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<活動内容>
慶熙大学フマニタスカレッジ講師
ソウル市協治諮問団
ソウル市江南区1人世帯コミュニティセンター運営委員長
ソウル市江南区青年委員会副委員長
ソウル市江南区協治委員
ソウル市東大門区まち自治センター運営委員
ソウル市麻浦区まちづくり運営委員会委員
社)モシムとサリム研究所研究企画委員
社)キャンプ専門委員
社会的企業SNソフト社外理事

<著書>
2017年「地域共生社会の実現とインクルーシブ教育システム
の構築」共著
2017年｢躍動する韓国の生涯学習－市民・地域・学び」共著

自己紹介



韓国の給食＝
小さな民主主義の決定版

：親環境無償給食



親環境無償給食
健康と環境、生態的な関係を最優先的に考慮し、
すべての食材の危害可能性について事前予防の
原則を適用して、生産・加工・流通過程が生態的・
持続可能で安全になる給食を実現する親環境給食
に必要とする経費すべてを、国または自治体が負担
すること
(ソウル市親環境無償給食条例の定義)



無償給食＝人権

根拠
1．憲法第31条3項に‘義務教育は無償にする’
2．普遍的福祉対象
：無償給食は義務教育の一部

無償給食 ⇒ 普遍給食または国民給食に



出典：イ・ビンパ報告資料引用

親環境無償給食

学校給食は教育!!

ヴィ―ガン給食の選択権保障

※ 無償給食≠無料給食=欠食支援

学校給食法 大韓民国憲法

教育基本法

放射線ゼロ学校給食

non-GMO  学校給食

ローカルフード学校給食
(⇒在来種農産物使用)

地方自治法

地域自治法規(条例)

義務教育は無償

ソウル市教育庁の5無給食（残留農薬・放射能・抗生剤・化学合成添加物・GMOのない給食



無償給食の歴史(2001年~2022年)

2002 2003 2006 2010 2017 2018 2019

学校給食法の改正と
条例制定のための
国民運動本部出帆

学校給食全国
ネットワーク
出帆

学校給食法
全面改正

ソウルの小学校
無償給食実施

ソウル城北区
小学校無償給食実施

ソウル城北区
中学校無償給食実施

ソウル城北区
小学校果物
無償給食実施

全国高校
無償給食実施

201320122011

蝋燭革命
文ゼイン政権出帆

韓米FTA
BSE問題運動

2007

住民発議条例運動

慶南居昌郡
小学校無償給食

20092008

慶南教育庁
無償給食実施

京畿道果川市
小学校無償給食実施

2001 2022

幼稚園
無償給食実施自治体給食条例

無償給食含んだ
公共給食として改正

ebinpa@naver.com

廬武鉉政権出帆

無償給食
大統領選挙
公約 子どもたちに健康を！我ら農業に希望を‼

京畿教育庁
無償給食実施

出典：イ・ビンパ報告資料引用



学校給食全国ネットワーク

＊きっかけ：学校の民主化運動と農民運動が出会い、本格化した学校給食運動

＊学校の民主化運動：1998年学校運営委員会を正常化するための活動
ー2002年4月27日「学校給食全国ネットワーク準備委員会」結成

＊農民運動： 「私たちの米を守る農業回生連帯100人100日リレー」というキャンペーン
ー学校給食に地域産の農産物の使用原則の制度化運動

＊2002年7月19日：民主労働党主催(学校給食法を改正するための討論会）
ー農協調査部、給食ネット準備委員会、全国教職員労働組合、真の教育学父母会、農業回生連帯など参加
全国レベルのネットワークの発足



無償給食の歩み

ー2003年「学校給食法の改正と条例制定のための国民運動本部」の無償給食主張

(住民発議参加者100万名以上)

ー2004年慶尚南道居昌郡の学校給食支援条例

ー2007年自治体初めて実施、慶南の基礎自治体に広がる (保守系地域)

ー2010年民主党が地方選でベンチマークして公約、教育長選挙も公約

ー2011年ソウル市の住民投票：無償給食の支援範囲

ー2011年ソウル市市長選：親環境無償給食実施派の朴ウォンスン当選



地域ワークショップ–給食運動参加要請の文書抜粋

• 子どもたちの天賦人権的基本権(幸福権、健康追求権など)はもちろん、学習権、
自治権を満たし、学校給食改善実現を通じて子どもたちの人間基本教育を学校主体
の皆が主導的に責任を持たせたい社会的合意をしようとするものです。

• 現在社会的に蔓延している競争的学習中心の学閥社会の打破。非民主的学校行政
と腐敗尺度、世界化一路の経済及び輸入開放の国家的危機を解消する最も容易で望
ましい教育参加実践内容として「学校給食改善国民運動」-親環境無償給食法改正
と条例制定運動を開始します。

• 親環境給食運動は運動方向自体が持っている意義だけでなく、学生の健康はもち
ろん、自然環境の改善や食料需給の安定と国民の高い生活の質にも寄与できる、
全社会に発展的なモチーフを提供する意味もある進歩的な運動です。

連帯 ⇒ 方向設定
代案づくり ⇒政策化 ⇒ 実践行動

制度定着 / 社会文化の正立
(公共給食、フードプラン) (共同体社会、フード統合支援センター)

子どもたちに健康を！我ら農業に希望を‼

出典：イ・ビンパ報告資料引用



学校給食の質の改善要求–原則と哲学を持った学生中心の教育として学校給食

親環境給食の国家支援

•食中毒発生=低質・輸入食品

使用の低価政策-原産地不信

•校長専横や各種不正問題

•教育的価値/哲学なし

学校給食問題 政策要求

▪良質の学校給食に転換

▪徹底的管理、参加管理拡大

▪検査/モニタリング/教育-自治

▪共同購入-直取引-支援要求

学校現場

▪教育-農業の国家責任要求

▪開放化/地方化政策に合致する

教育主権確立、食料安保、地域

農業発展=住民生活の質変化

社会変化

学校給食に関する認識と要求

安全な我が農産物食材規定と直営/無償拡大条例制定/法改正運動

•食品安全

•透明な運営管理の責任強化

•生産計画-受給安定体制化

•教育課程連携

•公的機能付与-公共性確保

生命公共財として我が農業保護拡充(学校→軍隊→病院→企業)

⇒ 地域循環農業⇒公教育正常化⇒生命中心の持続可能な未来希望
@ebinpa 出典：イ・ビンパ報告資料引用



学校給食法の改正方向の
価値と意義

学校給食法の改正

国家教育プログラムの公式化

我が農産物使用
直営原則、無償給食拡大

地域
条例
制定

健康な社会 幸せな未来 富強な大韓民国

積極支援

条例提訴
撤回

全国基礎自治体
我が農産物使用の学校給食支援
条例の制定完了

子どもたちを健康に
学校を透明に
農業農村を豊かに

福祉と平等の教育課程

公教育の正常化

地方自治・均衡発展
公機能の遂行、現物高級支援

PTA・
教師会・
学生会

PTA代表
教師代表
地域住民代表

運営委員長・校長
学校運営委員会

学校自治

教育自治

一般自治

教育庁

自治体

予算会計樹立
教育と保育、環境、福祉、
農業など一般自治行政
財政交付・財政自立

教育活かし
農業活かし
生命活かし

政府譲許案でWTO提出

出典：イ・ビンパ報告資料引用



社会アゼンダー
政治アイコン

実践市政
ガバナンス

福祉-健康
持続可能
社会基盤

教育基本権
児童人権

公教育
正常化

ebinpa@naver.com

学生中心の教育、食べ物公共性の確保
持続可能な社会への方向性の提示

児童親和都市

学校給食問題解消と食糧主権確立(学生中心教育自治)
安全な給食材料の生産と供給方向の提示(ローカルフード
システム)
地域循環型経済〮地域農業発展〮競争力強化積極対応
国際情勢による政府農政の変化
農産物(食品)流通構造改革
食育教育接近(食生活教育支援法制定)

食料主権 循環農業
フードプラン

(企画生産、ケア、分かち合い)

地域社会共同体

地方自治分権
地方均衡発展

出典：イ・ビンパ報告資料引用



ebinpa@naver.com

教育部

・給食政策樹立
・教育プログラム支援/事業補助
・小規模農村学校‐自然学校支援拡大
・食生活教育支援、職務研修強化

教育庁

・地元、旬の標準献立の提供
伝統食文化定着の教育支援

・学校支援‐指導監督
(給食評価、点検など)

・直取引活性戦略の開発
・教育、広報徹底

農林部

・品目別自給原則樹立
・農政運営計画‐契約生産農家支援制度
・多様な農業発展、地域循環農業補助
・教育支援制度化
・基礎・広域給食支援センター連携
ハブの役割
・種子確保、食品産業政策樹立
・仕事づくり、移住政策

自治体
・正しい給食支援条例の運営
・教育‐福祉業務のシステム化
・給食支援センターの設置
(情報ネットワーク)
・アメニティ活性化
・予算支援管理(指導監督)
・地域食料政策樹立

農民
・組織化
・新環境栽培
・現場教育
・生産履歴、

生産費公開

全国統合、学校NEIS資料提供

部署別業務協議、情報統合管理

教育資料提供

学校別NEIS統合内訳報告

教育資料提供
政策や予算支援

教育費特別会計

学校(直営)
・学校運営委員会(給食小
委員会)
・献立作成
・食材発注、検数など教育
主体活動力量強化
・近隣学校と共同購入推進

NEIS入力(献立、
給食費運営現況)
食材使用内訳報告

計画農政
代価支給1日教師無償給食

教育経費補助

体験教育ボランティア活動
持続的都農交流協約

代価支給
学校別NEIS統合
資料提供

買収、品質管理

代価支給

農家捜索・協議

出典：イ・ビンパ報告資料引用



子どもが病気にならない社会をつくりましょう(健康食材料)

少なくても学校給食材料は安全に(親環境大原則)

子どもの未来は′人間らしく暮らす社会, 飢えない生命中心社会‵になるように

食料主権確保/富強な大韓民国

▪ 生命-平和-持続可能な社会希望
▪ UR-WTO-FTA 圧力解消・自足社会
▪ 教育と福祉-ライフの主体的権利守り
▪ 自然循環型経済 / 農業基盤
▪ 持続可能な社会の生命公共財
▪ 農業の多元的機能の再認識

1農家1在来種責任栽培の現実化

子どもたちに健康を、我ら農業に希望を

子どもたちに健康を、我ら農業に希望を

親環境ローカル農産物使用、直営無償給食

出典：イ・ビンパ報告資料引用



②フードプラン



韓国のフードプラン

＊背景
ー輸入農食品急増に伴う国民の不安と食料安全保障の懸念、肥満などの食生活関連疾患の増加など、
さまざまな食べ物の問題
ー二極化などで食生活脆弱層の増加などにより、基本的人権として食べ物基本権（Right to Food）
保障の強化が必要
ー食生活の西洋化などに国産農産物の消費ベースの弱体化により、農業の持続可能性への懸念の増大

＊歩み
ー2009年 国内の専門家と農業界で食べ物と関連した総合戦略策定の要求
ー2015年 都市食料政策ミラノ協定（51カ国117都市）締結、6大戦略37の課題提示
ーソウルフードマスタープラン2030(‘17年)、全州市(‘15年)、完州郡(‘17年)策定
ー文・ジェイン政府農政公約(’17年4月発表)と100大国政課題(’17年7月確定、国と地域単位フードプ
ラン策定を含む)

参考。都市食料政策ミラノ協定（Milan Urban Food Policy Pact）：2015年5月～10月にミラノで国際万国博覧会が
開催された際、並行して持続可能な都市食料政策を検討する行事が実施され、この取り組みを継続し世界に発信す
るために各国の市長により署名された宣言文書である



文政権のフードプラン

3大価値 ： 食の保障(Food security)+持続可能な農業(生産)＋地域経済活性化(仕事)

＊食の保障：現在の国民と未来世代に健康と安全で環境に配慮した食べ物を持続的に供給することで
食糧安保、食の脆弱階層支援(福祉)、食育、環境保全、危機対応やリカバリー力などを包括する概念

生産 消費

持続可能性

地域社会(共同体)

生産資源(土地、水)の保全
農業(中小農、家族農)の保護
農村アメニティ資源の維持
農業の生活の質の改善
適正所得の保障

共同体性の回復
生産者と消費者の連帯
都市と農村の連帯
食べ物を通じた仕事づくり
生活の質の改善による地域消滅対応

食の脆弱階層支援
乳幼児、高齢者の栄養不均衡の解消
健康な食習慣の定着
健康な食べ物、健康な学校
食の定義を実現



分類  具体的な内容 

定義  ソウル市自治区と農村自治体がそれぞれ 1 地域ずつ契約を結んで新鮮で

安全な食材を保育園、地域児童センター、福祉施設など公共給食施設に

直取引で提供する事業 

目的  消費者は新鮮で安全な食材を得、生産者は持続可能な農業と適切な費用

が保障されることで、都市と農村が一緒に共生する関係を結び、ソウル

市民のフード基本権を実現  

運営状況  ソウル市内 25 のうち 13 の自治区に 10 の公共給食センターが運営  

-自治区公共給食センター  

:  江東区、衿川区、東北 4 区(江北区、蘆原区、道峰区、城北区の 4 つの

区が統合運営)、西大門区、銅雀区、恩平区、中浪区、松坡区、東大門

区、永登浦区 

支援現況  -支援対象：参加公共給食施設(保育園、地域児童センター、福祉施設) 

-支援金額：1 人 1 食あたり 250 ウォン(保育園基準、月 5 千ウォン) 

-支援条件：公共給食センターを通じて 60％以上購入し支援 

対象品目  ’17 年農産物⇒’18 年畜産物に拡大⇒’19 年加工食品など全食品に拡大  

2021 年      

事業費  

10,247 百万ウォン(施設賃貸料、運営費、新環境食材差額、配送料、電

算システム維持費用など) 

運営方式  自治区公共給食センターが食料の調達拠点としての役割  

安全・安定性

の確保  

-専門家・消費者が参加する価格・品質審議委員会を構成・運営  

-生産・流通・消費の 3 段階にかけて安全性検査体系の確立  

 

ソウル市の
都農共生・
公共給食



③韓国の学校給食の現況
と新環境農産物



2021学年度学校級別給食現況
’22. 2. 28. 基準

区分
学校数 学生数(千名) 運営形態

全体 給食 全体 給食 直営(％) 委託(％)

小学校

中学校

高校

特殊
学校

合計



出典：親環境農産物の学校給食への現況調査研究サービス最終報告書 2020、11

農林畜産食品部： ‘2018年新環境農産物流通実態および学校給食現況調査
ー最終消費段階の最大流通経路：学校給食(39.0%)
ー原因：食品安全に関するニーズ増加と学校給食の予算拡大
ー2010年地方選以後：無償給食の普遍化や親環境給食の拡大、
学校給食支援センター設立
ー2018年の1年間学校給食で消費した新環境農産物：79,339トン
全体学校の農産物供給量(137,558トン)の57.7%

2018～2022農業・農村及び食品産業発展5カ年計画」の重点推進課題
ー持続可能な農食品産業基盤、安全な食料供給体系の構築などに関連して
学校給食だけでなく公共給食分野まで拡大すると見込み
ー親環境農産物認証面積比率拡大 : 
4.8%(’16) → 4.9%(’17) → 4.9%(’18) → 5.2%(’19)

＊学校給食と地域農業(新環境/優秀)連携：新環境優秀農産物の給食差額支援事業



出典：2019年度学校給食実施現況(教育部、2020)

学校給食新環境農産物供給高(単位：千ウォン)

小学校 中学校 高校 特殊学校 合計(A) 広域食品費
広域農産物
使用費(B)

新環境農産
物使用比率
(A /B＊100)

広域別新環境農産物供給高産出
広域
自治体

ソウル

大田

大邱

仁川

光州

釜山

蔚山

セゾン

京畿

江原

忠北

忠南

全北

全南

慶北

慶南

ゼジュ

合計



④ソウル市親環境無償給食の実施効果



出典：ソウル市親環境無償給食の社会的・環境的効果分析(韓国有機農業学会誌v.26 no.3 , 2018년, pp.351 – 367)

ソウル市の親環境無償給食の効果(2011～2017)

１．経済的効果

＊無償給食の予算投入による産業分野別
ー生産誘発効果：3兆2964億ウォン
ー付加価値誘発効果：1兆3758億ウォン
ー就業誘発効果：年平均1万9800名
ー雇用誘発効果：年平均7千名
特に、他地域の経済に影響(3600億の生産誘発効果、1060億ウォン付加価値誘発効果）
ー親環境献立：給食品質の向上、輸入農産物の比重減少(農産物70.5%、加工食品59.7%減少)
ー農家収入：13.3％増加

２．社会的効果

ー農村体験活動や食生活教育の拡大：保護者や学生の都農交流に関心度向上正しい食習慣の確立に影響
ー新環境流通センターの運営：給食納品業者の専門性や効率性の向上や食材の安全性・品質向上・安定的
な供給体系の確立
ー学生の健康増進に寄与： 学生73.6%、保護者68.8%、栄養(教)士75.8%
ー炭素排出量の1万トン以上減少


