物の活用といっても何事も始まりませんので、ま

ずそこの体制づくりをぜひやっていただけたらということを今のところ、先ほどの予算事業の

方でも説明いたしましたが、関係者どおしで考えていただけたらということです。これは逆に

私どもだけでなく、農林水産省さんで非常にお取り組みいただいているところでもございます

けれども、今後とも一層お力添えを賜れれば、また本日お集まりいただいているような生産者

の方々のお力添えもいただければと思っております。

例えば、これは後ほど現場の鹿本小学校の学校栄養職員の先生がお話しされると思いますが、

地場産物の活用について、幾つかのお話を聞いていますと、生産者から今年はカボチャが豊作

で、いっぱいとれたから、ぜひ今日の献立に使ってほしいということを言われてくるというこ
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とがございます。そのカボチャを見ると、規格がまちまちだったり、ちょっと市場に出荷でき

ないなというものが来たりするということです。また、学校側がこの日の献立に使いたいので

お願いしますと言われても、なかなかその生産地域で数量を集められないということもあると

いうことです。数量面とか、価格面とか、またこれは非常に細かいことですが、生産者と学校

側で物資をだれが運ぶのかということを指摘するような声もあったのですけれども、納入方法

とか納入日など事前に決めておく必要があると考えいます。このほか 、これは学校給食の仕、

組みとして、献立は大体１カ月前にはできていますし、年間的でも大まかな献立計画が作成さ

れますので、生産者側に、いつの時期にどういうものを使うのかというのを知っていただかな

ければなりませんし、学校側に保管するということは、今は衛生管理の問題からもＯ１５７の

問題からも、非常に厳しくやっているところでございますので、衛生面にも気をつけていただ

かなければいけないということがあったり、子供たちに食べてもらうということから、農薬の

問題など保護者の指摘等もございますので、そういった面も考えていただければということで

す。それぞれ学校側も生産者に、生産者側も学校側にいろいろなお願いをし、また意思が疎通

しない部分があると思いますが、ぜひそういった部分はお互いを理解していただき、そのため

の体制をつくって進めることが大事だなと思っております。

また、市町村、自治体全体として取り組むことが重要と考えおります。先日もちょっと私ど

もがお伺いしました青森県鶴田町のように、朝ごはん条例をつくって、町全体として地産地消

を推進していくんだと思います。今日ご出席されております小浜市さんのように、食材が高く

なる場合には一部補助していただくとか、そのように町全体で取り組むという方向を出してい

ただくと、学校だけの単独の取り組みにならずに、非常にやりやすくなるんじゃないかとか、

いろいろな課題があるかと思いますので、そういったところを私どもとしても事例集の中でお

示ししたり、今後いろいろな事業の中で解決に向けて取り組んでいきたいと考えております。

最後でございますが、食に関する指導に活かしていきたいということで、学校給食で地場産

物を活用する際には、できれば体験的な学習、子供たちに実際に生産現場で種まきから草取り

まで体験させるとかといったことで非常に教育的意義があると考えております。食べさせると

同時に実際に体験させるということで、教育的相乗効果を高めたいということもございます。

そういった場合にまた生産者の方に指導面でお世話になったりということもあるかと思います

ので、そういった面でも進めていきたいと思っております。

そういった面で最後に、リーフレットとして配らせていただきましたが、本年４月から栄養
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教諭制度というのを設けまして、学校で実際に食に関する指導、また学校給食の管理、両方を

職務として行う新しい職種として、栄養教諭というのを設けまして、この方々に学校の生産者

を初めとする地域の方々に対する窓口として、コーディネーター役として働いていただいて、

地場産物の活用といった面からも高い役割を果たしていくということを期待しているところで

ございまして、この積極的な配置を各県に今お願いしているところでございます。都道府県教

育委員会が配置を決定いたしますので、何らかの形で、教育委員会の方にお働きかけいただけ

るような方がいれば、ぜひお願いできればと思っております。

ちょっとまとめ切れたかどうか、恐縮でございますが、以上が現在の取り組みと今後の方向

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。失礼いたしました。

○永木座長 どうもありがとうございました。

ただいま、学校給食における地場産物の活用推進ということで、今どのようになっているか

ということをまずご説明いただきました。食育基本法が制定されたということはご承知のとお

りですが、このように文科省が学校給食の中で地場産品に取り組んでくださっていると、大変

心強いお話をいただきました。さらに教材をつくるとか、今、栄養教諭の制度もつくりました

といったお話でした。ただ、課題もありますということで、後半は、うまく円滑に受け渡しが

できるような体制づくりをしていただきたいという要望、これは両者の話し合いということで

しょうけれども、そういうお話をいただきました。それから、体験学習のようなものもやらせ

てみたい、そうなるといろいろと地域のご理解、ご協力をいただきたいというお話であっただ

ろうかと思います。地産地消の中で学校給食というのは大変大きな取り組みの柱といいましょ

うか、相手でもあるわけですので、私たちも今後ともこれが太いパイプになってつながってい

くということを検討しなければいけないと思っております。そういう意味で、少し今のお話を

聞かせていただいた上で、担当者が来てくださっていますから、ご質問も結構ですし、後半の

課題に関して、これはこうだろうといったことも含めて、ちょっとお話を聞かせていただけれ

ばと思います。なお、後で大留先生から現場のお話を聞かせていただくことになっております

けれども、今は文部科学省のご説明の中の範囲でちょっとご議論させていただきたいと思いま

す。どなたからでも結構ですので、どうぞ。

○宮内健康教育企画室長 先生、その前にちょっと１点だけ、ご紹介がおくれましたが、この

パンフレットの最後を見ていただきますと、ちょっとくだらないことかもしれませんが、何気

ない挿絵でございますが、これは、黒板を見ていただきますと、地場産物の活用とその給食指
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導における例という意味を込めて絵をかいております。実際に、先ほど申し上げましたとおり、

地場産物を学校給食に使うと同時に、子供たちに理解させるということをこんな絵で端的に私

どもとしてもＰＲさせていただいているということでございます。どうもすみません。失礼い

たしました。

○永木座長 ありがとうございました。

さて、いかがでしょうか。はい、どうぞ。

○林委員 ＪＡグループでは、食育基本法を受けまして、本格的には18年度からＪＡグループ

の食農教育という形で取り組んでいくことにしておりますけれども、この間ＪＡグループ全体

での学校給食における地元農産物の提供の実施状況を調査いたしましたところ、大体57％のＪ

Ａで地元の農産物を学校給食に活用してもらっているという結果が出ております。ただ、これ

は活用しているということだけですので、頻度的なものはまだ把握しておりませんけれども、

多くのＪＡと学校とのつながりというのができているのではないかと思っております。

また、先ほどの文部科学省の室長から説明がありましたけれども、その中で農業体験を実施

しているところも65％ぐらいありまして、そことの連携という形で取り組んでいるというのが

最近非常にふえてきていると思っております。

あと、今、課題の中でもありましたけれども、生産者と学校給食側との意思疎通といいます

か、それが十分でないというところもありまして、特にＪＡの中で地元の農産物を使ってほし

いということで給食センターなどに行きましても、では価格はどうなりますか、量はどうなり

ますかという形で、納入業者の一つとして扱われてしまって、本当に地元の農産物を使っても

らいたいというこちらの方の思いがなかなかうまく伝わらないところがあるという課題も出て

きております。それから、今の話にありましたように、いつどういうものがとれるのか、どの

ぐらいの量がとれるのか、それから農産物というのは天候に左右されますので、量がいろいろ

変動しますけれども、その場合にどう対応するのかという情報交換をきちんとやっておかない

と、いろいろなトラブルのもとになるという課題もありますので、その辺は今後、先ほどの国

の予算の中でもそういう予算がついたという話がありますので、そういうものを活用しながら

そういう場をつくっていく必要があるのではないかと思っております。

以上です。

○永木座長 ありがとうございました。

先ほど文科省のご説明では、給食の食材として20％という調査があるということでしたけれ
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ども、ただいまＪＡさんの方では、取り組んでいるということでカウントしていくと75％が取

り組んでいるし、体験学習でしょうか、体験でしょうか、そちらも70％ということですから、

両者の思いはそれぞれ伝わって、やりましょうということになっているのではないかと思いま

すが、ただいまの林委員からのご意見というのも、文科省さんと同じような悩みを、それぞれ

の立場に立ってのことですが、持っていると、そこらに課題がお互いにあるんだなと。そこを

どう解決していくかというのが一つのこれからの検討課題だと思います。

はい、どうぞ。

○蓮尾委員 私どもの会では、毎年、学校給食・保育園給食セミナーというのを催しているの

ですけれども、そこで必ず出されるのが、例えば分科会で学校給食の中の地産地消の分科会と

いうのを設けておりまして、そこで出されるのが、文科省の方がお見えになっていらっしゃる

のでちょっと、今後の進め方ということの中でかなり大きな影響があるのではないかと思われ

るのが、自校方式でやっている給食とセンター方式でやっている給食との中での地産地消の取

り組みに随分差が見られるんです。自校方式でやっているところは比較的規模の小さい学校と

いうことがありまして、割と扱いやすいという声も出されるのですけれども、センター方式に

なると、先ほどＪＡさんもおっしゃっていらっしゃったような品ぞろえとか、規格とか、それ

からたくさんとれたときに利用してもらうということがなかなかやりにくいということと、教

育としての学校給食という位置づけをきちんとされていかないと、そこら辺が非常に矛盾があ

るように思えますので、食育基本法もできたことですし、もう少し教育としての学校給食とい

う位置づけをきちんと明確にしていくということで随分取り組み方が変わってくるのではない

だろうかと感じます。というのは、一つの例として夏休み対策です。夏休み、学校がお休みに

なりますと、生産者が学校へ納入していたものが計画を持って生産していかないと余ってしま

って、取り扱いに非常に困ったりとかということで、生産者に非常にしわ寄せがいっているよ

うに思えますので、そこら辺ももっと具体的に政策をきちんと位置づけていかないと、なかな

か、いいことなんだけれども、現実には進めにくいというのが毎年毎年意見として出てきます

ので、そこら辺を進めるときにご考慮いただければと思います。

○永木座長 ありがとうございました。

蓮尾委員から、学校給食の自校システムのやり方とセンター方式でのやり方での対応の違い

や多少濃淡があるんじゃないかということと、それから、これは教育委員会の施策あるいは方

針になるんでしょうか、教育上の位置づけにも濃淡があるんじゃないだろうかというご指摘だ



- 13 -

ったろうと思います。大変重要なご指摘をいただいたのですが、自校方式・センター方式とい

う各論的な話も今ありましたので、ここで大留さんからお話を伺った上でもう少し議論を深め

てはいかがかと思うんですが、よろしいですか。

ご了承いただければ、それでは大留さんの方からご説明いただけませんでしょうか。

○大留栄養士 江戸川区立鹿本小学校の栄養士の大留と申します。本日報告させていただきま

す。その報告の前に、ちょっと言いわけというか、お詫びなんですけれども、膨大な資料をた

くさんいただいたのですが、全部読む暇がありませんで、今日の報告で重複する点も多々ある

かと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、資料に沿って説明させていただきます。まず、学校給食における地産地消の取り

組みの事例ということで、今日いただいた資料の中にも、国庫補助事業ということでいろいろ

な県がやられています。私がちょっと調べたところの何件かをお話しさせていただきます。

まず埼玉の事例なんですけれども、新座市立石神小学校の栄養職員の猪瀬さんの実践です。

猪瀬さんは、地場の野菜を何とか給食に取り入れたいということで、地元の野菜をチェックし

て、そして畑へ出向いて、野菜のことを知るということから始められたそうです。そして、生

産者の方とお話をして、給食に取り入れるためにはどうしたらいいかという相談をされたそう

です。先ほどもお話が出たように、一定の時期に決まった食べ物が入るということや、天候に

よって左右される、その辺のことを、何でも手に入るという今の時代にこういうことは逆に食

教育になるのではないかという考えを持たれたのではないかと私は思います。それで、その辺

の相談をよくされまして、一定時期にどれぐらいということで、年間の献立計画の中である程

度の数量を出してやられているようです。子供たちにしてみれば、また農地へ行って体験する

ということも踏まえて、実践はよりよく運営しているような気がいたします。ここのさやむき

とか豆とり体験というのは、地場ではなくても、東京でもどこの学校でも割と行われていて、

八百屋さんから届いたものであっても、こういう体験はさせております。献立なんですけれど

も、猪瀬さんの言葉で、毎日届くみずみずしい野菜がとても献立を作成する意欲をわき立てる

と書かれています。どんな料理にしようかなと気持ちがわくわくすると、発表では結ばれてい

ました。私たちは、野菜のこととか材料のことを先に考えて献立を立てるというよりも、この

時期にこういう行事食とかという考え方の方が多いように思います。野菜を見て料理を考える

というのもすばらしいことだなと感じています。地場野菜を生かした献立で、また子供たちの

体験の幅を広げるということを埼玉の事例として取り上げました。



- 14 -

次は東京の方なんですけれども、私は20年ぐらい前に「東京ふるさと野菜」という地図か何

かを配られて私は見た覚えがあるんですけれども、東京でもいろいろな野菜がつくられている

なと思いました。ただ、それが私たちの手元に届くのかというところで、いつも問題点として

浮かび上がっていたのですが、今では練馬とか日野とか、それから江東区とか、いろいろなと

ころで地場産を取り入れた取り組みがされています。これは練馬区の事例で、練馬区中学校教

育研究会が平成14年度に発表されたものなんですけれども、中学校の給食指導指針というのを

、 、考えて、５つの項目を挙げているそうです。その中の３番目 「地域の産物や旬の素材を知り

自然の恵みや四季の変化を感じましょう！」ということを受けまして、これが地場産への取り

組みということにつながっているということです。読み上げさせていただきます 「生徒の食。

材への興味、関心を高めるため、より身近な地場の野菜を給食に取り入れる『地場産給食の取

り組み』を実施することになった。練馬区内の生産農家の協力で、区内のどこの畑で、誰がど

のように栽培したか（資材－肥料・種・減農薬＝農業の種類と散布時期）がわかり、安全で安

心できる食材を購入することが可能になった。生徒が、とりたての新鮮なおいしい野菜の生産

者を知り、その苦労を知り、そしてその野菜の旬や含まれる栄養素等に興味が湧くよう工夫し

ながら、指導資料や絵たより作りを進めている」ということです。先ほど室長の方からお話が

あったように、食教育と結びつけてやられています。先ほどお話があったように、今日の午後

から練馬区の八坂中学校で、放送教育研究会全国大会ということで、地域農園とのネットワー

ク、食育の公開授業がされています。この研究の延長線上にこの公開授業があるかと思います。

ずっと取り組んでいるということがすばらしいなと思いました。

次は江戸川の事例です。江戸川と言えば小松菜が有名なんですけれども、私は江戸川に来ま

して４年目になります。小松菜は取り入れているのですが、近くに保護者の方の小松菜農園も

あるのですが、取り入れたいと思いながらも、どうやったらいいのかなとずっと考えているう

ちに、江戸川では地区ごとに取り組みをしています。生産者の方との交流、その前に栄養士が

働きかけをしまして、江戸川区の産業振興課に問い合わせをして、ＪＡ東京スマイル江戸川青

年部の方を紹介していただいて、交流が始まったと聞いています。今では、この瑞江地区が始

まりなんですけれども、月２回、ＪＡより小松菜の納入をしてやっているということです。今

年、テレビ朝日の「食彩の王国」というところで小松菜を取り上げたときに、このことが放映

されていました。これを取り入れるためには話し合いが必要だったと聞いています。納入方法

や価格について綿密な話し合いをしてやっているということです。今年度はさらに私どもがい
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ます小岩地区の方にも拡大していこうという動きがあります。何にしても栄養士がまずやりた

いという気持ちがないと始まらないという今の現状ですけれども、小松菜を取り入れるに当た

って、小松菜のレシピ開発が必要だということで、ここに挙げていますものをやっています。

私も、特に地場産を取り入れるということではなく、江戸川ということで小松菜は欠かせない

というか、子供たちに知らせていきたいということで、小松菜の料理を開発してきて、何品か

ふえてきています。これについては、後からお配りしました新聞記事の資料があるかと思いま

すので、後でご覧いただければと思います。

江戸川についてはこのようなことになっていますが、ここに載っているグラフは、以前にお

配りされていた資料の中からピックアップさせていただきました。小・中学校における地場農

産物使用状況ということで、先ほどの数字とはちょっと違う数字が出ているかもしれませんが、

大体ＪＡさんの数字に似ているかと思います。調査した期間とか、そういうところで差が出た

り、あと栄養士によっても、地場産というのは、東京などの場合は特にそうなんですけれども、

何を取り入れたときにアンケートに書いたらいいのかなと悩むことがあります。地場のものが

ある地方の方は簡単に書けるかと思うんですけれども、東京については、何を書いたらいいの

か、どこまでを地場としていいのかという悩みはあります。

次に５ページ、本校の試みになるのですが、その前に、千葉の記事もございますので、ちょ

っとそれも見ていただいて、私は今千葉に住んでいますけれども、千葉は「地産地消」の

「地」という字を「千葉」の「千」に変えて、大々的にポスターとかをいろいろ掲げて取り組

んでいるようです。それで、千葉の方にお聞きしましたら、この記事の１カ月ぐらい前でした

か、18日が「市民の日」なので、そのときに決まったものが配られるというか 「それを使っ、

、 、て献立をしなくてはいけない」という言い方をされていたのですけれども 「いいですね」と

私は経験がないので、逆にうらやましく思いましたけれども、そういう日を設定して使うとい

うのも一つの試みかなと思って、すばらしいなと思って、この記事を今日お持ちしました。

続きまして、本校の試みに入らせていただきます 「取り組み」と言うにはおこがましいの。

で 「試み」とさせていただきました。どこの学校にも学校園がありまして、そこで教科に従、

って作物をつくるという授業がございます。学校園が余りよい土地ではない場合、なかなかそ

れができなくて悩んでいるところもあると思います。本校では、学校の中の学校園では作物が

余りよく育たなかったものですから、２年前に前校長先生が川沿いの農地を借りました。でも、

それに当たっても、教員が毎日毎日畑を見にいって耕してなどというのは本当に今忙しい学校
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生活の中でとても大変だということで、地域の方の畑の支援というか、そういう方をお願いし

てやっております。その中で３年生が育てたジャガイモがすごくたくさんとれたんです。それ

で、何とかならないかと相談されまして、うちの調理師さんたちは本当に協力的なので、ポテ

トチップスをつくりました。それが本当に山のようにあったので、山のようにつくりました。

これも、相談してくだされば対応できるのです。先生方も遠慮されて、自分たちで家庭科室で

つくりますということもありますけれども、相談していただければ調理室は協力しますし、そ

ういうことがとても大事で、全校には足りなくても、そこから買い足しても、そういうことが

教育かなということでやっております。６年生がサツマイモでしたので、大学芋にしました。

また、お手伝いしてくださっている地域の方から飛び入りで大根やサトイモやサツマイモが届

くんです。それをどうしよう、先生方やみんなで分けてしまおうという声も上がったのですけ

れども、いただいたので、子供たちに出しましょうということで、うちの調理師さんたちの協

力で飛び入りメニューということが何回も行われております。

これについては、本当は文科省の室長さんからしかられてしまうかもしれないんですけれど

も、栄養価の方は後から計算しなくてはいけなくなりますし、ましてやポテトチップスという

のは油がすごく多いので、その日はオーバーしてしまうといったこともあるのですが、私はこ

の学校に来まして、この次にもお話ししますけれども、トウガンもやってきたんです。トウガ

ンを３つ抱えた元同窓会の会長さんが見えて、80過ぎていらっしゃるのですけれども 「この、

トウガンを子供たちに見せてあげてください」とおっしゃられたそうです。校長先生が、ちょ

うど夏休みの終わりごろだったので 「子供に見せてあげて、その後に食べましょう」という、

話になったのですが、展示しまして、みんな登校日に一生懸命見てくれました。その後、煮物

や汁物に使いましたけれども、調理師さんが「まだあるか聞いて、もらいましょうよ」という

お話で、聞いたら、80個とか70個とれるんだというお話なので、調理師さんの車でとりにいっ

て、その写真がそうなんですけれども、抱えて10個ばかりいただいてまいりました。それでま

た煮物や汁物に使ったんですけれども、ちょうど９月に十五夜のお月見がございますので、そ

のときに本当はサトイモで月見汁と思っていたんですが、ではトウガンにしようということで、

ちょっともったいないんですけれども、丸くくり抜いてお月様に見立てましょうということで

やりました。これもちょっと大変な作業だったのですけれども、私どもの調理師さんは鹿本と

いうことで「キッチンバンビ」という名前を私がつけていまして 「キッチンバンビのシェフ、

だからできるんだね」ということでやっているのですが、今はまだ３個残っています。これを
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何に使おうかと今思っています。季節の食べ物というのは決まっていて、それを使っていた昔

は 「ばっかり食べ」という言葉があるのですが、とれるものばっかり食べるという意味だそ、

うです。私は今 「ばっかり食べ」と聞いたら、ご飯だけ食べるとか、おかずだけ食べるとい、

、 、う言葉だと思っていたのですけれども、農業の本を見ましたら 「ばっかり食べ」というのは

作物がとれる時期にそればっかり食べることだということで、それがまた体によいと農業博士

は書かれていたので、いいのかなと思って、代わり映えしないとか、いろいろなこともありま

すけれども、今とれたものを、毎日ではないんですけれども、何回か出すということはいいこ

となのかなと思ってやっております。

次に、これは今までもやっていたことで、地産地消とどう違うのかなと私はずっと以前より

悩んでいたことなんですけれども、産直というのは栄養士はかなりやっています。やはり安心

・安全な食品を取り入れたいということでやっているのですけれども、私は生プルーンを長野

から今取り入れて、これは10年ぐらい続けていることなんですが、あと大根や果物などもやっ

ていたのですが、自分が異動したり、そのつながりが切れてしまったりということで、なかな

か続かないこともあります。八百屋さんがその中継点になってくださったこともありますし、

また今は給食専門業者さんがそういう有機農業の作物を取り入れる仲立ちをしてくださってい

るので、その方々を信用してと言うと変なんですけれども、自分が産地に出向いて確かめてと

いうことではないのですが、低農薬・有機農法でつくったものというラベルは見ていませんが、

そのつながりとして業者さんを信頼してとっております。

そこで、これからの課題といいますか、今いろいろ出ていた問題がいっぱいあるのですけれ

ども、問題点と課題ということでこの４つを挙げてみました。

フードラインの再構築ということで、もうこんなことは私が言うまでもないことなんですけ

れども、次のページにありますが、生産者が流通の方に出しまして消費者に届くという流通の

一本的なものがあるかと思います。これをもう少し変化させていただけると、給食の方にいろ

いろ入ってくるのかな、給食に取り入れられるのかなと思っています。学校の物資調達という

のは、大きく分けるとこの４種類かなと思っています。学校給食会さんからとるもの。それか

ら総合食品店さんと言って、乾物類が多いのですけれども、集団給食材料の専門店。それから

肉や野菜などの生鮮食料品は地域の商店から取り入れています。それから直接の産直。これは、

先ほど衛生面のことが出ていましたが、なかなか難しい問題があって、今は何も起きていない

のでいいのですが、やはりその保障というか、どのようにして衛生面のところをクリアするか
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というのは問題点として残っているかと思います。

ここで、これは食農教育2004年４月版にちょっと出ていた記事なんですが、東京都のある八

百屋さんのお話です。これは資料には入っておりません。申しわけございません。その方は、

渋谷や目黒、港区の学校に食材を納入しているのだけれども、普通、市場では朝の７時に競り

が始まって、仕入れて帰ってくると８時か９時になる。学校給食に間に合うところはいいので

すけれども、間に合わないと翌日に配達することになるので、新鮮なものはなかなか届けられ

ないというお話です。でも、一応給食はその日に入ったものと、それは業者から入ったものと

いうことに置きかえられるかと思います。そこでこの方は、４時に東京を出て、６時に八ヶ岳

で仕入れをして入れるということを続けてきたそうです。でも、これもごく一部の熱心な栄養

士のいる学校にだけで、それが根づかないということをすごく嘆いていらっしゃって、私ども

もそうなんですけれども、栄養士の研究会などで研修ということで生産地に行ってくることは

いっぱいあります。でも、そのときは感動して帰ってくるけれども、後がつながらないと、こ

の方は「栄養士さんの研修には矛盾を感じる」とおっしゃっています。私たちも本当に栄養士

の意気込みと情熱だけで今の地産地消というのは進んでいるのかなと思いますし、いろいろな

問題点があって、そこで挫折する人も多いかと思います。

地産地消のフードラインの提案ということで、これは本当に漠然と考えただけなので、もっ

ともっとすばらしいものがもう既にされているかもしれませんけれども、どこか中継点があっ

て、そこでプールして調整していただけると、私どもはやりやすいなと思っています。それが

八百屋さんであったり、給食の納入業者さんであったり、専門業者さんであったりということ

でもよいのではないかな、そしてそれが消費者、保護者とか、そういう方々にも購入できるよ

うな形がとれるといいのかなと思っています。

⑫になりますけれども、問題点はこのように、先ほどから出ていることがいっぱいあるかと

思います。学校の要望も、こちらの真ん中に書いてあるようなことがあります。それは、学校

の規模によって、ある程度の加工をしていただけるのが一番ありがたいという声もあります。

また、今は産業廃棄物ではないのですけれども、廃棄物は有料になっていますので、引き取っ

ていただけるといいのではないかと、いろいろあります。それから、ここに給食応援隊という

のを書かせていただいたのですが、これは生産者の方もそうですが、例えば納入されたものが

泥つきであったら、昔ちょっと新宿の方でそういう取り組みをやっていたのを聞いたのですが、

泥洗いを給食室の外で保護者の方々がやってくださるという話をちょっと聞いたことがありま
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す。もちろん、保護者の方々も有機野菜を買うということを条件にということだったそうなん

ですが、給食ですべてをやるというのは限りがありますので、いろいろ応援の仕方、支援の仕

方を皆さんと考えていくとよいのかなと思っています。

まとめとなりますけれども、私たち栄養士は献立にいろいろなメッセージを盛り込んでいま

す。それを伝えるのが私たちの仕事だと思うんですけれども、そこに日本の農業を守るような、

そういった食べ物に興味を持ってもらって、今の日本の現状を知ってもらって、より豊かな食

べ物が食べられる環境をつくっていく子供たちに育てていきたいなと思っています。こういう

地産地消に、簡単に言うと語弊があるのですけれども、取り組みやすい体制ができるといいな

と感じております。

⑬については 「自然と人間を結ぶ」という冊子から出させていただいたのですが、とても、

理想の形かなと思いまして、ちょっとこちらに挙げさせていただきました。

以上で、ちょっと時間が延長して申しわけございませんでしたが、報告を終わらせていただ

きます。

○永木座長 大変貴重な興味深い資料をそろえていただきまして、どうもありがとうございま

した。非常に熱意のこもった、一生懸命あちこちで取り組みをされている中身を紹介していた

だきました。しかし、また課題があるというお話をここでも聞かせていただきました。

議論に入りたいのですが、その前に高鷲委員に、突然で恐縮ですが、今日ここにおいしそう

なものを用意していただいていることもありますので、そのご説明と、高鷲委員も学校給食に

かかわってくださっていますので、ちょっとご意見を先にいただきたいと思います。

○高鷲委員 ただいま宮内室長さんと大留栄養士さんのお話を聞きまして、我々はますますこ

ういった中で重要な役割あるいは立場にある、これからもしっかり取り組んでいかなくてはい

けないなと思いました。栄養士さんのお話の中でフードラインというお話が出まして、その中

で学校給食会というのが４つのうちの１つに出てまいりました。これは、都道府県学校給食会

と私は認識させていただきたいと思います。学校給食の目的であります、子供たちを元気で健

やかに育てたいという願いで、栄養士さんは毎日一生懸命献立を立てていらっしゃると思いま

す。その中で地産地消を進める上で、大留栄養士さんから、課題もあるというお話をいただき

ました。課題の中で、使いたくてもなかなか使えないということもあるということでございま

す。そのために私たちは、栄養士さんが使いたいというときにいつでもどこでもお届けするよ

うなフードラインの一組織として、資料の12ページにございますけれども、給食応援隊の一員
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として、そうした仕事をしていきたいと考えております。

そうした中で毎日仕事をしておりますけれども、今日お手元に２つのパンを用意させていた

だきました。この検討会に参加させていただいて４回目になりますが、せっかく食べ物につい

て２時間一生懸命議論していただいているのですけれども、食べ物があった方がいいのではな

いか、そしてまた今回は文科省の方が出席して学校給食のお話を聞くということですので、事

務局の方にお願いしてわがままを申し上げまして、ぜひ出させていただきたいということで、

今日皆様の前に持ってきた次第でございます。

パンが２つございますけれども、まずピンク色の表示がしてございますものは、埼玉県産小

麦100％でつくったパンであります。私たちがこうした取り組みをするきっかけは、平成10年

度に学校給食のお米を全部一斉に埼玉県産にかえたときに、子供たちが大変感動してくれたと

いうことがありました。そして、それをつくる生産者の方も「張り合いがあるよ、子供たちや

孫のためにつくるんだから」ということで、両方の方に喜んでいただいたということから、そ

れ以後、米、麦、大豆といろいろな製品をつくって、現在供給させていただいております。そ

のはしりとなりましたのがこのパンでございます。米の後、埼玉県では麦もとれるということ

ですので、うどんも手がけました。そうしたら、地元産で心配したのですけれども、子供たち

はすんなり受け入れてくれました。そこで、小麦粉はパンもつくれるよねということで手がけ

たのですが、なかなかパンにはご承知のとおりグルテンが少なくて向かないという事情があり

まして、これはいろいろな原料を入れたり、あるいは代わりのものを入れたりということで、

ほぼ１年かけて研究してでき上がったものです。これは「さきたまロール」という名前です。

この40グラムという表示は、小麦粉を40グラム使っていますということで、栄養士さんはこれ

を目当てに、大きさあるいは栄養価をもとにして注文をいただいているということです。10グ

ラム刻みで40グラム、50グラム、60グラムとつくっておりまして、小学校の低学年から中学生

まで、いろいろなグラムを栄養士さんが選んで注文していただいているということになります。

県産小麦の100％ということでありまして 「さきたまロール」と申し上げましたけれども、、

「さきたま」というのは埼玉県の名前の発祥になっていると聞いておりまして、現在埼玉県に

もさきたま地方というのがあります。幸いそのさきたま地方で小麦がたくさんとれるというこ

とから、子供たちに親しんでもらうという意味で「さきたまロール」としました。ロールは、

皆さんご承知のとおり、小型で巻き込んだ形のパンということで、ボリュームを出すためにこ

のような巻き込むということをとりました。それから、よくかんでもらいたいということで、
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そしゃくということで、やや固めにしてあります。それから、栄養士さんがいろいろな献立に

取り入れていただけるようにということで、味もシンプルにしてあります。偏った味というこ

とではなくて、そのような主眼を持ってつくったパンでございます。ちなみに、これは１個46

円ということで今学校へ供給させていただいております。

それからもう１つ、白い表示がございます。これはいわゆる米粉パンでございまして 「さ、

きたまライスボール」という名称で呼ばせていただいております 「さきたま」は先ほど申し。

上げました由来に基づくものでございまして、埼玉は米もとれるし、麦もとれるということで、

米粉が半分、小麦粉が半分という形でつくりました。これは、中はもちもち感がありまして、

外はサクサクしたパンのよさで、両方の相乗効果があらわれたような形になっております。

こうしたことを通じまして今、地産地消ということで、我々はその応援隊、支援隊の一員と

して一生懸命取り組ませていただいております。この委員会でも申し上げましたけれども、こ

うしたパンをつくるときに、できましたら助成措置もしていただくと、全国的にはもっと広が

るのではなかろうかと。それから、野菜等につきましても、数量、規格あるいは納入方法等に

問題があるといったお話も出ております。そこの一つの解決策として、大留栄養士さんもおっ

しゃっていましたように、カットしたものがあるといいなと。あるいは、食べ物の旬を子供た

ちに味わってもらう、知ってもらうということも大切かもしれませんけれども、栄養士さんは

献立の作成上、あるいは通年して使いたいというものもあると思うんです。価格的なものもあ

ります。給食費との兼ね合いもあります。前にもお話ししましたけれども、給食費は埼玉県で

は、全国平均と大体同じだと思うんですが、小学生が１食220円、中学生が260円、これは宮内

室長さんもおっしゃったように、給食の設備、人件費等は自治体、食材を保護者の方が負担い

ただくという形式になっております。その予算の中でやらなくてはいけないということから、

栄養士さんは通年使いたいという希望もあると思います。そうした際、地場産をいわゆるカッ

ト処理をしてお届けするといったことが必要ではないかと考えまして、これも委員会の中でお

願いさせていただいております。多額の補助金がついたというお話でありますので、それがど

のように具体化されるのかわかりませんけれども、そうした点についても長い目で助成してい

ただけると大変ありがたいと感じております。

それから、私どもの仕事としては、そうした食材を供給するということと、もう一つ、食農

体験あるいは食農学習ということが出てまいりました。学校ではいろいろな取り組みをされて

おります。大留栄養士さんのところでも畑を持ってやっておられるようですが、埼玉県におき
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ましては、あるいは全国でもそうかもしれませんが、そうしたことをやりたいけれども、なか

なか、どのようにやっていいかわからない。費用の点もあると思います。実際に近くの田んぼ

あるいは畑を借りたり、あるいはどういう人に頼もうかといったことがあります。そうした点

については、埼玉県ではＪＡグループさんにお願いして、協力をいただいている。田んぼある

いは畑のあいているところを学校の近くで貸していただく。それから指導者を派遣していただ

く。そのようなやり方をさせていただいています。

しかし、学校でそういうことをやると、なかなか費用がなくてできないということもありま

して、私どもでは、昨年から食農あるいは食に関する指導を進めるためにということで支援事

業を始めました。１校について、大した額ではないんですが、差し上げて、それでいろいろな

取り組みをさせていただいています。その中で幾つか特色のある取り組みをさせていただいて

いますので、ご紹介させていただきたいのです。

１つは、栄養士会が助成金を使いまして腹話術を習いました。その腹話術で子供たちに、教

室に出向いていって指導している。そうすると、子供たちが今までよりもよく聞くんだそうで

す、興味があるから。そうして効果を上げているといった活動をされている方もございます。

それから、食農で、大留栄養士さんのところではとれたものを給食で使ったということもござ

いますけれども、埼玉でもそのようなことをやっております。ほかに、とれた農産物を学校か

らうちへ持って帰って、それが親子の会話につながって、ジャガイモ１個だったけれども、そ

れでみそ汁をつくって、今日はこうだったとか、それからいろいろな話がはずむようになった

ということを学校通信で父兄から学校へ寄せられた、そういう効果もあったといったお話も聞

いております。

それから、ある都市部の学校では、大変繁華街の近くにあって、子供たちに落ちつきがない。

そこで、朝授業が始まる前にボランティアの方にお願いして読書をする時間を設けているんだ

そうです。そこで、本を買いたいのだけれども、お金がなかったので、この助成金を使って、

食に関する本をたくさん買って読ませた、そしてボランティアの方も人数をふやすことができ

たということを発表されている学校もありました。そういうものを通じて、あるいはそうした

ソフトの事業でもお役に立てればということで、今一生懸命仕事をさせていただいております。

それから最後になりましたけれども、米粉パンの値段は今１個70円でございます。後ほど食

べていただいて、いろいろご批判をいただければと思います。なお、米粉パンについては、秋

岡委員さんがあるテレビのコメンテーターをされておりまして、この米粉パンを取り上げてい
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ただいたという経緯もあります。

以上でございます。

○永木座長 どうもありがとうございました。

パンを持ち帰るのもあれですから、ここで食べたい方はもうお昼の時間でもありますので食

べていただいて、むしろ何かコメントをいただいてもということで、よろしいですか。

では、せっかくですから、高鷲委員からいただいたものをどうぞ皆さん、召し上がってくだ

さい。

それで、ただいま現場で大変ご苦労なさっている大留先生と、それから高鷲委員は学校給食

会の事務局長をなさっているわけですが、高鷲委員からご苦労なさっているところのお話を今

聞かせていただきました。ちょっと私、まとめるということよりも、今回こういう集中したお

話を聞けたのは初めてということでございますので、少しフリーな形でご議論いただいて、質

問をしていただいても結構ですし、それから、課題点を出されたわけですから、それについて

こういうことを考えてみようではないかといったご提案めいたお話でも結構ですので、少し先

ほどの話に続けてご意見をいただけませんでしょうか。増田委員、どうぞ。

○増田委員 大留さんの現場のお話というのは非常に印象的で、教職というんですか、現場の

学校栄養士さんが心温まる日々の活動の中でつくっていらっしゃるというのが実によく伝わっ

てまいりました。ありがとうございました。それで、今日は文部科学省からご専門の方のご出

席をいただいておりますので、意見を含めて、伺わせていただきたいことがございます。

手引の抜粋というものをお配りいただいておりますけれども、ここに書いておられる文言が、

私どもからいきますと、なかなかこうはいっていない家庭の食状況の風景を言っておられるな、

というのが、気になるところでございまして、伝統的な料理の発掘云々のところですけれども、

「お年寄りに尋ねたり、家庭に伝わる料理を聞くなどの方法がありますが、このことを通して、

昔からその料理が作られてきた由来を知ることができ」と書いてありますけれども、現実は核

家族が多くなっております。特に都会の家庭において、お年寄りと同居というのは極めて少な

い。しかも、家庭に伝わる料理というのは、あるのか、ないのか。これだけ食の外部化が進ん

でいて、中食で賄われてしまっている家庭の調理の実態の中に、伝承している料理はほとんど

ないと言ってもいいんじゃないかと思うんです。家庭の食卓風景をこのようにとらえられてい

るのは、ちょっと古いかなという印象を持っております。

それから、先ほどのお話の中で、学校と生産者との連携強化がこれからはとても大事だと思



- 24 -

うんですが、これは私なりの解釈としては、ＪＡさんとか地場の生産者とか、学校給食に携わ

っていらっしゃる栄養士の方などとのコミュニケーションだと思っておりますが、そこに文科

省としての具体的な施策というのをどのようにお考えでいらっしゃるかということです。問題

点を幾つか挙げていらっしゃって、カボチャでしたか、豊作と言われても、余りできのいいも

のがそろわなかったとか、同じようにこの日にと言っても数がそろわない。果ては、だれが運

ぶのか。保管場所は、Ｏ１５７のことなどもあり、衛生管理をどうするのか。それから、最終

的には意思が通じ合わないのが問題だと文科省のお立場で言っていらっしゃいますけれども、

この意思ということに関わって申し上げますと、文科省と農水省のご担当の方との意思の強い

つながりというのが、せっかくのこの場でございますから、どのようにお考えなのか、文科省

のお立場でもお考えを伺わせていただきたいと思います。

とりもなおさず、学校給食の場というのが、地産地消を手だてにして、子供たちの食教育に

大きな役割があると思います。この三角関係といいますか、教育の場と地産地消と学校教育の

場という、そのつながりというのは絶対必要条件だなと思っております。家庭というのは残念

ながら学校給食を通じて子供たちに食の課題を話題として持ってきてもらう、それを期待して

いるのが今の家庭の食状況だろうと思っております。これも文科省のお立場でどのようにとら

えていらっしゃるか。文科省にばかり質問を浴びせて申しわけございませんが、よろしくお願

いいたします。

○永木座長 少々きついご質問をいただきましたけれども、何かお答えできる範囲で結構でご

ざいますので。

○宮内健康教育企画室長 全くきつくも何ともありませんので、お答えさせていただきます。

まず、指導の手引についてご質問をいただいたところでございますけれども、これは、各家

庭において郷土料理が伝わっているということを前提にしてこういうことを書いているわけで

はございませんで、ちょっと誤解かなと私は受け取ったのですけれども、郷土料理を発掘する

ためにこういう方法があるのではないか、そういうことを通して各学校、各地域において伝統

的な料理にはどんなものがあるかというのを要は学校の教職員にも子供たちにもわかるように、

そういう指導をしていきたいということを言っているわけでございまして、家庭の状況を私ど

もが、郷土食がみんな伝わっているととらえているものではないということが１点目でござい

ます。

それから、地場産物の活用における課題として、私もカボチャの話とかを例題として挙げま
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したが、別にこれは地場産物の活用の足を引っ張るとか、けなすために、生産者側に問題意識

を投げかけるとか、そういう意味で言ったわけではございません。私どもが申し上げたかった

のは、いろいろ課題があるということです。それで、いろいろ現場の話を私もずっと聞かせて

いただいて、今日も午後から行きたいと思っているんですけれども、いろいろ課題がある。ど

うしてそういう状況になっているかというと、お互いが、生産者側は学校給食の状況がよくわ

からない。学校側も、先生の方から先ほどございましたように、校長先生や教職員の方には地

場産物の活用の意義がわからない。学校栄養職員ひとりにかかってしまって、ひとりの取り組

みになってしまう。いろいろな課題があるということで、そういう課題を解決するためにまず

一番にやらなければいけないのは、お互いを知るということが大事ではないかということで、

別に課題があるから全然進まない、進みたくないということではないということで、私どもは

そういう課題を解決するための一助として、先ほども申し上げました各地域の実践的な調査研

究に学校と生産者の方が連携しながら取り組んでいただき、実際に指導に生かすような方策を

考えていただきたいという取り組みを来年度からできたらということと、実際に、もう一つ、

私どもも、学校と生産者の方々がお互い理解し合えるような場として、食に関するシンポジウ

ムというのを来年４ヶ所ぐらいでできないかなと、今予算要求をやっていますけれども、そう

いう学校における教職員へ指導の啓発とともに、生産者と連携し、お互いを知るための場を設

けるということを事業としてできないかなと考えております。

それと同時に、今日予算の資料をお配りしていなくて大変恐縮なんですが、子どもたちに対

する食育は学校・家庭・地域の連携が大事だと思っていますので、栄養教諭が配置されたとこ

ろなどは特に、３番目のお答えになるかもしれませんが、学校・家庭・地域が連携して、栄養

教諭が中心となって、お互いが連携した取り組みを推進していくようなモデル事業みたいなも

のができないかといったことを考えております。言葉だけで大変恐縮ですが、文部科学省とし

ては、そういう形で先生にお尋ねいただいたような取り組みに対して対応していきたいと思っ

ております。あと、農水省さんには日ごろから地場産物という点で非常にお世話になっており

まして、私どもでも教えていただいたりするところがございますし、お取り組みいただいてい

るところを参考に、私どもの、ではどうしていこうというところもございますので、農水省さ

んとも連携を、これからも意見交換、お話し合いなどを十分させていただきたいと思いますし、

学校現場でも、生産者と学校がうまく連携していくような場をつくって、実際に指導していく。

農水省さんの方は場つくりにもうお取り組みいただいていますけれども、私どもも、そういう
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取り組みを踏まえて、指導に生かせるようなことを推進していけないかということを考えてお

ります。

全部お答えできたかどうかはあれでございますけれども、一応そんなことを今やっておりま

す。

○永木座長 ありがとうございました。

行政レベルでいくと、官庁レベルでいきますと、文科省さんと農水省さんの制度をつくって、

体制づくりということで連携していただかなければならないし、そして、今のお話でありまし

たように、もっと地域の中で学校給食は、その担当者だけが汗して苦労してやるというのでは

なくて、地域全体でそれに取り組んでいくと。それから、増田委員からのご指摘がありました

けれども、家庭の中というのも、これも学校給食だけではなくて、私はむしろ家庭料理の復権

ということをもっと言わなければいけないし、それも地産地消の非常に大きなパイプにつなが

っていくものだと思っております。今日は学校給食ということを浮き彫りにしていますけれど

も、根底にはそういうとらえ方を私どもはしていかなければいけないのではないかなと思って

おります。文科省さんのご意見も大変貴重でしたし、それから増田委員からの問題提議も大事

なことだろうと思います。

時間が、毎度のことなんですけれども、詰まっておりますけれども、多分どなたも何か少し

ご発言したいということだろうと思いますので、手短と言うと失礼になるんですけれども、少

しずつご意見をいただけませんでしょうか。中田委員も、学校給食というか、子供の教育にか

かわっておられますから、まず中田委員からお話をお聞きして、あと順番にちょっと聞かせて

いただきたいと思います。

○中田委員 発言させていただきたいという気持ちが伝わったのかもしれませんが、１回目で

したか、２回目でしたか、最初の頃のこの会議の中で、小浜市で取り組んでいる地場産学校給

食がうまくいっている仕組みについて少し触れさせていただきましたが、今日のテーマが学校

給食ということですので、もう一度そのお話をさせていただきます。

小浜市では全部で12の地区がありますが、その地区の中に大体１つ小学校があります。幸い

ながら、学校給食はすべて自校方式で実施しております。小浜市は、食のまちづくり条例をも

ち、食のまちづくりを進めているのですが、今から４年程前、地域でのまちづくり活動の中で、

「自分たちの地区の学校給食は自分たちの地区の中でとれたものを優先的に使うのがいいので

はないか」という意見がでてきました。小浜では各小学校の近くに公民館があるんですけれど、
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その公民館の方がリーダーとなって、その学区の中の、大規模な農家の方ではなくて、個人で、

自分の家で食べるためだけの食材をつくっておられる生産者の方々に声をかけて 「学校給食、

に、できる範囲でいいので提供してください」といった地道な努力から始まり、生産者の方を

組織化する努力をしてくださいました。

そして、生産者と学校栄養職員、調理師、教育委員会といった学校給食に関連する人たちが地

場産学校給食推進協議会というのを立ち上げまして、１カ月前に、学校給食の食材は、どのぐ

らい何が必要かといったことをその協議会で議論しまして、食材の担当を決めて、できる限り

その学区内の生産者に頼んでいき、無理な部分は業者にお願いするという仕組みを作ってきま

した。

これは中名田小学校という山間部の小学校なんですけれど、この仕組みが大変上手くまわっ

てきましたので、それ以外の学区でもすべてその方式で、学校と地域の生産者との間に入るリ

ーダーを作って、そのリーダー中心に地場産学校給食を推進しています。その方式を中名田方

式と言って、現在いろいろな市町村でも参考にしていただいています。私がうまくいっている

仕組みを見ていて思うのですが、学校と生産者がお互いを知るときに、間に入るリーダーが必

要だと。栄養士の方だけが頑張ってくださっている地域もあるかもしれませんけれが、行政が

協力して、組織づくりをしていかないといけないということ。そしてもう一つ、小浜市には10

カ所ぐらい直売所があるんですけれども、その直売所そのものがその地域の中の小学校の学校

給食に全面的に協力している部分があります。Ａという学区の中に直売所がありますと、その

直売所は地域の方への販売だけではなく、その学校への食材提供をかなり積極的にやっていた

だいておりますので、直売所と学校給食をもう少し関連させるような仕組みもつくると上手く

いくと思います。そのようなことで、現在中名田小学校だけでなく、他の小学校でも秋口には

週２回パンが主食になっているにもかかわらず、重量ベースで80％という高い地場率を実現し

ています。今までいろいろな方がご意見を言ってくださったように、地場産学校給食の利点と

しては、子供たちが単に新鮮で栄養価の高い安全で安心なものを食べられるというだけでなく、

教育的な効果も大変高いように思います。また、生産者の方が、どんどん作付面積をふやして

おられたり、学校給食への食材提供にやりがいを感じておられるという実感も持っています。

そんな、中名田方式というのが、小浜だからできるのかどうかわかりませんが、何か参考にし

ていただきたいと思います。地域の生産者を組織化するリーダーづくりといったことが大事だ

と思います。
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○永木座長 大変貴重な事例を聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。本

当に申しわけありません。時間が、あともう１つ、２つ議題がございますので、ちょっと詰め

て少し進めなければいけないものですから、今日ご発言いただいていない方、少しずつご意見

をいただけますか。

○野見山委員 簡単に２点申します。大留さんが出された資料の11ページ、フードライン提案

というのを大変興味深く聞かせていただきました。それで、このフードラインというのは多分

僕らが言うフードシステムという概念とよく似ていると思うんですが、農産物なり商品がご提

案のように流れていくには、価格なり、取引の手間なり、代金決済などのリスク、それがうま

いぐあいにいくようにしか流れない。逆に今学校給食で地産地消の食材というのがうまく流れ

ないというのはその辺に問題があるからだと思うのが１点です。２点目は、学校給食に関して

すごく利害関係者が多いんです。農業者から含めて、農協なり、専門業者、また学校の中にも

栄養士さんや調理師さんや教員など、そういった利害関係者、ステイクホルダーという場合も

ありますが、その人たちを調整するコーディネーターが必要だと思います。そのコーディネー

ターの人がうまいぐあいに物なり人を動かしながらやっている地域の小学校区または県は、す

ごく地産地消の食材を利用している。中田さんは今リーダーが必要だとおっしゃったですけれ

ども、それと大体一緒のことを考えています。

以上です。

○永木座長 ありがとうございました。

それでは、順番にちょっとお願いいたします。米倉委員、どうぞ。

○米倉委員 私は直売所の者ですから、現場の悩みをちょっと皆さんにお伝えしたいと思うん

ですが、今、小学校が体験学習みたいな感じで、先生方が授業の中で生徒さんを連れて直売所

にお見えになります。その中で生徒は非常に質問をするんです 「これは、どなたがどこでと。

れたんですか 「どれくらいとれましたか 「ではとれたものはどこに行くんですか」と、そう」 」

いう質問責めに遭います。そのときに 「これは皆さんの学校給食に行くんですよ」というこ、

とを言いたいんですけれども、今、学校給食にはほとんどの方が納入されていると思うんです

が、その中身を見ますと、乾物であったり、加工品であったり、恐らく根物だろうと思うんで

す。だから、そのあとの部分、葉物などを納入しますときに、やっぱり虫が入っているところ

があるものですから、ほとんど冷凍物が使われているといったところが実情のようでございま

す。だから、それを現場から納入するとなると、そういうカットする、加工する施設が必要な
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んです。それと、生産者の立場でいきますと、規格に合ったものばかりは納められない。規格

外もとってもらわないと、では生産者は規格外はどこにはけばいいんだということになります

ものですから、カットする施設が必要になってきます。その辺の話を私も学校給食に取り入れ

ないといかんと思って当たってみました。すると、そこの問題に行き当たるんです。それで、

生産者でも直売所にしてもそうですが、皮をむいたり切ったりはできるんです。だけれども、

あと衛生面というのを非常におっしゃいます。だかち、衛生面に気をつけて、その日にとって

その日に加工したものが欲しいとおっしゃるんです。もちろん、もっともなことだと思うんで

す。だから、それはできないこともないけれども、その施設が欲しい。では、さっきもおっし

ゃいましたけれども、莫大な予算がついておりますけれども、その辺はどの辺で具体的にどの

事業を使えばいいかなというところがちょっと私もわかりませんでしたので、今日はお尋ねし

ようと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○永木座長 ありがとうございました。

何か、今かなり具体的な質問をいただきましたけれども、お答えできるでしょうか。それは

後の話がよろしいですか。これは私は農水省のと思ったんですが、後でまた、今ご提案いただ

いた問題は、カットのところですね。鮮度を維持するということや、衞生の問題やら、いろい

ろ考えると、こういうことをきちんとしなければいけませんよというお話として承らせていた

だきました。はい、どうぞ。

○永田生産振興推進室長 農林水産省の方で、後で予算も簡単にご説明いたしますけれども、

現行の予算で「強い農業づくり交付金」というのがございまして、約470億円ぐらいで、その

うちの一部なんですけれども、地産地消にも使えるということになっております。例えば先ほ

どのお互いのコミュニケーションを図るための協議会を開催するとか、そういうソフトの推進

のための経費にも使えることになっております。それから、例えばカット野菜の工場をつくる

といった場合、一定の条件はもちろんありますけれども、それも補助の対象になっております。

補助率は２分の１ということですけれども、今、三位一体改革の関係で主体が県に移っており

ますので、具体的には県の方とご相談していただくということになりますけれども、また何か

ございましたら、私どもが相談に乗れる部分は大きいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

○永木座長 はい、どうぞ。

○宮内健康教育企画室長 簡潔に。衛生面のお話でございますが、私どもは、平成８年のＯ１
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５７による子供たちの食中毒による死亡事故を踏まえまして、学校給食の管理の基準、ガイド

ラインでございますけれども、これに基づいて生野菜を使用する時は洗浄をしっかりやってく

ださいとか、そんなものを厚生労働省さんとはまた別に、給食についての現場に適したガイド

ラインというのをつくって、衛生面について今お願いしているという状況でございます。以上

でございます。

○永木座長 ありがとうございました。

それでは、北村委員、秋岡委員、何かありますか。

○秋岡委員 質問でちょっと教えていただきたいんですけれども、１つは文科省の宮内さんに

伺いたいんですが、文部科学省の方でこの地産地消で学校給食に一生懸命取り組んでいらっし

ゃるのはよくわかったんですけれども、ちょっと大きな目で見たときに、今はそもそも学校の

先生は地元の方ではないですね。そういう先生たちが地元の食べ物だとか何とかを掘り起こし

ていくというのは、人事的なローテーションもありますから、すごく苦労が多いと思うんです

けれども、その点は文部科学省としてどう考えていらっしゃるのかということと、食べ物とい

うのは食べ物だけではなくて、一つの文化でもありますし、産業基盤でもあるので、それに付

随した地元の地理的なことであるとか、あるいは派生的な物づくりのこういうところが育って

きたとか、いろいろなことがあると思うんです。そうすると、この栄養教諭の先生というのは、

ほかの理科とか社会とか音楽とか体育とかの先生たちとどのように位置づけられているのか。

同じように職員会議にも参加するし、情報交換をしているのか、割と新しく制度としてつくら

れたものなので、むしろ別な感じになっているのか、その辺は、今、地域のお話は出たんです

けれども、学校全体で取り組んでいくという視点で、学校給食であるとか、そういうことがど

のように取り組まれているのかということを教えていただきたいのが１つ。

それから、大留さんに教えていただきたいのは、今日は大変いろいろなことを伺って勉強に

なりました。今はまだ栄養教諭制度だとか、いろいろな制度をつくっている段階なので、枠組

みづくりということでいろいろご苦労が多いと思うんですけれども、枠組みができたら、次は

どれだけ自由度を増していくのか、フレキシビリティーをつくって、例えば先ほどのポテトチ

ップスをたくさんつくるとカロリーがオーバーしてしまうとか、そういうことを決まりどおり

にやっていくと、多分これはすぐにいろいろな障害があると思うんですけれども、現場のお立

場で、枠組みをつくることの一方で現場の裁量をもっとふやしてもらう。例えば、今月のカロ

リーがオーバーしたけれども、来月と足してまあまあならいいとか、プラマイこれくらいなら



- 31 -

いいとか、何かその辺の、この枠組みを離れて少し現場の裁量とか自由度という点でご要望が

あるとしたらどんなことでしょうかという質問です。

３つ目は、農水省の方に質問なんですけれども、いただいた横の最初の資料で、現状のとこ

ろで、有人・常設の直売所が3,000あって、地場農産物の年間販売総額は5,000万円と書いてあ

る。これはこの数字ですか。3,000ヶ所で年間5,000万円だと、１ヶ所平均１万3,000円になっ

てしまったら……。

○永田生産振興推進室長 いや、１カ所平均です。

○秋岡委員 １カ所平均。そうですか。わかりました。何かちょっとどういう意味なのかと思

いまして。

そうすると、これは例えば、今何度もいろいろな委員の方からもお話が出たんですけれども、

直売所が安定的に経営していくためには、一種の安定大口顧客を確保するという意味で、学校

給食を一つのお客様として持つというか、大留先生がおっしゃっていたフードシステムの中に

むしろ積極的にこうした直売所というものを組み入れていく仕組みだとか、場合によってはや

りたい人だけいろいろな補助を出すので、衛生管理士の資格を取ってくださいというよりも、

むしろ半ば義務づけるような形でその方向性を見せてあげるぐらいの戦略性がないとなかなか

難しいのかなという、これは感想なので、お答えはこの5,000万円というあれがわかりました

ので、これは結構です。その最初の２つだけで、でもほかの質問とまとめてお答えで結構です。

○永木座長 まとめて後でお答えいただくとして、北村委員。

○北村委員 今日は学校給食という議題の中で、私は量販店の者なんですが、学校給食という

部分に関しては量販店ということで、そうつながりはないんですが、今日いろいろなお話を聞

かせていただいて、取り組みの中で熱心にやられている人たちのところは、成功事例が上がっ

ていると。あとは、温度差もあるものですから、そういう意識が薄いといったところは、なか

なか課題もクリアできずに足踏み状態だというのは感じました。先ほどほかの委員の方もおっ

しゃっていましたけれども、それはやる人たちの、要はリーダーの意識というのが強ければ、

前に進むのかなといったことをまず１点感じました。

それとあとは、こちらの方へ学校給食のカット工場がというお話があったのですが、私ども

も量販店として生産者の方々から品物を提供していただきながら販売するといったところで、

品物の量とか、規格外とかといったところがあるんです。規格外というものに関しては、我々

は価格的なところでお話ししながら販売するというところは融通性はあるんですが、学校給食
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に関してですと、当然学校の調理場の方でやられていると思うので、規格外は調理しにくいと

いったところがあります。規格外のものでも、カット工場などにいったん持ち込んでカットし

て調理場の方に納品するといった形をとれれば、衛生上もあるのですが、品物によっては無理

なものもあるとは思いますが、そういった生産者側の悩みというのも少しは解決できるのかな

ということを思いました。

実際、私どももお店の中でいろいろな商品を販売しておりまして、今だとカットサラダ、カ

ット野菜というものをメーカーさんの方にお願いして販売しています。一つ私どもも取り組ん

でいる産地の商品で、鮮度がよくて、いわゆる産直商品なんですが、どうしても規格外のもの

が出てしまう。生産者の方は売り先がないので困っている。ただ、形が崩れていても鮮度と味

はいいものですから、そういったものをどうしようかといったときに、当然産直ですから、顔

が見えて、氏素性がはっきりしていますので、安心・安全というのは確認されている。規格外

のレタスをホールで売るには、ばらばらでなかなか難しい。ではどうしようかと考えたとき、

カットサラダを納品していただいているメーカーさんの方へお話ししまして、規格外のレタス

をカットしてくださいと。カットサラダにして商品化して販売するといった取り組みが今年の

夏場にありました。そのように形を変えて私どものお店で販売できますので、規格外のものの

売り先がないというのも回避できるということがありました。ちょうど納入のところでカット

工場というお話が出ましたので、そういった形でも私どもはちょっとやっておりますので、も

し参考にしていただければありがたいなということで、今ちょっとお話ししました。

○永木座長 ありがとうございました。

それでは、今、秋岡委員と北村委員からご質問たいだきました。秋岡委員の方からは、行政

のしゃくし定規には物事は動きませんよというお話で……。そうじゃありませんか （笑）。

○秋岡委員 もうちょっと優しく言いましたけれども……。

○永木座長 それでは私は余りコメントしないことにしますが、秋岡委員のご質問と、北村委

員の方からは、はねものについても少し工夫が必要だろうというお話だったのですが、何かコ

メントをいただけるようであれば。

○宮内健康教育企画室長 それでは、恐れ入りますが、手短に３点お答えさせていただけたら

と思います。

まず、学校の先生の地元でないということは、おっしゃるとおりでございまして、今、都道

府県教育委員会は広域異動ということで、その市町村の先生がその市町村に行くということは、
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基本的にはそんな異動は行っていない。これは子供たちの教育という面から行っているという

ことで、先生がおっしゃるように、逆に地元のことがわからないという声があるということは

ございます。ただ、そういった点で、私どもでも、先ほど申し上げましたとおり、学校栄養職

員、栄養教諭だけではなく、一般教職員が、特に小学校などですと、学級担任が給食の時間の

指導を行いますので、その方々に地場産物の活用の意義や教育的指導内容等を知っていただか

なければいけないと思っております。そういった点で指導の手引は、実はこれは先ほど申し上

げませんでしたが、今回、食育基本法が施行されたことを踏まえまして、食に関する指導参考

資料というのをまた新しく改訂版をつくりたいと思っております。そういった中で、栄養教諭、

学校栄養職員だけでなく、校長や一般教員にそういう認識を持ってもらうために私どものでき

る範囲で指導の手引をつくりたいということと、あとこれは高鷲先生に前に教えていただいた

んですが、実際に先ほど給食会の取り組みとして、一般教職員に対するいろいろな研修・体験

みたいなものをやられて助成されているということがありましたが、学校現場の方で、もしそ

ういう取り組みをしていただければ思っています。ただ、その経費について、私どもは研修費

用というのは今は三位一体で一切なくなっておりますので、国が経費を負担することはできな

いのですが、課題としては先生のおっしゃるところと共通でございまして、そういう取り組み

はぜひ現場で行いたいと思っております。

それから、栄養教諭の話について、今年既に、高知県と福井県、長崎大学附属小学校を含め

て16名配置されてございます。栄養教諭になりますと、学校には教諭と養護教諭と栄養教諭と

３種類の先生、これは大体どの学校も16人の方々の状況を見ますと、職員会議に出席するよう

になって、学校の教職員の一員として参画するようになっております。それで、実際に先生も

おっしゃられましたように、学校全体で地場産物の活用を取り組んでいただく。先ほどの繰り

返しですが、そのためには、学校における食育にも学校全体で取り組んでいただかなければい

けませんので、この栄養教諭の方々が中心となって、ぜひ学校全体の食に関する指導計画をつ

くってくださいということを私どもはお願いしております。地場産物の活用についても、学校

全体の取り組みですから、そういった中で位置づけていただければと思っておりまして、小浜

市にも栄養教諭の先生がいらっしゃると思いますけれども、私どももお話を伺いましたが、そ

ういう食に関する指導の全体計画作成、それに基づいた学校全体の校長、一般教員も含めた取

り組みというのを今お願いしたいということをやっているところでございます。中には、校務

分掌で、今まで給食主任になれていなかったのが栄養教諭になれたり、また食育主任みたいな
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新たな校務分掌をつくってやっているというところもあると聞いております。

もう１点、規格外品の扱いですが、私どももちょっと先ほどご説明させていただいたのです

が、規格外品が一切学校給食で使えないということで申し上げたつもりではございません。た

だ、学校給食の仕組みとして、８時半から12時15分ぐらいまでの間に、単独校ですと500人ぐ

らいと想定されますが、その500人に対する学校給食を決められた時間内に仕上げなければい

けないということだけは動かしようがありませんので、その現状をご理解いただいた上で規格

外品をどう扱うかというのを現場の方でいろいろ知恵を出していただければということで、一

切使えない、そんなものを持ってこられたら困りますという声があるということを紹介したつ

もりでもございませんで、そこは多少曲がっていても、例えば少人数学校だったら調理員の人

の努力でできる場合もありますし、逆に先ほどちょっとお話が出ていました共同調理場などで

すと、もうちょっと使いづらくなると思います。皮むき機が完全にその形でないとだめだとい

うことで、三つまたのニンジンは入っても困るという声もあります。そのように現場によって

多少の差は出てくると思いますが、規格外品でも使えないことはないと私どもとしては思って

います。できれば、そういう学校給食の調理過程をご理解いただいて、加工品などにしていた

だけるとありがたい場合もあると思っております。

以上でございます。

○永木座長 どうもありがとうございました。

学校給食の議題を今日取り上げまして、ここで議論しましたら、延々、かなりいろいろな問

題が出てきたものですから、まだまださらに本当は議論を続けたいところなんですけれども、

まだ実はもう一つ議題がありますので、この議題はこのあたりにしたいと思います。今日は、

文科省から来ていただきまして、これから取り組みたいというお話、それから大留さんからは、

当事者として、栄養士さんを含めて大変ご苦労をなさっているお話を聞かせていただきました。

また、高鷲委員からは、こういう地物、地場産を積極的に使っていくためにはということで、

こういうパンをつくっているというご苦労を聞かせていただいたわけであろうと思います。い

ろいろな課題が出まして、これが全部調理師さんや担当の先生の踏ん張りにかかってしまって

いる実態、それからさらにレシピを開発しなければいけないといったことですとか、さらには

地域や生産者とのかかわり問題が提議されたと思います。これは野見山委員からご発言いただ

きましたけれども、私もそうだと思っているのは、このコーディネーターです。最初に林委員

から、ＪＡも積極的に取り組みますというお話でしたけれども、今日のお話の中にいろいろあ
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った問題点を調整して、そしてそれを食材として使っていくためには、コーディネーター機能

を持ったものをどこかにつくっていく。それがフードシステムであったり、大留委員から言わ

れたのはフードラインですか、そういうものをつくっていくということになっていくのではな

いかと思います。これからまたさらに今後この委員会でも検討させていただきますし、事務局

でもご検討いただいて、学校給食が大きな柱として地産地消の中にうまく乗ってくるように、

これから私どもも工夫したいと思います。

この議論については今日のところはこのぐらいにしておきまして、あと、本当にもう終わり

の時間になってしまって申しわけないんですが、ちょっとだけご説明を室長からお願いしたい

と思います。

○永田生産振興推進室長 時間の関係もございますので、ごく簡潔にご説明させていただきま

す。資料５と資料６をまとめてご説明させていただきます。

まず、資料５でございますが、地産地消推進行動計画の実施状況でございます。端的に申し

上げて、この４月から９月までの半年間、ほぼ計画どおりに実施しております。今年の最大の

目標は、地産地消推進計画を全国で600件、全国の市町村の約３割においてつくるということ

でございますが、現状では、右の真ん中辺に書いてございますけれども、近々策定されるもの

も含めて９月末現在で約360ということでございますので、まだ６割の水準でございます。あ

ともう少し頑張らなければいけないということでございまして、今日、実はこの後、各地方農

政局の地産地消推進の担当者の方にお集まりいただいて、今も参加していただいておりますが、

その方たちと議論して、これからさらに進めていこうということにしております。

その中で、先ほど秋岡委員からご指摘がございました、もっと前向きにという話でございま

すが、来年度の予算要求において、私ども 「強い農業づくり交付金」については、この地産、

地消推進計画をつくるということを予算を交付するための条件にする。これを今クロスコンプ

ライアンスという名前で呼んでおりますけれども、そういうことも考えておりまして、地産地

消に取り組むということが「強い農業づくり交付金」を受けるための条件になるということも、

さらにもっと周知徹底を進めていきたいと考えております。

続きまして、資料６の方でございます 「地産地消関連予算（平成18年度要求）の概要」と。

いうことでございますが、一口に申し上げて、生産から経営、流通、食品産業、食育、あるい

は食の安全・安心、さらには農村振興、グリーン・ツーリズム、それから品種の開発などの研

究開発、さらに林業、水産、すべての分野において地産地消の関連予算を18年度に要求してい
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るということをご報告させていただきたいと思います。

以上、簡単でございますが、よろしくお願いします。

○永木座長 ただいま室長から②、③の２つの議題について一括してご説明をいただきました。

これは、審議事項というよりも、やや報告的なものであろうかと思います。特に何か意見がご

ざいましたら受け付けますが、あとは、進捗状況が600ということで、今鋭意その数の達成に

向けて尽力……。野見山委員。

○野見山委員 ちょっとお尋ねしたいことがあります 「強い農業づくり交付金」の資料６の。

１行目に 「地産地消の核となる直売施設や交流施設の整備」とありますが、農産物直売所を、

またこれから建てていきましょうというお話なんでしょうか。つまり、僕はもうハード事業は

いいんじゃないかと思うんです。冷蔵庫とか、衛生管理上の諸施設の整備というのは意義があ

ると思うんですけれども、ソフト事業としての品ぞろえとか、数量調整とか、直売型農業に合

わせた栽培指導とか、またマーケティングや経営管理指導などの指導事業、その辺をもっと充

実させた方が地産地消は伸びるんじゃないかと思うんですけれども、その辺をちょっとお聞き

したい。

○永田生産振興推進室長 先生が今おっしゃったようなことは、今の事業でもできるようにな

っております。ここで特に申し上げたいのは、直売施設というのは、集出荷施設の片隅につく

るということは今もやっているわけでございますが、ただ、私どもが思うのは、集出荷施設と

いうのは大体人里離れた、買い物に便利なところというよりは、むしろ農家が運びやすいとこ

ろにできているということですので、それを買い物に便利なところにもつくれるようにしたい

ということで、場所の問題が一番大きいと考えております。それと併せて交流施設、例えば調

理実習などができる施設もできるようにしたいと。従来のものの微調整といった意味合いで、

これをまた新しく別のものをということよりは、むしろ今やっているものをもう少し使いやす

くするといった観点で考えております。

○實重生産局総務課長 全国で１万カ所の直売所がございますので、これ以上どんどんつくっ

たら過剰になるんじゃないかといったご懸念もあろうと思います。それで、今各市町村で計画

を検討していただいているところが多いわけでございますが、その中で集約していったり、あ

るいは機能のグレードアップをしたりといったところもあろうと思います。そういう中のメニ

ューの一つでございまして、直売所自身は大変広がりができてきましたので、ある意味で補助

事業としてもかなり成功していると思っておりまして、さらに先生ご指摘のようなソフト事業
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もできるようにしておりますので、各地域ごとに計画をご議論いただく中で、いろいろなメニ

ューでもって幅広く使いやすいようにしていきたいと思っております。

○永木座長 よろしいでしょうか。もう時間がまいりましたので、もしよろしいようであれば、

ここで本日の委員会を閉じさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

それでは、どなたからもご意見をいただきたいと思っていたものですから、少し時間を超過

いたしました。しかし、今日は大変貴重なご意見をいただけたと思っております。それから、

文科省、そして大留さん、今日はどうもありがとうございました。貴重なご意見をいただきま

した。これからまださらに事務局、農水省には、行動プランとか、ただいまの事業のＰＲ活動

ですとか、いろいろなことがございますし、課題もございますので、その中に今日いただいた

意見を取り込んでいただいて、さらにさらにこの事業が円滑に動き出すようにお願いしたいと

思っております。

ということで、今日の委員会は、私の方からマイクをお返ししたいと思います。

○永田生産振興推進室長 どうもありがとうございました。

それでは、次回は18年度、来年度の地産地消推進行動計画の方向、今年度の評価を踏まえて

ということになりますけれども、来年の４月ぐらいの開催を予定いたしております。その近く

になりましたら委員の方に日程についてご相談をさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。

また、本日の資料は農水省のホームページに公表させていただきます。議事概要につきまし

ては、従来どおり、座長にご確認いただいた上で、これもホームページに公表させていただき

たいと思います。

それでは、委員の皆様におかれましては本当に活発なご議論をいただきまして、ありがとう

ございました。座長からご指摘がございましたように、いただいたご提案につきましては、こ

れからまた施策の上に反映させてまいりたいと考えております。

以上で第４回地産地消推進検討会を終了させていただきます。

どうもありがとうございました。

午後 ０時３６分 閉会


