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［報告］ 

１．平成 25年 11月 28日のフォーラムの報告 

  Ｐ２～Ｐ８の報告 ＆ Ｐ９の富士ニュースの記事 参照 

 

 今回のフォーラムは、子どもが小中学校に在籍しているお母さんたちをターゲット 

に企画しましたが、子どもが学校に行っている時間帯は、働いているお母さん達が 

増えていること、他の学校行事などと重なってしまったことなどで、参加者が少な 

かったのが残念でした。 

しかし、「食」に関心を持っている人達が参加して下さり、会員登録して下さる方な 

ど、「考える会」の今後の発展に期待が持てました。（小櫛感想） 

 

２．富士市長選にむけて、立候補予定者に対する公開質問状  及び  回答について 

  P１０～１２の報告参照 

 

 是非、12月 22日の富士市長選の参考にしてください。 

 

３．「農家の出前授業に関する学校アンケート」について 

 

11月 5日の校長会で、アンケートをお願いし、現在 26校（43校中）から回答を頂 

きました。このアンケートを参考に、平成 26年度にむけ出前授業リストを提案でき 

るようにしたいと思います。 

富士市学校給食を考える会   第 237回  定例会のお知らせ 

平成 26年 1月 8日（水）１０：００～ 

富士市民活動センター 
  ＊どなたでも参加できます。気楽にのぞいてみて下さい。 

静岡県学校給食ネットワーク例会 

下記に日程変更しました。 

平成 26年 1月 22日（水）１０：００～ 

富士市民活動センター 
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次    第 

 
開  会          

富士市男女共同参画都市宣言 

主催者挨拶  

報告：富士市学校給食地場産品導入協議会の取組    

   報告者：富士農林事務所地域振興課  芹澤  駿治 課長 

トーク＆トーク         

  ナビゲーター   片岡  律子（富士市学校給食を考える会） 

  パネラー   芹澤  駿治 氏   

 小櫛  和子（富士市学校給食を考える会）

富士市学校給食地場産品導入協議会 

おめでとう農林水産大臣賞！ 

子どもの給食を 

応援しよう！ 
 

 

こどもたちに伝えたい 食べることの大切さ 10 

平成 25年 11月 28日（木）10：00～11：30 

  フィランセ西館４階   大ホール 

 

富士発・女
ひと

と男
ひと

のフォーラム 

ここまでかわった！ 

富士市の学校給食 

参加者  26名 
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主催者メッセージ 

平成 25年 11月 28日 

 

  「子ども達に伝えたい  食べることの大切さ」シリーズは、今年度で 10回を迎えました。

今回は、富士市の学校給食の取組が平成 24年度地産地消優良表彰で農林水産大臣賞を受賞

したことを保護者の皆様に紹介することで、その取組の大切さを理解していただきたいと企

画しました。 

  平成 25年 11月 5日発行の広報ふじ（No.1066）に、富士市の学校給食の紹介が、10ペー

ジもの特集記事として載りました。 

しかし、全国的には、各学校に調理室がある富士市のような学校給食は、年々減少していま

す。さらに、経費節減のため調理業務を民間委託する自治体も増えています（富士市は、市

の職員が責任を持って調理）。給食現場職員が頑張るだけでは、この流れは止められません。 

今、素晴らしい学校給食であっても、数年後も継続されているとは限りません。富士市の学

校給食を今以上に発展させていくには、市民の皆様の応援が必要です。 

「食育」は、「知育、徳育、体育の基礎となるものである」と、食育基本法の前文に記され

ていますが、人間形成の基本となるだけでなく、男女共同参画社会の実現（富士市男女共同

参画プランの基本理念３「仕事と生活の調和」、プラン４「生涯にわたる心身の健康維持」）

にも大切なものです。 

人間の 60兆もの細胞の一つひとつを生み出す食べ物は、私たちの命の源です。それを生産

する人、流通する人、加工する人、消費する人が、地域の中で良好なかたちでつながってい

くことが大切です。 

誰もが生き生きと、お互いを認め合い、尊重し合って、それぞれの立場で、それぞれの役割

を果たすことが出来る男女共同参画社会は、自然循環を大切に、自然と共生できる持続可能

な社会につながります。 

子ども達にとって何が大切か、何を伝えていかなければならないのかを、私たち大人は常に

意識して、地域全体が連携して次世代育成に取組んでいきましょう。 

富士市学校給食を考える会 

  会長  小櫛  和子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地場野菜紹介コーナー・・・学校給食で使用（富士市の生産者） 

 

ほうれん草（安藤和也氏）、かぶ（半田佳史氏）、 

葉ネギ（渡辺忠義氏）、根深ネギ（勝又正典氏）、 

生椎茸（村松光明氏） 

 協力：富士中央青果株式会社 

（富士市学校給食地場産品導入協議会） 
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報告：「富士市学校給食地場産品導入協議会」の取組 

富士農林事務所地域振興課  芹澤駿治課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （協議会の体制図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．富士市の学校給食献立調査からわかったこと 

 平成 20年度の全献立を、メニュー別に主食、主菜に分けて集計 

  主食：ごはん 124回、パン 58回、麺 22回 

  主菜：肉 48回、魚 50回、卵 8回、大豆 17回 

  副菜：野菜、きのこ、いも、海藻など 

  牛乳・乳製品：毎回牛乳 1本（食事バランスガイド 1日分） 

 

 年 182回の給食提供日で、献立数 204と多彩なメニュー 

  子どもの好きなメニューに、豆や野菜、きのこ、海藻などを組み合わせている。 

 

２．「富士市学校給食地場産品導入協議会」の活動理念 

 「三方よし」のシステム構築をめざす。 

  生産者にとっては、生産物 PRの場 

  流通業者にとっては、安定した取引先の確保 

  学校給食にとっては、安心して地場農産物の注文ができる体制
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３．富士市の学校給食で、地場農産物の利用を進めるために課題調査 

 価    格：産地別の価格調査・・・地場産でも使用できる価格とわかった。 

 規格と量：富士市地方卸売市場の供給量調査と学校給食における利用量調査をおこな 

     った結果、月別調査で地場産が使える品目、時期がわかる。 

 

４．モデル校で、地場産品率向上の実証活動（平成 20年度） 

 栄養士と納入業者が連携し、地場野菜の旬に合わせた献立作成 

 職員の共通理解の中で、「残飯０の日」「マナーの日」等を設定 

 児童に昼の放送で食材情報を流したり、献立表や給食だよりで保護者にも広報 

 生産者の出前授業を実施 

 

５．モデル校での成果 

 平成 18年度の地場野菜利用割合１８．４％が、平成 20年度は３２％に向上 

 県内産野菜利用割合も、２６％が４０％に向上 

 給食残飯量も、平成 18年度よりさらに減って、平成 20年度は 1日平均 1人５ｇとなる。 

  

６．全市の学校給食で取組む 

 納入業者への研修・・・学校給食が求めている野菜を知る。 

 卸売市場を通して、旬の野菜情報を 2ヶ月前に提供する事で、献立に反映させる。 

 県内産の野菜利用率が、富士市全体で平成 18年度は２８．６％だったものが、平成 24年度 

は、４６．７％と向上した。 

 

７．全国地産地消活動表彰で、最高の評価である農林水産大臣賞を受賞 

「TPPに対応するためにも、地域自立主義が必要で、この事例は、現在地域にあるシステム

を活かして、出来ることを地域のみんなが一生懸命取組んでいる、今後のビジネスモデルと

なる活動である。」との評価をうけた。 

 

８．まとめ 

 体は食べ物の分子でできている。 

体は、食べ物を消化し、吸収して、その分子をもとに作られているので、食べ物の 

分子は、そのまま私たちの体の分子となる。 

私たちの体は、食べ物を通じて  すべての他の生物や環境とつながっている。 

 食の安全のために必要なこと 

  私たちが「食の安全」を求めるなら、その作り手となる人達と「教育」「倫理」が同 

じであることが必要。 

食品を外国から輸入するということは、その国の社会状況や環境も一緒に輸入する 

ことになる。 

 地産地消のメリットは 

  地産地消は、重要な農業政策のひとつであり、農業の持続的発展のために必要 

  消費者にとっても、同じ「教育」「道徳感」を持った生産者による食料供給が、安定 

した安全な食料供給を保証されることにつながる。
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当日参加者アンケート（回答者 16人） 

 30代 女性（4名） 40代女性（10名） 50代女性（1名） 60代女性（1名）

  

＊あなたは、広報ふじ（11月 5日号）の「富士市の学校給食」特集をご覧になりましたか？ 

 はい（13名）  いいえ（3名） 

 

＊あなたは、男女共同参画プランの中に、「仕事と生活の調和」「生涯にわたる心身の健康維持」が 

あることを知っていましたか？ 

 はい（3名）  いいえ（12名） 

 

＊本日の感想をお書き下さい。（一部省略あり） 

 ♦もっと大勢の人たちに参加してもらいたい内容でした。富士市の学校給食が、自校直営で 

より良いものになるようこれからもよろしくお願いします。 

 

 ♦富士市の学校給食が、行政側と市民と共に育ってきたことがよくわかりました。清水の給 

 食の会の活動で、また色々お世話になります。 

 

 ♦富士市の給食の内容に感動！皆様の活動と想いに感動と感謝の気持ちでいっぱいです。保 

育園でも幼稚園でもこのような給食になって欲しいな。食品の放射能汚染を心配していま 

す。地産地消ならば、他市より汚染食材を食べる量は少なくて有り難いですが、静岡産の 

きのこ類（菌床栽培の「床」の汚染など）、関東産のレンコンが特に気になります。 

 

 ♦今日は素敵なお話を聞かせていただき有難うございました。私は震災後、きのこの放射能 

 汚染が気になり、市役所に問い合わせたことがあります。その時に「富士の子どもたちは 

恵まれてますよ」と、震災後すぐ椎茸の産地を変えていただけた話などを伺いました。今 

日、スライドで「学校給食を考える会」が中心となって給食をよくして下さっていること 

がわかり、感謝の気持ちでいっぱいです。国の基準もいい加減だと思うし、産地偽装も多 

く、選ぶことが難しい中で、富士市の給食はある程度守られている（時期外の野菜などは 

心配ですが）ので安心です。これからの富士の環境を守っていくことも大切と思いました。 

 

 ♦今日は有難うございました。やはり食べることは大切ですね。これからも安全安心な給食 

 を自校式で作り続けていかれるといいと思いました。 

 

♦最初から最後まで、内容の濃いお話で、勉強になりました。初めて知ったこともたくさん 

あったので、すべて覚えておけるか自信がないです。できれば動画などで撮って、YouTube 

などで upしてあるといいなと思いました。 

 

♦私は給食センターでした。子どもが 1年生の時、給食試食会に参加して とてもおいしかっ 

たです。カレーの中に、ジャガイモのかわりにさつま芋を入れて、きのこや野菜がたくさ 

ん入っていてビックリしました。
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 ♦今、子ども 2人が私立の保育園に通っています。富士市の学校給食に対する考え方、今回 

のフォーラムに参加して現場の努力、考える会の方の努力、芹澤さんのご努力に子ども達 

が守られているのだなと感謝しております。しかしながら、子ども達が通っている保育園 

では富士市が指定している業者だからといって野菜も牛乳も他県のものばかりです。3.11 

以降放射能のことが心配でなりません。未来の子ども達のためにもこの現状を変えてほし 

いです。 

  

 ♦私自身がセンター給食だったので、富士市は自校給食で温かいものは冷めず、冷たいもの 

 は冷たくおいしく食べていて子どもたちは満足なんだろうと思っていました。「地元産を使 

用しています」と献立表に記されていて、そうなんだと思って終わっていました。子ども 

達の為に生産者、流通業者、学校給食現場が密になって、はじめて素晴らしい学校給食が 

成り立っていると分かりました。が、子ども達も親も先生も知らないとおもいます。お話 

の中にもありましたが、もっとアピールして学校内でも活動して欲しいです。学校では総 

合学習があります。そのような授業で取組むのもいいかと思います。家で無農薬の野菜を 

少し作っていますが、子ども達は、「ほうれん草が甘い」「大根がシャキシャキ」と美味し 

く食べています。安全なものをたくさん食べてもらいたいです。 

 

 ♦学校給食がこんなに素晴らしいんだと、初めて知りました。もっと、富士市の人に知って 

もらえるといいのにと思いました。うちの娘は学校給食で苦手な食べ物も克服してきまし 

た。魚も苦手だったのですが「あの脂ののったサンマは最高だった」と言います。大量に 

焼くのにどうして美味しいのか知りたかったです。 

 

 ♦貴重なお話を聞けて良かったです。子ども達の給食は本当に栄養バランスがとれていて、 

子ども達も美味しいと言っている大切な事業だと思います。色々な人達や活動のお陰で成 

り立っていることがよくわかりました。この大切な事業をずっと続けていけるように、私 

達も陰ながら支えていけたらいいなと思います。また、食べる事というのは、人間が生き 

ていく上で必要不可欠なので、これからも自分の中で意識していきたいし、地元のものを 

食べるようにしたり、こういった活動や講演会にも参加出来たらいいなと思いました。 

 

 ♦私は地産地消に関して、ずっと以前より関心を持っていました。自宅でも学校でも地場産 

品というのはその土地で育った新鮮で水々しい産品が多く、かつその土地に根付いている   

ものも多いです。私の家族は、健康がとりえの家族です。朝食夕食等食事は必ずきっちり 

食べるようにしています。子ども達が健康で風邪などひかないのは、食を大切にしている 

からだと思います。なかなか忙しく毎日手をかけた食事を作ることが出来ない家庭の子ど 

も達にも、学校給食によってバランスの整った栄養を取ることが出来ればこんなに素晴ら 

しいことはないと思います。 

 

 ♦富士市の給食は、とても恵まれていると思います。学校の給食試食会に参加しましたが、 

ほぼ手作りでとても素晴らしかったです。（できれば現在測っている放射能汚染の測定値を 

1ケタ以下に下げ、調べる頻度を増やして欲しいです。せっかく作って下さった給食のため 

にもお願いしたいです。もったいないと思います）
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 ♦富士市の学校給食がすばらしいものだとわかりました。幼稚園の給食（仕出し弁当方式） 

 に不満があって幼稚園に訴えたことがあるのですが、先生とは食に対する価値観が違って 

分かってもらえず・・・。幼稚園の先生にも今回のような会に参加してもらいたいです。 

 

 ♦地場産はフードマイレージ的にも短く、新鮮!!だからおいしい。枯葉等のロスも少なく、ゴ 

ミも少なくなる。新鮮だと甘みも強く、柔らかく、加熱時間も少ないです。食育で生産者 

の話を聞くことで顔が見えることにより、子ども達の食べる気持ちも変化すると思います。 

子どもが食に対して興味を持ってもらえれば、この乱れた食生活が少しはまともになるの 

ではないかと考えます。死んだもの（加工食品やクタクタの野菜）を食べている子は、病 

気になりやすく、落ち着きがない。活き生きしたもの（手作りで新鮮な野菜）を食べてい 

る子は、活発で丈夫で元気いっぱいに育つと思っています。私たちは、ココ富士で生きて 

います。アメリカに住んでいるわけではありません。野菜もココ富士の土（ツチ）で育っ 

たものが合わないわけがありません。食べているものが、私たちそのものと考えているの 

で、自校式、地産地消を応援します。 

 

 ♦あらためて大切さに気がつきました。私が出来ること「伝えること」だと思います。現場 

の方の「想い」を知らない人に伝え、興味を持ってもらえるよう過ごしていきます。 
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富士ニュース  2013年 11月 29日（金）の記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3回 アトピー・アレルギー学習会「学校給食におけるアレルギー対応」 

 ～東京都調布市の学校給食の事故からみえるもの～ 

日程：2014年 1月 26日（日）13：00～16：00 

場所：富士市富士川ふれあいホール  講堂 

（富士市岩淵 855-39） 

定員：80名 

参加費：無料 

締切：1月 23日（当日参加も可…立席になることもあります） 

主催：生活協同組合パルシステム静岡 

共催：富士市学校給食を考える会 

問合せ・申込先：生活協同組合パルシステム静岡活動支援チーム Tel：0545-31-0011 

       （受付：月～金   9：00～18：00） 

講師 

小櫛 和子さん 

（富士市学校給食を考える会） 

保科 朗子さん 

（富士市学校給食を考える会） 

    赤城 智美さん 

（NPO法人アトピッ子地球 

  の子ネットワーク事務局長） 

学習会のお知らせ 
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公開質問状 

 

平成 25年 12月 15日告示、12月 22日投票日の富士市長選挙に向け、立候補を予定している植田

徹氏と小長井義正氏に２団体連名で、公開質問状を提出しました。公開質問状の内容と、植田徹氏、

小長井義正氏お二人からいただいた回答をご報告します。 

 

①「富士市学校給食を考える会」からの質問 

 

富士市の学校給食は、旧富士川町の 1センターを除き、富士市内全小中学校の自校直営方

式を堅持し、長年にわたって質の高い給食を提供する努力をしてきました。その甲斐あって、

中央青果、納入業者、教育委員会、担当行政課、JA、生産者、市民団体で構成されている

「富士市学校給食地場産品導入協議会」が、平成 24 年度には「地産地消優良活動表彰」で

農林水産大臣賞を受賞しました。 

経済効率を優先して、学校給食の大規模センター化や調理業務を民間委託に移行する自治

体が増える中で、教育としての学校給食の実現を目指している富士市の取組は、全国的にも

優れたものです。これからも自校直営方式の学校給食を継続していただけますか？ 

自校直営方式の学校給食を維持していくということは、老朽化した設備の修繕や備品の取

り換えに予算がかかります。かなり老朽化した水槽や釜を手当てしながら使っている現状が

あります。時には古い釜のため、酸に反応して不純物が出来てしまったというようなことも

あります。目に見えにくい細かい備品の取り換えなどに、十分な予算が配分されず、緊縮財

政の中でより厳しい現場があります。 

自校直営方式を継続するということは、財政面の手当てをしながら、学校給食をいかに有

効に「食育」の発信拠点にしていくかという政策も合わせて考えていく必要があると思いま

す。食育基本法の前文にも「食育は、知育、徳育、体育の基礎」とありますが、食育は、次

世代を担う子ども達の心と体の健全育成のために、欠くことのできないものです。 

富士市は、優れた学校給食実施自治体としての富士市の特性を活かし、今後も学校給食の

地産地消を推進し、次世代が住んでみたいまちづくりにしてほしいと願っています。 

今以上に地域を巻き込み、食教育に貢献できる学校給食にしていくために「富士市学校給食

地場産品導入協議会」に、学校教職員と生産者との研修や、農家の出前授業などの予算配分

を含め、市としてもう少し積極的に係っていただけますか？ 

 

植田徹氏からの回答 

 

今回の出馬は、現職の策定された「都市活力再生ビジョン」を受け継ぐ事を前提してのも

のです。「地産地消優良活動表彰」を受賞した当市の学校給食は全国的に見ても優れたもの

だと認識しています。 

食中毒が発生した時の事や、配送の手間、温度の低下、調理室から出る食欲を誘う匂いを

味わうことが出来なくなるセンター方式より、自校直営方式を継承したいと思っています。 
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調理した料理に、設備から異物が混入するようであれば、取り替えるのは当然です。実際

に、私が市長に就任した暁には、現場の視察をさせていただきます。 

食育基本法の「食育は、知育、徳育、体育の基礎」の他に「文化」を足したいと思ってい

ます。 

日本食が無形文化遺産に登録されました。「学校給食の目的」の中の第６項目に「我が国

や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。」があります。これからは、

私はここを強調したいと思います。 

家庭で作る料理を「家庭料理」と言います。一般的な方が抱く学校給食のイメージを変え

ていく為にも、学校で作る料理を「学校給食」ではなく、「学校料理」と表現を変え、多く

の関係者を巻き込み向上させてはいかがでしょうか。 

 

小長井義正氏からの回答 

 

   私は、富士市がこれまで学校給食の自校直営方式を堅持してきたことに対し、大変誇りに 

思ってきました。また、「富士市学校給食を考える会」の一員として、その必要性について 

学んできました。学校給食の自校直営方式は、今後とも継続すべきであると考えます。 

  食育の必要性は、私も十分認識しているつもりであります。富士地域における地産地消へ 

の取り組みも高久評価していると同時に、さらに推進していくべきであると考えます。 

  老朽化した設備の修繕や備品の取替え、学校教職員と生産者との研修や農家の出前授業の 

実施など、必要に応じて予算付けされるべきです。 

 

 

② 「富士市の火力発電所の安全対策を考える会」からの質問 

  

富士市では、王子マテリア富士工場のバイオマス燃料による新型ボイラー施設の建 

設、日本製紙鈴川工場の石炭火力発電所の建設計画が相次いで発表されました。 

富士市の経済発展に寄与する事が期待される新施設建設は、一面では大変喜ばしく、 

期待されています。反面、公害のまち富士市の記憶がよみがえり、大気汚染等への不安を訴

える住民の声も多く聞かれます。 

当然、新しい施設が建設されるときには、行政側の厳しいチェックがあり、法令に沿った

ものでなければ許可されないと思います。 

しかし、まずそのことを理解していただくための住民説明会は、行政も立ち会って丁寧に

行う必要があると考えますが、その点どの様にお考えですか？ 

また、企業は経済効率を優先するので、企業倫理をうたっていても時として法令違反を行

う事があります。そのような土壌を作らないためには、住民と適度な距離を持ち、良好な関

係で監視できるシステムが必要と考えます。  

どの様なシステムにしていくことが望ましいと考えますか？ 
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植田徹氏からの回答  

  火力発電所の燃料を大別すると、石油、石炭、天然ガスの３種類ですが、1979年に開催 

された「第 3回国際エネルギー機関（IEA）閣僚理事会」において、石油火力発電所の新設

禁止が宣言されたため、それ以降日本でも原則として石油火力発電所の新設はありません。

そのため、現在稼働している火力発電所の主燃料は、石炭と天然ガスであり、その比率はほ

ぼ同等です。 

  天然ガスは排ガスの汚染物質が少ない、また他の燃料に比べて CO２排出量が少ないなど

の利点がありますが、東日本大震災以降、価格が約 2倍に跳ね上がっています。 

  一方、石炭は安価であるが、粉塵の発生や CO２の排出量が多いという欠点があります。

粉塵の大半は集塵機で除去できるので、問題は地球温暖化の要因といわれている CO２の排

出だと思います。 

  王子マテリア富士工場は石炭に木質チップなどを混ぜたバイオマス発電、日本製紙の発電

燃料は石炭です。おそらく、天然ガスの価格上昇が燃料として石炭を選択した要因の一つで

はないかと推察します。 

  両社の計画は、発電量15万kwh以下を対象とした、環境に関する法令内での事業なので、

行政の関与に限界はありますが、市民の安全・安心を守るのは市の責務だと思います。 

  富士市内での火力発電量は 2000年がピークであり、両社の発電所が稼働してもピーク時

の約 75％と推定されています。したがって、大気汚染が極端に悪化することはないと思い

ますが、市が関与した説明会を開催し、市民が納得することが必要だと考えます。 

  監視システムについては、企業と住民が納得できる大気汚染排出物の自主規制値を設定し、

それを住民が日常的に確認できれば、住民と企業の信頼関係を築く事が出来ると思います。 

  現在、排ガスからでる CO２を吸収するだけでなく、回収した CO２を再利用することで肥

料の原料である尿素の生産やドライアイスなどにも利用できる技術を既に日本企業が開発

しています。両社の火力発電所に、この技術を組み入れることができれば、環境にやさしい

火力発電所になるのではないでしょうか。 

 

小長井義正氏からの回答 

  かつて公害という位歴史を経験してきた富士市だけに、市民の皆様の不安も当然のことで 

あると考えます。 

  法令などに沿って事業者を指導するのが行政の役割であります。その立場から住民説明会 

への立ち会いは当然であると考えます。 

  私も、「住民と適度な距離を保ち、良好な関係で監視できるシステム」は必要であると考 

えます。 

  まず「住民」の定義を明確にすることが肝要です。対象となる町内会の範囲、学校などの 

公共施設や周辺の事業所への対応など、改めて確認する必要があると思います。 

  私は、事業者と「住民」との信頼関係を築くことが最優先であると考えます。敵対する姿 

勢ではなく、まさに「良好な関係」を築くことが必要ではないでしょうか。 

  「住民」代表者との定期的な情報交換や工場視察は、安全対策協定を結んだうえで、適切 

に実施されるべきであると考えます。 


