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学校給食におけるジビエ肉の活用 

 

 

工藤晴夏，斉藤萌加，佐々木捺子，佐藤歩佳，鈴木公美子，柳澤瑞希 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 ４班 

 

現在、シカやイノシシなどの野生動物が日本各地で農作物に被害を与えるだけでなく、生態系にも深刻

な影響を及ぼしている。日本政府はこの問題を解決するために様々な取り組みをしているが、解決には至

っていない。その原因の一つとして、この問題の知名度の低さがあげられる。駆除された野生動物は、多

額な税金を使ってそのままゴミとして処分されてしまっている。そこで、駆除された野生動物の肉を適切

な処理をしてジビエ肉に加工することで、需要を発生させることが解決策の一つであると考えた。また、

学校給食にジビエ肉を提供することによって、害獣問題に関係する問題への知名度を上げ、忌避や抵抗感

を和らげ、ジビエ肉の消費量を増やすことができると推測する。ここでは、ジビエ給食のメニューの考案

や試算をもとに活用の実現性について探る。 
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Ⅰ 問題の所在と背景 

近年、日本各地でクマやシカなどの動物による畑

や森林、住宅への被害が深刻化している。特に畑で

の被害は深刻であり、実際に秋田県でも北部を中心

にナシやトウモロコシのクマによる食い荒らし被

害が頻発している。害獣による農作物の被害額は

172億円だ（農林水産省,2016）。また近年では、世

界遺産である白神山地でも害獣被害が年々増加傾

向にある。青森県及び秋田県自然保護課によると、

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 1 月 20 日におけ

る目撃情報は下記（表 1）の通りであった。 

表 1 白神山地における害獣目撃数 

 白神山地周辺※１ 

 件数【件】 頭数【頭】 

青森県 16（19） 17（20） 

秋田県 28（8） 33（11） 

（）内の数値は平成 27年度  

※1 白神山地周辺…青森県鰺ヶ沢町、西目屋村、深

浦町、秋田県能代市、八峰町、藤里町の範囲 

 

秋田県は、自然保護対策として、白神山地で今後

増え続けると予測される動物たちを捕獲するため

に囲い罠や銃猟を検討する方針である。     

このような自然環境、あるいは人間の生活空間に

被害を及ぼす動物は、ほとんどの場合捕獲された後、

人間によって殺され、ゴミとして捨てられてしまう。

現状として、捕獲された野生動物が食肉として利用

されているのは現在たった約 10％である（農林水

産省,2016）。また、動物を殺す費用の他に、ゴミと

なってしまった動物を処理するのにも多くの費用

がかかる。動物を生かしたまま被害を食い止める方

法があればよいのだが、動物が増えすぎてしまった

今となっては殺処分以外不可能に近いのが現状で

ある。 

 近年、このような害獣問題が多発している主な原

因の一つとして、人間が新規に住宅地を開発しよう

として森林を伐採することが考えられる。その結果、

その森林に住んでいた動物たちは棲み家、食料もろ

とも失ってしまう。動物が食料確保のために人里に

降りてくることで食い荒らし被害や人間を襲うな

どの害獣被害が発生しているのだ。 

この問題背景から言えることは、害獣問題は人間

が自身の利益を追い求めたことから生まれた弊害

だということである。よって私たちは、害獣問題の

被害者ではなく、むしろ加害者としてこの問題に向

き合っていく必要があるのだ。 
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Ⅱ 研究仮説 

ゴミとなっている処理された動物たちをどうに

かして有効活用できないかと考えた結果、私たちは

学校給食としてジビエ肉を提供することが最善策

であるという仮説を立てた。実際に食べる前段階と

して給食だよりや総合の授業で、食育として害獣が

ただ捨てられてしまっている現状を子供たちに教

えることも加える。その理由としてジビエ肉を食べ

ることの重要性や必要性を知ることができるだけ

でなく、命をいただいて生きていることへのありが

たさを再確認することができるためである。さらに、

子供たちを通じて両親などの周りにいる大人たち

にもこの害獣問題について知ってもらえるのだ。こ

の給食だよりにジビエ肉を使ったレシピを載せる

ことも重要であると考える。ジビエ肉は一般家庭で

はなかなか扱いにくいが、レシピを知ることによっ

て扱いにくさによる抵抗感を減らすことができ、家

庭でのジビエ肉消費量の増加にもつながるのでは

ないかと考えた。前もって事実を知り、実際に食べ

ることによって、今まで害獣と呼ばれてきた動物た

ちの肉をジビエ肉として食べることへの人々の抵

抗感が減っていくと考える。 

 

Ⅲ 調査 

ジビエ肉を給食として利用していくことが実現

可能かどうかを調べるために、以下の調査を行った。 

１ 全国の主な野生鳥獣による農作物被害状況（平

成 27年度、日本ジビエ振興協会） 

２ 加工処理場の数 

３ 害獣（鹿肉）が持つ栄養価と牛肉、豚肉、鶏肉

が持つ栄養価を比較 

４ 農林水産省農村振興局環境課 捕獲・ジビエ利

用拡大推進室への質問 

５ 奈良県五條市立学校給食センターへの質問 

６ 福井県小浜市産業部農林水産課への質問 

７ 第 5 回狩猟の魅力まるわかりフォーラムへの

参加 

８ 栄養教諭への質問 

９ グローカルミーティング in 秋田市役所 

10 グローカルミーティング in 秋田南高校 

これらの調査について以下詳述する。 

 

１ 全国の主な野生鳥獣による農作物被害状況

（平成 27年度、日本ジビエ振興協会） 

表 2 

          （千 ha, 千 t, 百万円） 

 表 2より、シカとイノシシによる被害が圧倒的で、

特にシカによる被害面積は深刻である。現在、都市

化が進んでいる中で、森林地帯が減少することは容

易に予測でき、野生の動物たちの生息地の減少が里

山に及ぼす害獣被害をさらに深刻化させることが

考えられる。 

２ 加工処理場の数 

厚生労働省によると、平成 28 年 9 月時点での食

肉処理業の許可を有する野生鳥獣肉の処理施設は

全国で計 552施設。 

 552施設を通年稼働と狩猟期のみの稼働施設別に

分けた場合、狩猟期のみ稼働している施設は 257 施

設。 

 552 施設のうち、477 施設が民設民営、48施設が

公設民営、27施設が公営施設。 

３ 害獣（シカ肉）が持つ栄養価と牛肉、豚肉、

鶏肉が持つ栄養価を比較 

 表 3 より、シカ肉はその他の肉と比べて、タンパ

ク質と鉄を豊富に含んでいる。このことから、学校

給食にシカ肉を取り入れることは、小中学生に不足

しがちな鉄分を効率的に提供する一つの方法であ

ると考える。 

表 3 栄養価比較 

 シカ肉 牛肉 豚肉 鶏肉 

たんぱく質 22.3g 16.5g 19.7g 23.0g 

脂質 1.5g 26.1g 7.8g 0.8g 

炭水化物 1.5g 6.2g 0.1g 0g 

鉄 3.1ｇ 2.4g 1.1㎎ 0.2g 

ビタミン B2 0.35g 0.21g 0.28ｇ 0.11ｇ 

カロリー 110kcal 316kcal 157kcal 105kcal 

             （100ｇ当たり） 

 被害

面積 

対前

年度 

被害 

量 

対前

年度 

被害

金額 

対前 

年度 

ｼｶ 51.2 0.5 401.3 40.5 5,961 564 

ｲﾉｼｼ 9.6 0.9 36.5 5.6 5,133 344 

ｸﾏ 1.0 0.1 16.8 1.0 300 91 

ｶﾓｼｶ 0.2 0 2.2 0.6 235 15 
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４ 農林水産省農村振興局環境課 捕獲・ジビエ

利用拡大推進室への質問 

Q.捕獲鳥獣のジビエ（食肉利用）への利活用の割合 

A.平成 19 年度に市町村から聞き取りしたものでは、

約 1割程度である。 

５ 奈良県五條市立学校給食センターへの質問 

Q.ジビエ給食実施のきっかけ 

A.奈良県五條市では、平成 27 年 9 月、五條市食肉

処理加工室「ジビエ―ル五條」が建ち、この施設で、

有害獣として駆除されたイノシシやシカをジビエ

肉として処理する機械を設置し、全頭検査等の安全

な処理を行っているため、給食でも利用できないか

と、市産業環境部農林政策課より依頼があった。 

Q.ジビエ給食のメニュー 

A.・しし汁 

・しし肉入りカレーライス      

・しし肉と大根の味噌煮 

・ししミンチ肉のマーボー丼 

・ビビンバ（しし肉とゼンマイの煮つけ） 

Q.給食にするまでの工夫や苦労 

A.平成 28 年 1 月の学校給食週間中の献立として、

豚汁の豚肉の代わりにしし肉を使うことを決め、初

めて給食にジビエを取り入れるので、12 月に開催

した「1 月分給食主任者会議」で、栄養士が試作し

たしし汁を試食していただいた。  

臭みを消すためにしっかり炒め、アクが出てはい

けないので鍋からいったん取り出し、野菜等が柔ら

かくなってダシやみそを入れて味を調えてから、最

後にしし肉を入れた。また、しし肉の臭みがあって

はいけないので、豚汁の時より味噌を多めに用意し

た。 

Q.実際に食べた子供たちの反応 

A.『豚肉よりかみごたえがあっておいしい。』『もっ

と臭みがあるのかと思っていたが、全然臭くなくて

おいしい。』 

Q.肉の入手先 

A.必要量を「ジビエール五條」に依頼し、無料提供

してもらっている。 

６ 小浜市産業部農林水産課への質問 

Q.ジビエ給食実施のきっかけ 

A.平成 21 年度より福井県内で初の鳥獣対策室

（現：鳥獣害対策グループ）を設置し、有害鳥獣の

捕獲を推進していく中で、今後捕獲した個体の有効

活用が求められることを想定した結果、学校給食に

着目した。学校給食であれば、特別ジビエに関心が

なくても多くの人にジビエを味わってもらえるし、

うまくいけば定期的にジビエを給食に組み込んで

もらい、ジビエをなじみある食材にできる。また、

猟師にとっては捕獲した獣が食材として、そして子

供たちへの教材として生かされることへの喜びや、

生きがいにつながり、子供たちにとっては地域の自

然環境を理解し、食を通じた命のありがたみや人の

愛情を感じ取る力を養うきっかけとなるからであ

る。 

Q.ジビエ給食のメニュー 

A.・ジビエカレー 

 ・ジビエシチュー 

 ・ジビエサンド 

Q.給食にするまでの工夫や苦労 

A.・日本に住む獣に関する総合学習（学習の内容は

学校や学年の教育方針によって少し変えている。） 

・給食献立の作成に携わっている栄養教諭や、学

校栄養職員を対象としたジビエ料理研修会の開催。 

・ジビエ納入時の形態や鮮度判別方法、調理にお

ける留意点や衛生管理上の取り決めなどを確認し、

ジビエ料理を経験。 

・保護者に対しジビエ給食の趣旨や安全確保の取

り組みなどを事前に説明。 

・小学校教員や調理員、市の教育委員会関係者ら

と実際の給食で提供するメニューの試食会。 

Q.実際に食べた子供の反応 

A.ほとんどの児童、生徒が『おいしい』『ほかの肉

（牛肉や豚肉）とほとんど変わらない』『思ってい

たよりもずっと柔らかい』などのポジティブな感想

だった。 

中には、『牛肉よりもおいしい』『スーパーの肉コ

ーナーにおいてほしい』という意見もあった。ただ、

まれに『少し硬かった』などのネガティブな意見も

あった。 

Q.肉の入手先 

A.隣町にジビエの食肉処理加工施設がある。学校に

提供する前に大腸菌検査と含有放射能検査を行う。 

７ 第 5 回狩猟の魅力まるわかりフォーラムへ

の参加 
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2017年 7月 16日に一般社団法人秋田県猟友会主

催の第 5 回狩猟の魅力まるわかりフォーラムに参

加した。そこで出会った参加者にいくつかジビエに

ついて質問をすることができた。 

Q.秋田にイノシシやシカの肉が食べられるレスト

ラン等があったら行きたいか 

A.行きたい・・・15人 

行かない・・・14人 

Q.害獣駆除に対する抵抗感はあるか 

A.あり。害獣駆除が「命のありがたみを知る」原点

に帰ることができたら今よりも抵抗感は薄れると

思う。 

・なし。昔から日本人は狩猟していたイメージ。

今、狩猟は廃れてきているが、それが原因で害獣が

増えたと思うから特にない。 

・なし。狩猟という行為は知らない世界だから興

味はあるので特にない。だが実際狩猟するとな

ったら命を奪うという行為の重さに怯む。 

・なし。人間と動物が生活する場所の境界線をは

っきりさせることができるから特にない。 

以上の質問と、田中康弘氏の講演「マタギの特

殊性と六次産業化」から、害獣駆除が人々に与

えうるいくつかの項目があることが分かった。 

・命のありがたみを知ることができる。 

・普段関わらない狩猟という世界の知識に触れる

ことができる。 

・狩猟への関心が増えることで、猟師の人数が増

える。また、里山管理、生態系維持が推進され

る。 

８ 栄養教諭への質問 

秋田南高校栄養教諭の大門愛先生にジビエ給食

の実現についてご意見を伺ったところ、以下のよう

な回答をいただいた。 

・食肉加工処理場が秋田県内に現在ないため、ジ

ビエ給食を秋田県に提供するのはすぐには難

しい。 

・安心、安全が第一の給食を届けるには、害獣を

食肉として給食に入れるために処理方法を統

一する必要がある。 

９ グローカルミーティング in秋田市役所 

秋田市役所職員の方々にジビエ給食の実現につ

いてご意見を伺ったところ、以下のような回答をい

ただいた。 

・給食にジビエ肉を入れることが難しいのであれ

ば、社員食堂や、レストラン等で普及させたほ

うが良い。 

10 グローカルミーティング in秋田南高校 

株式会社櫻嶺ケミカル代表取締役の石上裕之氏

にジビエ給食の実現についてご意見を伺ったとこ

ろ、以下のような回答をいただいた。 

・ジビエ肉といわれる中で、シカ肉は特に脳に良

いとされる DHA（ドコサヘキサエン酸）を含ん

でいるので、給食に使う食材としては適してい

る。 

・給食としてジビエ肉を提供するには、安定供給

が成り立つことが必要だ。品質を落とさずに依

頼された分の数が一定数いなければならない。

害獣を捕り続けることによって、安定供給が望

めないほどに害獣の数が減ってしまう危険性

もある。 

以上より、ジビエ給食の普及は 

・増えすぎた害獣の有効利用法である 

・子供への「命の教育」につながるという 2点が

給食という食の学びの場において適切である

と判断し、実際に自分たちで給食のメニューを

作り、調理してその可能性をさらに探っていく

こととした。また、その料理をジビエ料理コン

テストにも応募した。 

 

Ⅳ 仮説の検証 

私たちは仮説の検証として、実際に自分たちで給

食のメニューを作り、調理して、その可能性を探る

こととした。加えて、ジビエ給食を実施する際にか

かるコストの試算を通して、ジビエ給食の実現性を

はかることとした。 

 

１ レシピ考案 

 実際にジビエを給食として提供するという想定

でメニューを考案し、その料理を日本ジビエ振興協

会主催のジビエ料理コンテストに応募した。給食部

門に応募するレシピとして「シカ肉だんご入りだま

こ汁」を作った。要領は以下の通りである。 

 

「シカ肉だんご入りだまこ鍋」 
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(1)材料 

シカ肉（モモ）ミンチ   300g  

比内地鶏スープ（濃縮 7倍）200g  

米            2合 

せり           1株 

ねぎ           1/2 本  

しらたき         100g  

ごぼう          1/2 本  

片栗粉          適量 

水            1200ml  

サラダ油          適量 

(2) 材料費 

1500÷4  1人当たり 375円  

(3) 作り方 

①シカ肉を一口サイズにまとめる。（きざみネギと

片栗粉を少量加える。） 

②フライパンにサラダ油を敷き、①のシカ肉だんご

を焼き目がつくまで焼く。（150〜160℃で 3〜5 分） 

③炊いた米を半殺し状態になるように潰す。 

④③の米を一口小サイズに丸める。 

⑤ねぎは斜め切り、ごぼうはささがき、せりは食べ

やすい大きさに 5cm間隔で切る。各野菜は水でしっ

かりと洗う。特にせりは根の部分に泥がついている

ことがあるので念入りに洗う。 

⑥鍋に比内地鶏スープと水を入れ、ごぼうを加えて

煮る。（4 分程度） 

⑦しらたきを水で茹でて下準備をする。 

⑧②④⑤⑦を⑥に入れる。 

⑨全体が煮えたら完成。 

(4) 料理時間 

60 分  

(5) 学校給食に鹿肉を取り入れる際の利点 

・シカ肉は鶏ささみと同じくらいたんぱく質と鉄

分、亜鉛が豊富であることから小、中学生が摂

りにくいと言われている鉄分を摂取しやすく、

腹持ちも良い。 

・米とシカ肉が団子状になっているため、抵抗感

は比較的少なく安全に食べることができる。 

・私たちの住む秋田の郷土料理であるだまこ鍋と

シカ肉が融合することによって、シカについて

だけでなく、郷土料理に対しても理解し、知識

を深めることができる。 

・シカ肉を利用することで子供たちが自分の食べ

ている食品が常に命をいただくことでできてい

るものだと知ることができる。 

(6) 調理する際に難しかったところ 

だまこの潰しが甘く、煮ている途中に形が崩れて

しまった。そのため念入りに潰すと良い。 

  

２ ジビエ給食の試算 

① ジビエ肉の確保にかかる費用 

・ここでは捕獲するのはニホンジカだとする。 

ⅰ）罠の場合 

・罠は 1 個 20,000 円のものを用いる。 

ⅱ）猟銃での場合 

・使用した弾は 1発で 500 円のものとし、2発使

用したとして 1,000円。 

② 食用にする際にかかる費用 

・十和田食肉センター（青森）の馬の料金を参考

とした。 

・と畜場料（使用料、と殺解体料、内臓処理量）

として 6,600円、正肉の保存には、1kg 当たり

1 円かかる。 

・したがって、7,600～26,600 円の間が頭数分、

加えて保存料がかかることになる。 

③ 肉の使用部位と使用料 

・給食で提供するシカ肉は背ロース、ヒレ、もも

肉、すね肉のひき肉で、一頭数十キロのシカか

ら食用肉として使えるのは 6.8kg（ann.Dog） 

・私たちが考案した「シカ肉だんご入りだまこ鍋」

を給食で作るとする。  

・一個 10g のシカ肉だんごを一人 4 個にする（秋

田南高校中等部の給食メニュー参照） 

・このときシカ一頭で 170 人分のだまこ鍋が賄え

る。 

④ 肉の仕入れ先と概算 

・給食を提供する地域は秋田市内とする。 

・秋田市内の小中学校の児童生徒数教職員数は合

計で 72,285 人 

・よって 72,285 人分の給食を作るのに 425 頭の

鹿が必要。 

・シカ肉は害獣被害が深刻な岩手県から購入 

・平成 30年度捕獲目標頭数は、狩猟で 600～800

頭。有害捕獲で 4,800～7,000 頭。（平成 30 年
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度シカ管理検討委員会会議結果） 

・ハンターが行うのは捕獲と血抜きのみであり、

買い取り先の食肉加工業者が皮剥ぎ・内臓除

去・解体を行う。 

・そのため実際やり取りするのは加工業者となる。 

・岩手県産のシカ肉の安全性を証明するために、

放射能検査や大腸菌検査をする必要がある。 

・イズシカ屋という野生肉加工業者から肉を仕入

れるとすると、二ホンジカひき肉 100ｇあたり

150円となり、つまり 40ｇで 60 円となる。 

 ・72,285 人分の給食を作るために肉の購入だけ

で 4,336,500 円かかる。 

⑤ ジビエ給食の調理にかかる費用 

 ・私たちが考案しただまこ鍋を作る際にかかる費

用は以下（表 4）のとおり。 

表 4 だまこ鍋にかかる費用 

材料 仕入れ値（参考） 1人当たりの費用 

だまこもち 40個 770 5個 96.2 

鶏ガラだし 1L 840 25g 21 

せり 1Kg 3,800 8g 30.4 

ねぎ 1kg 457 10g 4.5 

ごぼう 1kg 674 15g 10.1 

糸こんにゃく 500g 340 15g 10.2 

おろししょうが 1kg 2,300 3g 6.9 

濃い口しょうゆ 1.8L 320 2g 0.3 

酒 1.8L 350 2g 0.3 

みりん 1.8L 350 2g 0.3 

シカ肉団子 100g 150 40g 60 

（単位は円） 

 

 ・一人分のだまこ鍋にかかる費用は 230 円。 

 ・秋田県内の小中学校の一日あたりの平均した給

食費は、小学校で 270 円、中学校で 300円。 

 ・栄養バランスを考慮すると、だまこ鍋のほかに

も主菜、副菜、牛乳なども加わるため、給食費

はよりかさむと考えられる。 

 

Ⅴ 結論と考察 

ジビエ給食に関する検証結果から、肉を仕入れる

までに莫大な資金がかかることが分かった。また、

肉を獲得するまでの流通のルートが非常に複雑だ

ということも今回の検証で見えてきた。さらに、給

食にシカ肉を使用することで給食費の値段が割高

になってしまうことが分かった。給食に使用するジ

ビエ肉を、岩手県だけから仕入れるのは現実的では

ないため、北海道産エゾシカとニホンジカの肉を合

い挽きにした挽肉を使用することを検討すべきで

ある。 

このように、ジビエ給食の実現にはコスト面で困

難があることがわかった。しかしながら、ジビエ給

食の実現は食肉の利用率を上げるといった面から

みると、最も有効な方法だということも事実である。

よって、ジビエ給食の本格的な実現は、学校と野生

肉加工業者の連携、流通のスマート化なしではみえ

てこない。野生肉の捕獲から加工、流通までの一連

の流れを一括して担当する民間事業などが今後必

要になると考えられる。このほかの課題として、学

校給食として子供に提供する際には、野生肉を子供

に食べさせることに対する保護者の不安などが障

害となり、すぐには実現にこぎつけないと思われる。

レストランでジビエを提供するという手段もある

が、そうしてしまうとある程度興味があり、それな

りのお金を払ってでも食べたいと思う人たちにし

か広められず、新しくジビエに関心を持つ人を増や

すことは難しいと考えた。そこで私達は、ジビエを

給食として広める前段階として、比較的実現性の高

い会社の社員食堂などでジビエを提供していくこ

とを提案する。社員食堂は会社の社員や役員が頻繁

に利用することに加え、一般の人々の利用が可能な

ところもある。よってジビエに興味があるなしにか

かわらず、様々な世代、性別の人に食べてもらえる

のではないか。そうすることで、まずは大人のジビ

エに対する偏見をなくし、安全性を認知してもらう

ことにつなげたい。将来的に、給食と社員食堂での

ジビエ料理の普及を目指す。これらの 2 つを推進す

ることが、野生動物の食肉利用率を上げることにつ

ながると考えられる。 
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