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第 6回鳥栖市総合教育会議 議事録 

会 議 名 第 6回鳥栖市総合教育会議 

日 時 
平成 29年 5月 10日（水）  開会 午後  1時 10分 

              閉会 午後 2時 40分 

会 場 市役所 3階第 1委員会室 

公 開 ・ 非 公 開 公開 

出 席 者 

構成員：橋本市長、天野教育長、古澤教育委員、吉原教育委員、   

戸田教育委員、副田教育委員 

事務局：白水教育次長、江嵜教育総務課長、原教育総務課総務係長 

説明員：平川学校教育課長、有馬学校教育課学校教育係長、 

築地学校教育課主査 

傍 聴 1人 

協 議 事 項 ◆中学校給食について 

発 言 者 内  容 

江嵜教育総務課長 

皆さま、改めましてこんにちは。それでは定刻になりましたので、

只今より第 6 回鳥栖市総合教育会議の方を始めさせていただきま

す。本日は「中学校給食について」というようなテーマでご議論い

ただくことになっております。進行につきましては、橋本市長にお

願いすることになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

橋本市長 

はい、皆さんこんにちは。今日は総合教育会議ということでよろ

しくお願い申し上げます。今日は教育委員会教育長の方から中学校

給食についてぜひ議論をしたいということでございましたので、皆

さんの忌憚のない意見をお聞かせいただければというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

まず最初は事務局が説明します？はい、よろしくお願いします。 

平川学校教育課長 （資料に基づき説明） 

橋本市長 
はい、ありがとうございます。じゃあ教育長からまず口火を切っ

ていただければと。 

天野教育長 

この完全給食についての取組については、今課長が話したような

流れがあるんですけども、心身共に成長著しい中学生にとって健全

な食生活という健康な心身を育むための欠かせないものであると

いうことでですね。やっぱり選択制の給食から、ちょっと時期は遅

れたもののですね、この際見直すべきときが来たのではないかなあ

ということでですね。非常にいろんな課題点もあります。財源面も

あります。いろんな問題もあるんですけど、前回いろんなところで

話を聞く中で、まだ緊急性や必要性がないという、説得力も少ない
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んじゃないかなというふうなこともいろいろあるんですけども、や

はり貧困家庭じゃありませんけど、子どもたちのことを考えてやっ

ぱりきちっとした給食を、完全給食を提供する時に来てるんじゃな

いかなということで、今回市長さんの方にもこの中学校給食につい

て話をお願いしたという経緯があります。 

橋本市長 

一応今日中学校の給食をテーマにということでの背景説明等を

していただきましたけれども、あとは今日はフリーに御意見を賜れ

ばと。 

お金の話を先にしてしまうとそこで止まってしまいますので、こ

れは最後にということでございまして、いわゆる食事の、要するに

給食のあり方ということと、今あの特に国においては教育の完全無

償化をしようというような動きもございますので、その中でそこら

辺の情報は何かお持ちですか。完全無償化をしようとかっていう、

国がやってますが、そんな中で給食はどういう位置付けになってる

かということとか、もし情報がありましたらお願いします。 

天野教育長 

完全無償化ということで国の方がですね、今度は憲法を変えると

ころを含めた上でそういったことを話をしているような状況です

けども、高校まで無償化しようというような流れが来ているという

ようなこともあるんですけど、それともう１つが小学校給食・中学

校給食を無償化しようという流れが来ているのは事実だというふ

うに思ってます。一番新しいので荒尾でしたかね。荒尾市が小学校

を今年から、今年からですよね、全部無償化するという流れがあり

ました。それから県内でも幾らかそういう流れもあるということ

で、そこが非常に、義務教育の無償化とその給食の無償化が果たし

て合致するのかなというとこもあるんですけども、そういった意味

で無償化ということに対しての流れって言いますか。もっともご存

知のように上峰町の方がですね、すると言って止んでしまったとい

う経緯もあるようです。あるようですけども、そういった流れが佐

賀県の方でも出てくるんじゃないかなというふうに思っています。

以上です。 

橋本市長 
もうあとは自由討議ということで、それぞれお考えを吉原議員か

ら順にいきます。 

吉原教育委員 

はい、中学校の完全給食ということで、ま、完全給食については

ですね、反対することも自分としてはないかなと思っております。 

ただそのお金の徴収ですがね、その小学校あたりがちょっと御苦

労された集金体制っちゅうか、そういうのがちゃんと確立できれば

もう完全給食にされてもですね、いいのかなと今のところ思ってお

ります。 
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副田教育委員 

はい、私は 17年前に岡山からこちらの佐賀県に越して参りまし

た。そこでその子どもたちを育てる中で中学校は全部給食ではなく

てお弁当だったんですね。ですから幼稚園もお弁当でしたし、小学

校だけが給食で、あと中学高校とずっとお弁当づくりをしてまし

た。その時にどうしても偏ってしまうんです。子どものリクエスト

がありまして、嫌いなものは平気で残して帰ってきます。 

で、こちらにもうすぐ中学校３年生になる一番下の娘だけを連れ

て佐賀に越してきたんですが、その時に佐賀市内の城東中学校とい

う中学校が給食でして、好き嫌いがなくなりました。ですからやっ

ぱり皆と一緒に食べて同じものを食べるというのはそういった効

果があるなと。お弁当と違って良いところはそこだなと実際に感じ

ました。以上です。 

戸田教育委員 

はい、私も基本的には完全給食、望ましいなと思います。先程か

らも出ておりますとおり、食育の観点もありますし、貧困家庭の問

題もありますし、一昔前に比べてなかなかお弁当がつくれない共働

きの家庭も増えておりますので、給食という形で合わせるのがいい

んじゃないかなと思ってます。 

しかしながら、幾つか考えなきゃいけないことがあるなと思って

おりますのは、このアンケートを見ると、全ての割合で今の選択制

弁当給食よりも完全給食の方が良いって言ってる訳ではないと思

うんで、制度移行に当たっては完全給食のメリットをきちんと説明

する必要がある。両方の、何て言うんですかね、完全給食の利点等

をきちんと説明する必要があるんだろうなと。それが保護者に対し

てと子どもたちに対して、その辺の整理をする必要があるんじゃな

いかなと思います。 

もう１つは、今度完全給食になって、恐らくこの子どもたちです

ね、反対している割合の多いのは。保護者よりも、中学生あるいは

中学生になるであろう小学生と思うんですけども、彼ら彼女達に対

しては、１つは好き嫌い。お母ちゃん、お母ちゃんじゃないな。母

親がつくるお弁当だと好きな物でしてもらえるけど、給食だと嫌い

な物を食べなきゃいけないというのはあると思うんですけど、もう

１つは、おいしい給食である必要。だから、ある程度質を高めてあ

げるその努力をしなきゃいけないんじゃないかなと。それに関わる

のがどうやって業者を選定、何て言うんですかね、業者の競争性と

いうか、企業側にも努力をしてもらったり、一緒に、あるいはその

努力をするインセンティブを持たせるようなシステムに工夫しな

きゃいけないんじゃないかなと思っております。それは具体的にど

ういうふうにすればいいのかっていう、あまりあれはないんですけ
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ども。 

ということですみません、話を戻しますと、その選択弁当制から

完全給食制に移行するに当たって、両制度のメリットデメリットの

整理をした上で保護者なり子どもたちに提示をすることが大事じ

ゃないかなというふうに思います。すみません。とりあえず以上で

す。 

橋本市長 古澤委員、どうぞ。 

古澤教育委員 

鳥栖市も学校給食を始めて恐らく 55年、60年近く経過している

のかなという様に思います。そういう中で、当初の目標というのが

例えば栄養の補給とかいうことで始まったのが、時代は経過して、

現在は食育とか新たな目的も付加されてきているのかなという様

に思いますし、皆さん御存じのとおり、子どもが置かれている難し

い環境の中で朝御飯を食べてきてない。ましてや、給食を選択制で

なってきてると食べれない子どもさんもいるということで、食育の

他にプラスアルファ、また時代は当初に戻って、栄養の補給みたい

な形に戻ってきたりもしているのかなという様に思ってます。 

ですから子どもの意見も大事だけれども、保護者の意見を参考に

しながら、やはり子どもたちには、生まれてきたからには皆さん等

しくいろんな部分で受ける権利があると思ってるので、お家が、生

まれたところが貧困だからということで、そういった本人に不利益

になるようなことがあってはいけないと思うので、極力そこら辺の

手だてができるのであれば、市長さんおっしゃったように、もうつ

まるところはやるやらないというのは経費どれだけかかるかって

こと。しかし、投資してもそれに見合うだけのすぐには返ってこな

くても、子どもたちが立派に育つということが大きな財産に社会に

とってはなるんじゃないかなという様に思ってますので、極力完全

実施に向けていろんな知恵を出して取り組んでいけたらなという

様に思ってます。 

橋本市長 

ありがとうございます。幾つかいろいろ御指摘を頂戴してありが

とうございます。 

まず、今古澤さんから御指摘があった、時代的な給食の役割は何

なんだと。やはり給食は戦後の栄養失調をどうカバーするかという

ことで始まった訳で、多分戸田先生はご経験ないでしょうけど、私

の小学校の３年生までは脱脂粉乳を飲んでおりまして、４年生位に

市酪といいまして鳥栖市は酪農を推奨して乳業を始めて、牛乳給食

が始まって、牛乳とは何でこんなにおいしいんだという思いをした

世代でもありますので、その意味ではやっぱり栄養補給、最低限の。

特に貧困家庭とかで一番問題となっているのは、幼少期の基本的な
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栄養摂取ができていないことによって、脳も含め身体的な発育の基

礎ができていないということで、結果それが将来まで尾を引いてい

くということをどうするかということが指摘されてますので、そう

いう意味では、やっぱりまた改めて豊かな日本社会における給食の

役割というのはまた別にあるのかなという感じがいたします。とい

うことでまず１つ。 

それからあとおいしい給食という戸田先生から御指摘があった

んですけど、私はおいしくなり過ぎてんじゃないかという気もして

いて。やっぱりまずい飯を一緒に食う練習もいるよって。で、給食

はまずいけどお母さんのつくった御飯が一番おいしいというのが

あってもいいんじゃないかなという気がしておりますけど、まあま

あそれはあの。 

ただイギリスの事例からいうと、有名シェフがレシピをつくって

給食を食べさせたところ、成績が上がったと。要するにおいしい食

事がその子どもたちのやる気を喚起するというか、やっぱりお腹満

ちて初めて勉強にも取り組めると。お腹が満たせないまんま勉強だ

けせろという話にはならないということでもありますので、やはり

基本は幼少期の本当にベーシックな栄養摂取をどうフォローアッ

プしてあげるかということがベースにあるのかなっていう気がし

ております。 

あと選択制弁当方式というのが平成 20年からやられておりまし

て、約 10年弱でございますので、その意味では選択制弁当方式と

いうのがどうだったのかという評価はですね、やっぱり一定どこか

でやってそれを踏まえてどうするのかということがあろうかと思

います。ここの部屋には選択制弁当方式の経験者いないですよね。

いないですよね。ですから選択制弁当方式の経験者に話を聞くのが

一番いいと思うんですけれども、どうだったんだろうというのはあ

るのかなというふうに思っております。 

例えばその、事務局で把握しているかどうかわかりませんが、栄

養士から見たその栄養摂取の状況というか、あるいは保健師さんか

ら見た子どもたちの栄養摂取の状況と課題といったようなもの、何

かこれは御指摘としてあるんでしょうか。 

ケースワーカーさんとかの会議に出ると、とにかく小学校まで生

き延びてくれよと、給食始まるところまで御飯ちゃんと食べて生き

てくれよという思いを持つ子が何人かおります。正直命の心配して

いる子も何人かおります。だからある意味、小学校までたどり着い

てくれれば、給食があるので少なくとも１食は食べられると。ただ

問題は長期休暇に入るとげっそり痩せて出てくるということで、そ
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の意味では学校は休みなしのほうがいいんじゃないかという話も

あるぐらいに厳しい状況に置かれてる子もいます。ケースワーカー

会議とかで伺うとやはり、虐待の最たるものはやっぱり御飯を食べ

させない。やっぱりかなりの比率で鳥栖市内の小中学生も１日１食

の子どもが多いです、正直。だからここを、ただその何と言うんで

すかね。児童の養護施設に行った子どもの話として、養護施設、児

童相談所とかって行った子、あそこすごいよねって。１日３回も御

飯が出てきてね、専用のお布団もあるよって。もう一回行きたいっ

ていうような話が出てくるようなところで生活してる子も結構い

ると思わなければいけない。それも 100人単位でいると思わなけれ

ばいけないので、そこら辺の、そこは確か今所得によっての給食費

の無償化というのはもう実際やってますので、給食さえ食べればで

すね、１日１食は食べられる。ただ学校がある時だけということで

はありますけれども、そういう子もいるということで。本当にだか

ら今、古澤さんとか御指摘があったように二極分化が非常にはっき

り出てきておりましてという、そこの部分のフォローを重点に考え

れば、まだ少しは手の打ちようがあるのかなっていう気もしており

ます。 

ただ全体でやろうとするとものすごいお金のパワーがいります

のでありますけども、まずは子どもの貧困のところの栄養補給をど

うフォローアップできるかということが１つと、その延長の中でど

うするのかという、なんか幾つかのステップがあるんだろうなとい

うふうに思っておりますけれども。私どもばっかり言ってもしよう

がないんですが、いかがでしょうか。はい。 

天野教育長 

今、貧困といいますか、準要保護家庭等へのこういった給食等の

ちゃんと配慮があると、補助があるというようなことについては、

前おりました課長の方が、意外とその準要保護家庭が選択制の給食

を頼んでいないケースが多いというようなことがあって、調査をし

たというか調べてもらったりしたケースがあったんですけど。築地

さん、その辺ちょっと資料分かりますかね。 

築地学校教育課 

主査 
準要保護に関してはちょっとないんですけど。 

天野教育長 

意外とですね、徹底してないっていうか。準要保護の家庭は手を

挙げれば必ず、それを頼めばちゃんとやりますよって。もちろん頼

まなかったら補助はないからですね。しかしそれなのになかなか受

けてない子どもがいるという。 

築地学校教育課 

主査 

一理もしあるとするならば、アレルギー対応をちょっと中学校は

してませんので、もしかしたらアレルギーの子がいてどうしても食
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べたくても食べれないっていう子と、やっぱりどうしても不登校の

子もちょっと、準要保護に限らずですけども、ちょっとやっぱり多

いので、どうしてもそのまあ、要保護世帯もなんですけど、はい、

０円で上がってくる資料もあります。一応そんなとこですかね。 

橋本市長 

あとはお金の面から言って大変申し訳ないんですけど、選択制弁

当方式ってある意味すごく不公平なんですよ。要するにお弁当を自

宅から持ってきている方に一切補助はいってないんですね。選択制

弁当方式を選んでる子は少なくとも食材費だけいただいていて、こ

っちの工場とか工場回していくための人件費とか全部公費で負担

してますので、弁当を自分の家から持ってくる子は全部自前なんで

す、労力も含めて。 

というのがあって、その意味ではある意味で税の不均衡というか

ですね、使い道としてはちょっと偏ったやり方ではあるんですね。

だから半分の生徒さんには公費が結構潤沢に、潤沢にとは言えませ

んけど、一定補助がされていて、半分の自宅から持ってきてくる子

には一切支援はしてないよということでもありますので。だからそ

この不公平はずっと抱えつつ走ってるんですね。だからなかなかこ

れは外部からの御指摘は、そういう御指摘はないのでそのまま過ご

しておりますが、厳密に言うとそういう不公平はあるというところ

ですね。はい、どうぞ。 

古澤教育委員 

その話は時々出てて、意識の高い保護者の方は、こういう片や公

費を投入して、片や個人が負担してるじゃないかという風に言われ

た意見もあったようにも思うんですけど。そういったことがあるこ

とを分かってても、いや、自分のところには、子どもがそれがいい

んじゃないけど、子どものある程度好きそうな部分で栄養のあるよ

うな部分を愛情の表現の 1つとして、作って持たせてあげたいとい

う風な思いも一定あるのかなという様には思うところです。どちら

がどうかというと、確かにそこのところだけ見ると不公平感はどう

してもあるだろうと思いますけれども。 

それと１点、さっきの御説明の中ですぐにちょっと確認しようか

なと思ったんですけど、要保護・準要保護の家庭の方で、一部アレ

ルギーを抱えてあったり、不登校気味の子どもさんが給食を受けて

ないケースもあるんじゃないかなという様な言い方でしたけど、そ

この中で一番大事になってくるのはやはり、学校と子どもや家庭、

こういったので受けられる資格があるんだからどうですかってい

うのをしっかりとボール投げて、分かった上でうちはこうだから結

構ですということで受けてないのか。そこら辺は責めるつもりはな

いですけど、そこまでしてもらうと幾らかでも拾われる、救われる
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子どもさんが増えてくるんじゃないかなという様にチラッと感じ

ました。 

築地学校教育課 

主査 

周知に関してなんですけども、はい、ちょっとやっぱり周知不足

っていうところもちょっとありましたので、就学時健診時なおかつ

入学時にですね、はい、全員にお渡しはするようにはしております。

そこで見てる見てないをちょっと言われるとあれかもしれないん

ですけども、はい。 

そこでかなり今年に限ってかもしれないですけども、知らなかっ

た、ちょっと去年すればよかったけども今年からでもできますかっ

て形で、はい、申請が上がってきたケースもありました。以上です。 

古澤教育委員 

ちょっと対談のようになってしまいますけど、どうしてもそうい

う御家庭は日々の生活が大変で、学校からのそういうあれになかな

かきちっと目を通して投げ返すっていう部分が少ない部分がある

とかなと。それこそあのセンターなんかでも大変な思いをされてる

と思うんですけど、そこをもう一歩踏み込んでしていただくと、う

わ、知らんかった、教えてもらって助かったということも多分ある

だろうというふうに思いますので、これからまた知恵を出しながら

やっていって頂けたらありがたく思います。今日のお昼はおいしゅ

うございました。 

橋本市長 ありがとうございます。はい、どうぞ。 

天野教育長 

先程の話のつながりにもなるんですけども、結局今学校教育課と

しては、その中学校の選択制の給食の食数を増やそうということで

一生懸命昨年から取り組んでいる訳ですね。例えば、前までは補食

のことについても統一してなかったので、おにぎりば持ってきても

いいよとかそういうふうなことをきちっと伝えるとかですね。いろ

んな面で努力を重ねて、結局今ですね、ちょっと話を聞きましたら、

４月について今年は、ちょっとうちの三角栄養士のほうに聞きまし

たら、ここに資料は平成 29年度はないんですけど、聞きましたら

952名が申し込んだと、４月はですね。結局 20名、子どもたちの数

は 28年から 29年は若干減ってますけど、60名位減ってますけど、

増えてるということになると。５月は 958名位というような話も聞

きましたけども、増えてるというふうなことでですね。実際選択制

弁当給食の申し込みを増やしてっていうことでやってはいる状況

なんですね。 

こうやってどんどん増えていくと、食数も増えていくし将来的に

中学校の生徒の数も増えていく状況の中で、やっぱりこうどうして

もその限界が、今日米クックさんの方の食数も限界が見えてくる

し。そうなって前回問題になったのが、じゃあ、今まで先生方も一
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緒に頼んでいた給食を、もし千越して非常にマックスの状態になれ

ば、先生方についてはちょっと遠慮してもらおうかという話も出て

きた状況ということも、今まではなかったことなんですよね。 

しかし、これからそういったことも含めた時に、さっきも言った

ように、少しずつ考える時が近づいてきてるといいますが、そうい

うことも 1つの大きなポイントになってきてるということで、それ

なりに一生懸命努力はしてもらってます、本当に。今言った準要保

護にしても対応にしてもですね。そういうことです。以上です。 

古澤教育委員 

はい。戸田委員がさっきおっしゃった業者さんのインセンティブ

の関係ですけど、例えば日米クックさんなんかは、これは単年受注

ですかね、業務委託は。何か１年だけっていう様な感じで聞いたの

で。 

そうなってくると、例えば入札の段階で何業者ぐらいが入札に参

加されて、要するにどれだけの受けられるだけの業者さんがいるか

どうか。それと、そういう中で競っていただいた上で、どういう、

これを受けたらこういう部分がポイントがあるからとかいう様な

もっと頑張ろうかなという様な思いをプラスできるかというのを。

なかなか難しい部分があるんでしょうけど。それと例えば自分のと

ころででも、幾らかでも施設を、安全な食事ということで衛生面に

配慮して、幾らかどんなかするにしても、なかなか企業としては、

単年であれば設備投資なんかも難しい部分があるんじゃないかな

という様に思ってるんですね。 

ですからそこら辺がちょっとこう、それを単年を複数に延ばすの

がいいのかどうかは分かりませんけど、単年というのはなかなか難

しいのかなという様に思っているところです。 

原教育総務課 

総務係長 

失礼します。先程橋本市長の方から選択制弁当方式導入の経験者

はということで言われた際に言いそびれてしまったんですけども、

私が平成 15年当時教育委員会におりまして、給食問題検討委員会

の設置あたりからちょうど契約締結あたり、日米クックさんとの契

約締結あたりまで担当したことがございます。 

先程古澤委員さんの方からありました受け手の選択ですね、入札

を行いましたけれども、その前にはやはり公募をいたしておりま

す。受けていただける業者さんおられませんかということで、県内

だけではなく、近隣の市町村にあるそういう学校給食の提供をして

いただけるような企業の方にお声掛けまでさせていただいて、現場

説明の方をですね、させていただいて、今の日米クックさんの方と

契約をいたしておるところです。現場説明をさせていただいた際に

は、正確な数字はちょっと記憶しておりませんけれども、真剣に考
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えていただいている業者さんも数社ございました。今は日米クック

さんの方が受けていただいているわけですけれども、当初は別の業

者さんが落札をされました。非常に安い単価で落札をされたんです

が、衛生施設の衛生基準あたりを見てみますとどうも難しいのでは

ないかというようなことがございましたので、そちらの最初に落札

された業者さんとの契約を一旦解除をさせていただいて、それから

もう一度、施設設備で衛生基準をクリアできるような業者さんをと

いうことで、日米クックさんのほうに今契約をさせていただいてい

るところです。 

当初の契約は６年契約でしておったんですけれども、それが期間

満了になったこと、そしてそれでも給食は続けていかなくてはなら

ないという部分がありましたので、それ以降については単年度契約

で、毎年契約を更新をしてきているような状況というふうになって

おります。以上ちょっと簡単ですけども、補足して説明をさせてい

ただきます。 

橋本市長 

はい、ありがとうございます。ちょっと契約の段階では様々なや

りとりが起こって、すんなりとは決まらなかったという状況があり

ます。 

あともう１つ、私も食品製造業をずっとやってきておりますの

で、やっぱり今回この議題が出てきたのもですね、要するに今の工

場のキャパ、およそ 1,300食というふうに認識をしております。食

品製造で一番怖いのはキャパオーバーなんですよ。要するに、やっ

ぱり受け過ぎてしまうと、やっぱり１回のロットでつくれないので

２回にロットを分けてしまうと。で、１回目のロットと２回目のロ

ットで時間差が出てきますので、どうしても腐敗というトラブルの

原因になってきかねない。あるいは、要するにキャパの同じ一釜に

熱を加えるでも、適正量で熱を加えれば全部火が入るのが、少し多

めにやってしまった時に熱が入り切れなくて、それで腐敗が進むと

かですね、様々なトラブルの原因になります。これはもう基本キャ

パオーバーです。 

ですからその時に、今 1,300という数字が目の前に見え始めてき

たので、今のうちにこういった議論をさせていただいて、今後この

選択制弁当方式か、あるいは小学校でやっている、缶でお届けして

子どもたちが分ける給食方式なのか、だから弁当方式を続けた全員

弁当給食方式なのかという、そっちどうするのっていう議論も出て

くるね。 

で、今まであった中では、中学校は子どもたち、授業が結構混み

あってますので、忙しいので、完全給食化しても弁当方式で完全給
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食化すべきじゃないかと議論が。あるいはやっぱり教育上とか、あ

るいはかなり中学生になってくると食べる子と食べない子の差が

大きく開いてきますので、だったら適正量を皆で融通しながらや

る、つぎ分けてやる給食の方式の方がいいんじゃないかというよう

なこととかがありまして、じゃあどの方式をとるかによって工場の

仕様そのものが変わってくるということもありますので、ちょっと

そっちのほうの議論を１つ、やってみましょうか。 

要するに、教科方式で子どもたちがお昼休みつぎ分けて食べる小

学校の方式を中学校に持ち込むほうがいいのか、あるいは時間がな

いからもう弁当でぼんぼんと配って回収すればいいじゃないかと

いう弁当方式での完全給食がいいのかと。どういうことなんでしょ

うと。まずじゃあ教育長から。 

天野教育長 

私は中学校の経験はないんですけども、昔は附属あたりはです

ね、もうきちっと弁当方式の完全給食が行われてました。だからも

う早いんですね。もうざっとつぎ分けられて、もうさっと行って、

もう配るだけですからね。それでもう、ただそこで来て食べてしま

う。 

今の市内の小学校は全部食缶によってつぎ分けてある。おいしい

ね、また食べたい人にもう１回ついだりとか、もうそこでいろいろ

コミュニケーション生まれたりとかしながら、ワイワイ言いながら

やるような給食です。 

しかしやっぱり中学校は、今市長さんが言われたように様々な面

で校時の調整が必要だとかいうようなことも出てくるぐらいです

からね。それは確かにそうかと思いますけども、私がイメージ的に

目指すのはやっぱり中学生は中学生なりに、私も基山中学校が私の

時はなかったんですけど、今基山中も完全給食でつぎ分け型のやつ

をやってますので、私も前見に行ったことがありますけど、やっぱ

り皆が給食当番を決めて、こう分けてやって、皆がもらいに来てっ

ていう形でやってますからね。やっぱり非常に手間がかかったり時

間はかかるんだけど、そっちの方がより食育としてはいいんじゃな

いかなというふうな、そういう意識を持ってます。 

吉原教育委員 

はい、今の選択弁当制ですね、が約 10年位になるということで、

もうある程度お弁当制で定着してきているのかなということで、個

人としては時間的な猶予とかも考えて、お弁当でもう出されて、全

て終わらせるじゃないけど、そっちの方がちょっといいのかなと思

っております。ただその食缶で配ったりすると、別に何か食の時間

を何か 20分程度設けないかんちゅうのが、何か学校側と１回、前

役員しよった時に、給食にした場合の。 
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天野教育長 つぎ分けです。 

吉原教育委員 

何か別にその教育の時間じゃないけど、何かそういう時間を設け

ないかんから、そういう時間までちょっととられてしまうというこ

とで聞いたような気もしたんですが。結論的にはお弁当の方がいい

かなと思っております。 

副田教育委員 

はい。昔からその「手間暇かける」っていうような言葉もありま

すけれども、私の中ではやはりその合理化ばかりを進めることがと

ても、その時間の短縮とかそれがいい利点ももちろんあると思うん

ですけれども、私の中ではやはりそのつぎ分けてっていうのがとて

もいいかなっていうふうに思います。 

実は選択式のお弁当ということで、今読み直してる本が、「窓ぎ

わのトットちゃん」という本を読み直しているんですね。ここのと

ころで随分昔のことではありますけれども、トットちゃんが行った

学校で校長先生が、皆その貧しい時、貧しい時代ですよね。その時

に豪華なお弁当を持って来なさいって言ったのではなくて、お母さ

んに分かりやすく、海のものと山のものとを持ってらっしゃいって

言ったっていう、このページがあるんです。その海のものっていう

のは竹輪でもいいよ、山のものっていうのは海で採れない梅干しで

もいいんだよっていうそこのところで、校長先生が「さあ皆、海の

ものと山のもの、１つずつちゃんと入ってるかな」って言いながら

お弁当を見て、海のものが入ってない子にははんぺんの煮たのを１

個ポンとお鍋から置くとか、何かそういうふうな場面があって。そ

れでトットちゃんが、とても貧しい時代だったけれども豊かだった

って。皆でわいわいがやがや言いながら。トットちゃんはその時に

でんぶをかけた御飯を持っていって、これは、桜でんぶっていうの

は海のものなんだよって校長先生が言ってくれて、私はそれで海の

ものだったっていう。何かとても質素なんです。１つずつしか入っ

てないんですが、それがとても温かい感じがしていいなと思って。 

とても抽象的な言い方かもしれませんけれど、これと重ねた時

に、とてもそのお弁当ってもちろん合理的ではあるかと思うんです

けど、残せると思うんですね。蓋をこうポンとしてもう食べなけれ

ばそのまま廃棄になってしまうという。そこのところがつぎ分けで

すと、おかわりしたい人って、手挙げた子にまたこうついであげる

ことができて、何かそこのところで温かいなっていう感じがして、

私はつぎ分けのほうがいいかなというふうに思っております。以上

です。 

戸田教育委員 
僕もどちらがいいっていうのはあまり考えてはなかったんです

けども、先程副田委員が言われたとおり、お弁当だとやはり量の調
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整が難しい。今食品ロスがいろんなとこで問題になってますけど

も、そういう意味では、可能であれば食缶方式のほうがいいのかな

っていうふうに思います。教育長が今、補食でおにぎり持ってきて

もいいよっていう話は、余分に食べたい子どもの対応としてそうい

うことを言っているのに対して、食べられない子、少食の子に対し

ては多分残すしか選択がないのだったら、今現状どうなってるのか

なと思うんですけども。どの程度可能かどうか分からないんですけ

ども、その点に限定して言えば、食缶方式でできるんであればそち

らの方が望ましいのかなっていうふうに思います。以上です。 

古澤教育委員 

感想としては、皆さんおっしゃるように、私は食缶方式の方が。 

残さ、どれだけ減らすかっていうのも行政としては観点の１つで

しょうけど、つぎ分けてもらう時に、自分はこれはやっぱり好きな

もの嫌いなもの、最初から自分はこれは少なめについでという様に

話をすれば残さは減る。で、好きな人はそれをおかわりして余計に

食べたりっていうことで、そこにコミュニケーションが生まれてく

るのかなという様に思ってます。 

食育っていうのは先生がどうのこうのと言って効能を言うばか

りじゃなくて、子どもたち同士ででも、いろんな部分で広い意味の

食育はできるんじゃないかなという様に思ってます。ですから、ひ

ょっとしたらこれは期待し過ぎかもしれんけど、いじめが減少した

りとかそういった部分にまでなれればなという様に飛躍して思っ

ているところです。 

橋本市長 
ありがとうございます。今、小学校給食とか中学校給食の食物残

さの統計ってあるんですか。 

築地学校教育課 

主査 

失礼します。大まかですけども、去年が残量がですね、残量率が

15％ありました。とても多かったんですね。中学校です。小学校に

関しては３％です、はい。 

ということを聞きましたので、こちらもちょっとかなり厳しい状

態ということが分かりましたので、校長会、あと各中学校に出向き

まして、今１年生が小学校から上がったばっかりですので食べてい

るんですね、実際。でも先輩たちを見ると、結局蓋をしたら分から

ない、先生からも言われないということが分かりましたので、今声

掛けをちょっと今週してきました。ということで、全部残さず食べ

てくださいねっていうことで１年生を全部回ってるんですけど、や

っぱり今から多くなる時期かなっていうところで去年校長会にお

話をしまして、今年最初の方ですけど、昨年末は 13％までちょっと

下がりました。それでも 13％はあるんですね。なので、校長会で

10％を目標にお願いしますということで。 



14 

 

欠席の方の分はどうしてもやっぱりですね、はい。昨日中学校に

言ったんだけどやっぱり食べてない。そこの部分は良かったら申し

込んだ方でいいので食べてくださいって言ってるんですけど、やっ

ぱそこは食べさせれない。お金の問題があるからって先生が言われ

ました。だから中学校によってもちょっとまちまちなんですね。１

人位の１食分であればそんなに残はないと思うんですけど、やっぱ

り２人３人休むと、その分どうしてもやっぱり倍、倍、倍で増える

からですね。 

ちょっとあのそこの部分と、やっぱりもう一人一人がなるべく食

べる。で、もしどうしても食べれない。まあこれだけは外すってい

うところであれば、その食べる前にちょっと渡してもらうとかです

ね、はい。っていうのをちょっとお願いはしたい。してはいってい

るんですけどもなかなか現場ではちょっと難しい。 

やっぱ先生たちも、選択制なので食育で食べなさいってはなかな

か言えないっていうことの現場の声も聞きました。だから食缶式だ

と積み重ねるので、食べてないよねって、食べなさいって形では言

えると。だから完全にして食缶にしてほしいというのが現場の先生

のお話でした。以上です。 

古澤教育委員 

休みの子どもさんの部分のそれも残さの中に入れてあるんでし

ょ、今の話からすると。それを抜いたところでの割合はどれ位かと

いうのも、もしも可能であれば。 

私はその欠席した子どもさんのは残さには、結果としては残さか

もしれんけど、意志で残したんじゃなくって、だからそれは別に考

えてもいいんじゃないかなという様に思いますけどね。あまりに、

15から 13に減ったといっても、ちょっと普通考えると高いと思う

ので、そういう努力とそういう分けて考えることも必要じゃないか

なという様に思いますけどね。 

で例えば、当日の朝体調が悪くなって休みますという部分につい

てはあれですけど、何日も病気で休む、そういった部分については

給食はどうのこうのとかいうことは連絡・・・。 

築地学校教育課 

主査 

止めている子もいらっしゃいます。はい、お金がちょっと発生す

るからですね。 

古澤教育委員 
だからそこら辺をちゃんと徹底すると、その数値ももうちょっと

良くなるかなという様に思いました。 

橋本市長 

ありがとうございます。多分給食の教育的観点をどこまで求める

のかというのもあるんだろうと思うんですね。 

ある意味、さっきおいしくなり過ぎてんじゃないかという話をし

たのは、いや私の親戚の者でアメリカ人と結婚しているのがいまし



15 

 

て、バリバリのエリートなんですけど、彼らはハンバーガーと、例

えばスパゲティをですね、うちの嫁に行った方の親が何時間もかけ

て何とかソースを作ってやるよりも、キャンベルの缶スープをね、

こうやってかけるとこっちの方がおいしいっていう人なんですね。

やっぱアメリカの馬力ってどっから来るのかって、そういうものを

食べてバリバリやると。食事は栄養の補給さえできればいいと割り

切ってやってるわけで。 

だから、数百年の歴史しかないアメリカとかカナダとかあっちの

方の人とは、食の話題って一切弾まないんですよ。中国とかですね、

ヨーロッパの人とは食の話題ってものすごい弾む。やっぱり数千年

の歴史が食文化の中には必要なので。 

今の元気を見ていると、アメリカあたりのね、そういうハンバー

ガーをかじりながらバリバリ仕事をこなしていく、そういうパワー

もいるのかなという感じはしてるんですけど。だからデザートにチ

ョコレートでも出せばもう大喜びと、それでいいという人なので、

ああそういうことなんだなと思ってますけど。 

だからそこは日本人としての感性とかね、せっかく日本語取り組

んでますから、日本の伝統食を食べさせないかという話にもなって

くるんだと思いますけれども。多分日本の伝統食、我が家では、雑

談ですけど、その、「会話が弾む日本食、会話が弾まない洋食」な

んですね。洋食って作るのは時間かかるんですけど、あっという間

に食べてしまうんで会話は弾まない。和食になるとですね、箸が進

まないんで会話が弾むんですよ。大体そういう感じを持ってまし

て、伝統食になると多分給食時間も会話が弾むんだと思います。だ

からまずい是非伝統食の給食をやってみるっていう手は。皆残さは

どんどん増えると思いますけど。 

あのですね、今我が国で問題となっている食物の廃棄の問題、630

万トンですかね、あるんですね。でこれ、日本が ODAとかでやって

る食料支援で海外に持ってってる食料の倍量余ってるんですよ。そ

の４割が流通段階で廃棄されてるんですね。要するに店頭に並ぶ

前、並んだ後に廃棄されてるんですよ。要するに家庭まで行かない

間に廃棄されているんですね。そこはやっぱり皆さんが食べ物を判

別できる能力がなくなった。消費期があったらそこばっかり気にし

てしまって自分では食べ物が判別できなくなったとか、諸々の要因

があって流通段階でほぼ４割廃棄されているという状況がありま

すので、そこはそこでまた別の問題があるなと思っておりますけれ

ども。 

多分その食器の部分をどういう視点で見るかによって、その給食
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のあり様まで変わってくるんだろうなという思いがございまして、

我が鳥栖市の学校給食という立ち位置はこういう立ち位置でやる

んだ、だからこういう方式でありこういう中身であり、こういうこ

となんだ。そこら辺がないと、さっきの戸田先生からあった、何で

弁当から変えるのとか、あるいは弁当でいくのとかいう説明が多分

できないですね。そこら辺何かお考えがございます？ 

天野教育長 

戸田委員さんが言われたということですけど、選択制の弁当給食

も非常に評価を受けたというふうに思ってます。一定の評価はあっ

たと思いますよ。 

先日成章中学校にちょっと用事があって、行って給食を見てきま

したら、旧佐賀市は皆この選択制弁当をやってるんですね。東前教

育長さんと一緒になったので話をしたら、どうしますかって言った

ら、いや変えませんって言いました。なぜ変えないのって聞くと、

保護者が希望してありますからって、この弁当をつくるということ

を。パーセントにするとわずかだとは思うんですけどね。そういう

こともありましたし、ま、いろいろ大変だというふうなこともある

だろうというふうに思います。 

だからそういった意味で、今までずっとやってきました選択制の

弁当給食の評価も随分し、そして効果も上がってきたというような

ことではある。あるんですけども、やっぱり今後、日米クックとの

協議もありますし、そことの毎年更新をやってる部分を、今度はき

ちっとある程度方向性を見せる必要も、うちとしての方向性も出す

必要があるとは思うんですけども。そういった意味で、選択制から

完全というとこで１つの方向性をですね、鳥栖市の教育委員会でも

ある程度方向性を出さないと、うちとしても中期の財政あたりもき

ちっと起こすこともできませんし、いろんな面でもうやっぱり、先

の方向性を見ていく必要があるだろうというようなことで。 

さっき言いました食缶方式でしたらそんなに場所もとらなくて

いいだろうと思いますし、そういうのも含めてですね、いろんな面

で今度はたくさんの課題検討、アレルギーの問題、それから給食費

の問題。それからそうですね、地産地消の問題とかいろんな問題も

出てきますけど、そういうのも含めてからずっと検討していく中

で、ある程度方向性を決めていく時に来たと。先程とまだ同じよう

なこと言ってますけども、もう少し見直すべき時が来たのだなとい

うふうなことをとらえていいんじゃないかなというふうに思って

ますけど。ちょっとまとまらない話になりました。 

橋本市長 
はい、ちょっと言いにくい話をこれから申し上げたいと思いま

す。まず１つ、先程申し上げたように今の工場のキャパが 1,300で
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やってるということで１点。それからあともう１つ、今使っている

工場の機材、これの更新期が迫っているということがございます。

その更新期が迫っている時に今度は、今度入れる装置機械類を何食

賄えるものにするのかということを検討しなければいけない段階

が１つございます。これを、じゃあ今の弁当給食方式を継続した時

に、今の工場の大きさで何食までカバーできんのということで、拡

張が必要であれば、今実は土地はお借りしております。ＪＡさんの

土地をお借りして工場を運営させていただいてます。じゃあ拡張が

必要なのかと。でそうすると、今度は JAさんに御相談しなきゃい

けない話が出てきます。 

ということで、今後の給食の方向性をどうするかによって工場の

規模が決まり、導入すべき装置が決まるということが、そこを検討

する段階に今ちょっとあるということが１つあります。 

あるいはその、あそこの国道 3号の横にありますので、今度国道

３号の鳥栖拡幅事業をやるのね。そうすると分離帯ができますの

で、３号からの出入りが片っ方からしかできないというようなこと

があったりしますので。今は裏から入っているんで関係ないよって

いう話もありますけど、そういったことがあると。 

あともう１つは、鳥栖が鳥栖駅周辺とか市庁舎の建て替えとかご

み焼却場の建設とか新産業集積エリアとか、この 10年ぐらいで 500

～600億の事業を一遍にやりますので鼻血も出ないということがあ

りますので。そこの中で、さっき敢えて国が教育の無償化を言う、

どこまでって申し上げたのは、どこまでじゃあお金の算段ができる

んでしょうと。そんな中でどう、もし給食センターを完全給食用に

建て替えるにしてもですよ、じゃどこでそれを入れ込んでいくの

と。きっちきちなんですよね。ということで、かなりタイトなお財

布事情がございますので、その意味でちょっと大体の方向性をね、

腹に据えて、じゃあどこでこれを潜り込ませていくのかということ

がやっぱり考えなきゃいけない時期に来ているということなんで

す。本当にだからかなり財政的に厳しい中でどうこれを入れ込んで

いくのという。 

多分、その前段で鳥栖の学校給食、小・中学校の給食の立ち位置

はこういう立ち位置でこういうふうな考え方で進めていきますっ

ていうのをずっとしながら、じゃあこれこうですよねっていうこと

をしていかなければいけないのがちょっと背景にございましてで

すね。ここはまだ関係するところが非常に、受託をしてくださって

る日米クックさんとか底地を持ってるＪＡさんとか諸々の考えが

こう絡まってますんで、これはこっちで整理しなきゃいけないこと
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なんで、まあそこはお気にしていただくことはないんだろう。まあ、

ちょっとそこら辺の諸々の背景がございますということで。 

だからまあ、完全給食になると 2千数百名位を賄えるセンターが

要りますよねということになっていきます。その時にどういう方式

を採るかというので、随分工場の広さとか運搬するトラックの大き

さとか台数とか、そういったものもちょっとかなり影響してきます

のでということなんですね、はい。 

天野教育長 

教育委員会で、今日もまあこの教育委員さんに集まって、平成 27

年度も数回、完全給食に向けての話し合いをして、ちょっと現場も

見ようということで見に行ったりとかもしたような経緯もあった

んですけども、いろいろな協議を行ってきたんですけども、教育委

員会として基本方針は策定できてないんですよね。例えば、議会の

上ではその完全給食に向けてっていうようなことも言いはしてい

るものの、教育委員会の中で基本方針として何年度まで何、例えば

中学給食を実施しますとか、学校給食を活用した食育の充実を図り

ますとかいうようなきちっとした方針というのはなかったんじゃ

ないかなっていうふうに思って私は認識をしてるんですけど。 

そういった中で、やっぱり今市長さんが言われるように、様々な

うちも課題があります。財政的な問題もあるし、いかにそれを入れ

込んでいくかというふうなことで、それは今後大きな、うちの総務

課、学校教育課等も含めてですね、協議していくことなんですけど

も、やはりもうそろそろ教育委員会としても、基本方針としてやる

んですよというようなところは、それはやっぱりこう出していいの

かなと思っておりますけど、いかがなものでしょう。 

橋本市長 

原さん、その平成 15年ぐらいの議論の中で鳥栖市の給食、小学

校中学校の給食のあり方を、もう基本的な考え方、そういった議論

はなされなかったんですかね。 

原教育総務課 

総務係長 

はい、小学校に関しては現状の完全給食のままを、完全給食を堅

持していくと。中学校についてはアンケート、当時アンケート調査

等を行いまして、一番ベストなのは選択制弁当方式の給食だという

ことで、それでいくということだけ決めておりまして、その他のあ

り方あたりまでですね、整理をしたということはございませんでし

た。 

橋本市長 

はい、ありがとうございます。 

その意味ではやっぱり今ある時代背景とか、あるいはこれから考

えられる子どもたちが置かれている家庭の状況。あるいは、私たち

がその給食というのは教育の一環でいくのか、あるいはもう栄養補

給に徹するのかとか、どこら辺の立ち位置でそれをやっていくのか
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によって、やっぱりやり方が違ってくるんだろうなというふうに思

うんですけれども。 

昔教育長された方、「なんで教育委員会が飯の世話までせにゃい

かんとか」という話はありましたけど。飯は自分で食えば良かろう

もんちゅう、そりゃそうですねということなんですが。だからまあ、

ある意味もう鳥栖はシエスタを導入してお昼は御飯食べに帰ると

いうことでも面白いかなという気がします。これは非現実的な話で

しょうけれども。 

やっぱり給食においても教育の視点を持ち込んで、例えば栄養バ

ランスのことを教えるとかですよ。さっきのね、海のもの、山のも

のってございましたけど、そこもじゃあその「日本語」をせっかく

つくっておりますので、「日本語」の中で日本の人たちはこんなも

の食べてきたと。ね、弥生時代の給食とかですよ、あっても面白い

かもしれないし、1個はあれですよね。いつも申し上げてますけど、

非常食給食を年に１回はやって、数千食分のストックを持っておい

て年に１回か２回かで更新して非常食を担保していくと、子どもた

ちにも非常食を食べさせる訓練もしておくという、ここは是非どっ

かでやりたいなという気がしておりまして。 

ということで、もう多分ここまで来ると堂々巡りなんですが、一

応教育長の思いとしては完全給食化に向けて進めたいということ

と食缶方式でいくべきではないかという御指摘がございましたけ

ども、じゃあそこに対してもう１回皆さんからそれぞれ御意見をい

ただいて、今日のところはこんなところまで。多分お金は大変厳し

いということだけ。で、一応それはこっちに置いといて、我々とし

ての給食というのはこういう方向性でやっていくんだと言って、そ

の中でじゃあどこに、どこの年度からどういうことが落とし込める

のかってのを今度事務方で整理をいたしますので、そういうことで

もうひと回り御意見ちょうだいして終われればと思います。どう

ぞ。 

吉原教育委員 

はい、先程弁当式が良いということでお話ししました。何でかち

ゅうと、まあ自分が中学校時代に実際小学校のような給食食缶で出

されてまともに給食配膳したかなというのもありますし。 

要らんお世話かもしれんですけど、今の中学生がまともに配膳し

てくれれば、もう一番その食缶式の方が。 

橋本市長 だから配膳の仕方も教育だっていう。 

吉原教育委員 

うーん、そげんそこまで踏み込んで学校がしてくれれば、それは

もう私は理想と思うんですが。それを期待すれば、食缶方式の方が

もう当然良いと思いますが、当初ちょっと期待できないかなと思っ
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てお弁当方式で話しておりました。 

言うようですが、学校の方がそこまでして指導していただければ

ですね、現場の方がですね、もう完全に食缶方式の方が良いと思い

ます。はい、一応です。 

副田教育委員 

はい、私も先程申し上げましたが、食缶方式の方が良いと思いま

す。多感な年頃だとは思うんですね、特に女の子です。 

またちょっと余談になってしまうかもしれませんが、私の知り合

いが話していたのが、吐きだこがある子がいる、右の手に。ですか

ら、そこでしっかり食べたようであって、後でトイレに入って、女

の子で太るのが嫌だから食べた物をすぐ指を突っ込んで吐くと。そ

ういうふうですから拒食症、過食と拒食を繰り返すわけですけど、

結構とても真面目で完璧主義の子が多いというふうに聞きました。

その子たちは何故、アナウンサーの子なんですけれども、その子が

私もそうだったって言ったんです。それでその、私が自分がそうだ

ったから、手を見たら分かる。利き手の指を突っ込んで歯が当たる

ところに吐きだこができているって言うんです。 

だから、お弁当じゃなくてそういうふうな器に入れてもらってっ

ていうその時に学校の先生方は、特に多感な年頃の中学高校位から

始まるようですので、その吐きだこがあるかどうかっていうのをこ

う見逃さずに、そこのところでまた心のケアにつながっていくよう

な、いろんな問題が重なってはくると思うんですけど、そんな年頃

の食の問題かなというふうに思います。はい、すいません、うまく

表現できなくて。 

戸田教育委員 

はい、弁当方式か食缶方式かだけじゃなくていいんですよね。も

う１個前の話でもいいんですよね。 

選択弁当制か完全給食かの話で、小さな違いかもしれないんです

けども完全給食でないとなし得ないことが、この今日の短い議論の

中でも幾つか出てきて、貧困家庭の問題というのは、皆が強制的に

このお弁当を食べなきゃいけないんですよっていう状態があるか

らこそ食べさせてあげることができたり、先程の食品ロスの話も皆

が食べる権利があるから、権利というかお金払ってるからこそ、休

んだ子の分を皆でシェアすることができる。 

だから、パッと聞いてパッと思いつかないようなことも含めて、

完全給食のメリットっていうのはあるんだろうなと。その辺はちゃ

んと整理をすれば理解、そのう、中学生にどこまで理解してもらえ

るかどうか分からないですけども、理解はしてもらえるのかなと思

いますんで、是非その完全給食化に向けて論点整理をする時にそう

いったことを、我々だけじゃなくて説明する際にも、その作業は有
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用な作業なのかなというふうに改めて思いました。すいません、以

上です。 

古澤教育委員 

子どもたちが１日何食きちっと食事をとれてるかっていうのが

非常に気になるところです。で、食べてても孤食と言われるように、

特に夜１人で、準備してもらってるだけでもいいのかもしれない、

いい方なのかもしれませんけど、そういう心配も一方ではあるわけ

ですね。 

そういうことからすると、やはり中学校では完全給食で実施、き

ちっとした形で皆と、せめて１回位は、１日 1回位はわいわい言い

ながら食べさせるっていうのも大事じゃないかなという様に思い

ます。 

それと、教育委員会としてのウィークポイントというか、弱点が、

どうしても教育長の思いはいっぱいあっても、こうしますって言え

ないのは財政の基盤がないから。市とやりとりをして付けてもらっ

てなんぼみたいな部分があるので、これは仕方がない部分があるの

かなと思いますけど、そういう中ででも例えば言うとしたら、いつ

いつまでにこういう完全実施を目指しますぐらいは方針としては、

教育委員会の全体としての方針は持っていいのかなという様に思

いますので。 

もう本当に目の前にいろんな問題があるというのを今日の部分

で再度認識しましたので、それを踏まえた上で幾らかでも前進する

ようにしていきたいなという様に思います。 

橋本市長 

はい、ありがとうございます。それぞれ御意見等賜りましてあり

がとうございます。 

本当は食のことは家庭が担うべきものだろうと思っておりまし

て。余りにもいろんな課題をですね、学校に投げ過ぎてはいないか

といういつも反省をしながら。 

我々も非常に反省をしなきゃいけないのは、学校に投げるのが一

番楽なんですね。はい、学校にやって。何千人が聞いてくれるから。

保護者も聞いてくれると何万人じゃんっていう発想でやりますけ

れども、それで多分学校アップアップしてるんですね。だから多分、

学校の先生に配膳のところまでちゃんとチェックしてねって、先生

がうんと言うかどうかですよね。 

ということもあるし、我々はいつも学校に行って嫌々挨拶をさせ

られてますが、いつも申し上げるのはやっぱり、自立のための支援

をどこまでするんでしょうねと。将来必ず絶対１人で生きていかな

きゃいけないんで、その時に必要なことを身に付けさせるのが小中

学校ですよねと。その時に基本は自立ですと。そしてもう１つ家庭
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教育ですと。これが基本なんですよと。これは絶対揺るがせにはで

きないことだと思います。その中で足りない部分を多分サポートす

るのが学校の教育だろうと思うし、知識とか知育みたいなところが

中心になっていくと思うんですけど。その中で、あとその時代背景

としてさっきの二極化の問題があって、時代背景はこういう認識を

しておりますので、ここまでやりますというものになってくるんだ

ろうなと思っております。だから、あんまり我々がやり過ぎると自

立を妨げてしまうところもあるので、そこはやっぱり常に反芻をし

ながらやっていく必要があるんだろうというふうに思っておりま

す。 

方向性としては、大変財政は先程申し上げたように非常に厳しい

ところでありますけれども、じゃどこで、どのタイミングで入れ込

めていくのかということを、その上の事務方の方でちょっとあれこ

れやってみて、基本的に食缶方式の全面給食を小中学校やると。多

分今の小学校の給食センターにアドオンしていくというのはちょ

っと難しいと思いますので、別のセンターを、どういう形で実現し

ながらやっていくのかということで検討していくことになるのか

というふうに思いますので、一応この方向性を御了承いただけれ

ば。 

今日のこれでいいんですか。もうちょっと、もうちょっと何年頃

までに。私はそこまで責任を負えませんので。 

天野教育長 事務方とも話し合いながらですね。 

橋本市長 

ええ。かなりだからものすごいタイトな財政の縛りがありますの

で、その中でどこでどう盛り込ませるのか。あと国の学校の無償化

の部分がどうなるのかというのがちょっと気になるとこでありま

す。 

あともう１つ皆さんに是非把握をしていただきたいのが、実は今

年度予算で一番特徴的なのが民生費、いわゆる社会保障の関係が

100億円を超えました。出費の中の 43％です。これが 20年前は 30

数％でした。40年前は 17％でした。それほどやっぱり高齢化の圧

力というのはかかってきています。恐らくは鳥栖の財政の 50％、ほ

ぼ数年後に迎えると思います。その中で一番縮んだのが土木費とい

う、道路とか橋とか建物公園をいじるものなんですが、この辺が最

盛期の大体３分の１になりました。 

いわゆる団塊の世代の皆さんが２年前、平成 27年に全員 65歳に

なられて、10年後、2025年に全員 75歳以上になられると。ここで

単純に今のレベルでいくと、前期高齢者、65～74歳までの方の１人

当たり医療費が 50万です。今現在 75歳で後期高齢者の方の医療費
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が約 100万です。ですから倍増するんですね。だから、団塊の世代

の大変分厚いその皆さんが医療費倍増されると、健康保険は完全に

パンクします。 

そこに向けて、今ちょっとがん検診を無料化してどうこうってい

う手を打っていってますけど、2025年まであと 10年、25年ちょっ

とまでかな。あと 10年位はこの高齢化の圧力がものすごいかかっ

てきますのでなかなかですね。さっきの鳥栖の大きな事業費を考え

ると、なかなか回せんなと。だからその医療費を賄っていくだけで

いっぱいいっぱいかなという気がしてまして。ただ、だから鳥栖は

がん検診を無料化して。 

一番、１人のですね、人間を見ると、その人が一生涯に使う医療

費の９割は死ぬ前の５年間で使います。高額医療を受けていらっし

ゃる方は上位 2割の方が総医療費の８割を使っています。ですから

重篤な状況にならないようにさえすれば、かなり浮くんですね。だ

からもう我々の年になればいろいろ出てくるのはもうしようがな

いので、何とかつき合っていくしかない。で、ただ入院まで至らな

い、あるいは透析にまで至らないように寸止めしてあげるっていう

か、そこで何とか踏みとどまれるようなお手伝いをしていくという

ことだろうと。 

鳥栖は平成 24年～25年頃、後期高齢者のですね、１人当たり 122

万円超えてまして、全国 1位だったんです。これじゃいかんという

ことで、その検診の無料化とか諸々して、重篤な状況にならないお

手伝いを保健師が頑張ってやってくれて、１人当たり後期高齢者の

医療費５万円ということは、6千数百人いらっしゃいますので、３

億円削減できたんです。 

ですから重篤な方を、なりそうな方をできるだけ早く拾い出して

しっかりフォローアップすることで医療費を抑えつつ、じゃ、そこ

の抑えた分をどこに回すのかという努力を多分これから 10年ぐら

いは続けなきゃいけない。その中でこういう費用を生み出していく

ということになるんだろうというふうに思ってまして。そこら辺が

まだ変動要素としては一番大きいだろうということは想定をして

ますので、そこも頭に置き、これを言い始めると何もできないんで

すけど、頭に置いていただく必要があるのかなと思っております。 

是非皆さんも健康にだけはご留意いただきまして、重篤な状況に

ならないように。やっぱり透析されている方が一番、まあまあ、な

さっている方がいると大変申し訳ないですけど、やっぱり１人やっ

て 5～6百万、年間かかるんですよ。で、個人負担が 50万ぐらいし

かないので、残り全部公費負担してますので、透析の方だけで３億
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ぐらい使ってるんですね。だからその透析に、要するに糖尿病とか

そこら辺の透析が必要になりそうな方をできるだけとどめること

で随分落ちますし、いわゆるその健康寿命を長くするお手伝いをど

うするかということが。 

あと市民協働推進課とかには、病院に行くよりも楽しい公民館を

つくろうよって。あっちに行くよりかこっちに行く方が楽しいよと

いうこともあるんだろうな。というのはその、楽しい、笑っていた

だくとか動いていただくことで随分健康はカバーできますのでと

いうことで。そういった努力をしながらどう入れ込んでいくのかと

いうことで。 

それはまあ、お年を召した皆さんにも、もう俺たちは程ほどでい

いから子どもに回してやってくれということを言っていただける

ような働きかけも要るんだろうというふうに思うんですけどね。俺

たちはもう精いっぱいもらったけん、もうよかよって。だめ、私た

ちがやったからです。ね、戦争をくぐり抜けたんだろうと言われる

と、ああそうですって言うしかないんですけど。 

古澤教育委員 久留米は言われます。 

橋本市長 ああ、そうですか。 

古澤教育委員 はい。 

橋本市長 それ、ちょっと頑張ってください。 

古澤教育委員 
子どもたちに手当てしてほしいっていう思いをどの地域の人も

持っている様に聞きました。かなり保守的な地域の割には。 

橋本市長 

その意味でやっぱり、教育県佐賀をもう１回取り戻して、教育に

はもう何も惜しまず金を注ぎ込むという体制ができれば一番いい

んですけどね。ありがとうございました。 

とにかく子どもの頃の栄養摂取、これは大人になって病気になり

やすさ。この前ちょっと読んだ本で、煙草吸われる方いらっしゃい

ます？あ、煙草を吸う人はですね。 

今度京都大学と一緒に、子どもたちのマイナス１歳から 14歳ま

で、中学校卒業までの全員の健康データを集めて、その子が将来何

に気を付けなきゃいけないかを卒業の時に全員渡そうと。あともう

１つ、その地域の特性をそこから拾って、学校給食で何を気を付け

なきゃいけないかとか、そういったことまでやろうかというのを京

都大学の方と一緒にやることにしてます。 

その方の去年発表された論文で、煙草を吸う家庭で育った子ども

はその環境に適応するために自分の免疫力を半分に下げるんだそ

うです。要するに、免疫力を保っておくとそこにいられなくなって
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しまうので、免疫力を下げて環境対応して、それは一生治らんそう

です。ということで、あれです。大きくなって病気になりやすいら

しいですよ。ということで、ちょっと遅いかもしれませんけど。そ

う去年の発表論文で書かれています。 

そんなデータもいただけることになっておりまして、せめてもの

中学校卒業の健康面でのプレゼントを各個人にやって、地域として

は、どういうその免疫的な疫学的なデータを集めて健康長寿を全う

できるかという町にしていこうかということで、確か来月位ですか

ね。来月位契約をして、そこからその鳥栖にいる今マイナス１歳か

らの子どもたちのデータを全部コンピューター入れてやっていく

ことになっております。そういうことでよろしいですか。 

ということで、ちょっと後半は、なかなかですね。難しい話ばっ

かりでしたけど、是非こういう方向性で進めていくということで御

理解を賜ればと思っております。ありがとうございました。 

 


