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宮浦委員長

それでは、只今から「第 684 回むつ市教育委員会」を開会いたします。
本日の会議録の署名についてですが、納谷委員にお願いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。

宮浦委員長

では、議事に入ります。
本日は、追加も含め、議案２件、事務局からの報告３件となっております。

●議案第１号
宮浦委員長
総務課長
宮浦委員長

委員長選挙について（総務課）

それでは、議案第１号「委員長選挙について」
、事務局の説明を求めます。
（提案理由の説明）
ただいま事務局より説明がありましたが、自選、他薦を含めてご発言をお願
いいたします。
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村中委員

宮浦委員長の続投を提案いたします。

遠島教育長

賛成。異議なし。

宮浦委員長

私の続投ということで、お話をいただきましたが、他にございませんでしょ
うか。

宮浦委員長

では、只今、指名推薦がありました、私、宮浦を当選人として定めることに
ついてご異議ありませんでしょうか。

委員長を除く

異議なし。

全委員
宮浦委員長

それでは、異議なしということで、皆様のご意見を重く受け止め、引き続き、
委員長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
力不足で、ご心配やご迷惑をおかけしていると思います。精一杯、任期を務
めますので、引き続きお力添えをよろしくお願いいたします。

事務局

事務局からですが、ただ今、委員長の再任ということでご審議いただきまし
たが、委員長職務代行者については納谷委員に努めていただいておりますが、
こちらは任期の定めがございませんことから、引き続き、納谷委員が職務代行
者でよろしいかということを委員の皆様に御確認いただきたく存じますので、
よろしくお願いいたします。

宮浦委員長

では、引き続き、納谷委員に職務代行者としてお願いしたいと思いますがよ
ろしいでしょうか。
（異議なし）

納谷委員

よろしくお願いいたします。

●議案第２号

むつ市小学生スポーツ活動連絡協議会設置要綱の制定について
（学校教育課）

宮浦委員長

それでは、次に移ります。
議案第２号「むつ市小学生スポーツ活動連絡協議会設置要綱の制定につい
て」
、事務局の説明を求めます。

学校教育課長

（提案理由及び資料の説明）
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宮浦委員長

ただいま事務局より説明がありましたが、本件についてご質問などございま
せんでしょうか。

田中委員

小学校ですよね、対象になっているのは。
自分の子供の状況しかわからないのですが、昔、卓球とかミニバスがあった
と思うし、今はサッカーがあるかもしれない。各学校にどのような活動がある
のかという現状を我々は見ることができないのですか。
例えば、小さな学校はアレがないとか、全くやっていないとか。卓球をやっ
ていない学校があるようなことも聞いているので、状況は事前にわかるのです
か。

学校教育課長

春から教育委員会の方で、各学校の聞き取りをしておりました、学校毎の部
活動、あるいはスポーツ少年団が、どのような活動をしているのか、その人数、
指導者、そういったものを全てまとめておりました。
それから、校長会の方でも同じようにまとめておりましたので、ご覧になる
ことは可能でございます。
ただ、かなり多岐にわたっております。

遠島教育長
学校教育課長
宮浦委員長

資料としてこの次の委員会にでも提出したらどうですか。
わかりました。
むつ市小学生スポーツ活動連絡協議会の参考資料で「むつ市小学校スポーツ
活動の指針の作成と周知」とあるが、例えば、小学校スポーツ活動の指針とい
うのはどういうイメージをすればよいのでしょうか。

学校教育課長

小学校のスポーツ活動において課題となっているのが、過度な練習によりま
す負担がございます。そういった部分で、指導者がきちんと配慮できるような、
そういった意味での指針を作ろうと考えておりました。

宮浦委員長

競争が激しくなるとエスカレートしてしまうので、そういったことをきちん
と作って、そして実行できるようだといいですね。

宮浦委員長

他にないようですので、議案第２号「むつ市小学生スポーツ活動連絡協議会
設置要綱の制定について」は、承認することとしてよろしいですか。
（異議なしの声）

宮浦委員長

それでは、議案第２号は、承認することといたします。

－ 3 －

●事務局からの報告事項
１．庁舎移転に伴う大畑小学校北棟の耐震診断の実施について（総務課）
宮浦委員長

次に、報告事項に移ります。
報告事項の一つ目、
「庁舎移転に伴う大畑小学校北棟の耐震診断の実施につい
て」
、事務局から説明願います。

総務課長
宮浦委員長

（資料説明）
ただ今、事務局からご説明いただきましたが、このことについて、何かご質
問などございませんでしょうか。
冬休み中に 2 日間で耐震をやるということですけども、かなり専門的な資料
が付いておりますが、よろしいでしょうか。
（質疑なし）

宮浦委員長

では、以上といたします。

２．大畑庁舎移転に関する市民説明会について（総務課）
宮浦委員長

次に、報告事項の二つ目、「大畑庁舎移転に関する市民説明会について」、事
務局から説明願います。

総務課長
宮浦委員長

（資料説明）
資料の 12 ページから 14 ページに質疑応答の内容が書いてありますが、この
ことについて、何かご質問やご意見がありましたら何かお願いします。

宮浦委員長

私も出席していたので話の内容を聞いていますが、やっぱり新しく庁舎を建
てるとかというのでないので、全体にムードが、あまり明るいというか勢いが
あるムードではないですね。情けないというか、大変な感じがあるのですが、
絶対反対とかはなく、いろんな意見がありましたけども、この線で進んでいく
のかなと思いました。地域住民の気持ちが前向きになって、さあやるぞとなる
には、もう少し時間がかかる。そういう風な雰囲気を私は感じました。
道路を改造するとか、結構大きな仕事だと思いました。
皆さんよろしいでしょうか。
事務局からなにか コメントとかありますか。
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教育部長

説明会には私が教育委員会からということで出席しております。その際、宮
浦委員長にも市民側の席にお座りいただいております。
初めて住民が聞いているということもあるのですが、賛成という意見をはっ
きりおっしゃっている方も数名おりましたし、極端にいうと、反対という意見
もございました。
ただ、全般的に見ますと、反対というのは、子供たちの安全とか、より良い
形にして欲しいという要望で終わっていたように私は受け止めております。

宮浦委員長

やはり子供を中心に、子供たちの安全が一番。子供たちを健やかにする。そ
の学校のスペースの確保は絶対補償されなければいけないということで、一番
そこが望まれることだと思います。

３．学校給食への異物混入事故について（教育部長）
宮浦委員長

次に、報告事項の三つ目、「学校給食への異物混入事故について」、事務局か
ら説明願います。

教育部長

学校給食への異物混入事故につきましては、昨日、閉会いたしました第 234
回むつ市議会定例会においても行政報告をしていることから、私から説明させ
ていただきます。
市では、各学校の中に単独調理場を 10 箇所、共同調理場を 3 箇所設置して学
校給食事業を実施しております。
この度発生したのは、大畑小学校で、12 月 11 日（月）に学校給食を食べ終わ
る頃、2 年生の児童が、当日の副食（おかず）のひじきの炒り煮を口にしたとこ
ろ、異物を感じて口から出しました。その異物は、資料の写真にありますが、
約 7mm×25mm の金属片でありました。
教育委員会がこの第一報を受けたのが、当日の午後 3 時 45 分頃になります。
正式な報告は、当日の午後 5 時頃、施設長であります大畑中学校長から文書に
よって報告を受けました。
その後、市の内部で協議した結果、今回の混入された異物は、危険異物とい
うことで、金属や硬質プラスチック、有害物質の混入が疑われた際の異臭とか
そういう物を危険異物としておりますけども、その中にある金属片であり危険
異物だったことからプレスリリースすることといたしました。その後、事務局
の方で準備を進め、当日の午後 8 時 40 分頃、むつ市政記者会の方へ情報を提供
しております。
ちなみに、この危険異物の混入は、市町村合併してからは初めての事案とな
ります。教育委員会にとって初めてのことでありまして、正直、その後の対応
に戸惑ってしまったということは否めません。プレスリリースも夜遅くなった
ことから、当日は、大畑小学校長と施設長であります大畑中学校長の 2 名にし
－ 5 －

か連絡しておりませんでした。大畑給食センターは、全部で 6 校に配送してお
りますけども、その 6 校中その他の 4 校の学校長へは、翌日の 12 日(火)に施設
長であります大畑中学校長からの連絡となっております。
また、教育委員会が事件発生翌日の 12 日（火）の朝に代替給食を決めたこと
から、外部発注が間に合わず、非常時用に備蓄していたレトルトカレーでの対
応となりました。
この大畑小学校の事故については、まず、調理場で副食の食材であります乾
燥ひじきを水洗いしていた際に、金属片を発見したということになりますけど
も、写真とは違うもう少し小さな物だったそうですが、それを発見したにもか
かわらず、調理員 3 人で協議した結果、その食材をそのまま使用したというこ
とです。
教育委員会では、むつ市学校給食異物混入対策マニュアルを配布しておりま
すが、今回、水洗いしてそのまま食材を使用してしまったことは、マニュアル
の中にあります調理作業中に発見した場合の対応に、また、全児童が、この場
合は大畑小学校の児童ですが、全部食べ終わってしまったことについては、教
室で発見した場合という対応に即しておらず、この学校給食異物混入対応マニ
ュアルに即して対応していれば、児童が口にすることがなかった、防げた事故
と判断し、大畑小学校の事故後には、この対応マニュアルの遵守を徹底するよ
う、直ぐに各学校長に連絡いたしました。
事件発生翌日の 12 日（火）の午前中には、保健所の立入調査がありまして、
調理場の設備等には問題はなかったとの報告を受けております。学校内にも、
調理場内にも同じような金属片も見つからなかったということで、保健所の立
入調査により問題がなかったと報告を受けた翌 13 日（水）から、通常の学校給
食を再開しております。
ところが、この大畑小学校の事故発生からわずか一週間後の 18 日（月）に、
再び、近川中学校の 2 年生女子生徒の給食、長いもサラダのおかずの皿の底に、
これも写真を添付しておりますが、約 10mm×12mm のホチキス針の様な物が
発見されました。
近川中学校では、マニュアルに基づき速やかに対応しておりますことから、
生徒が口にすることなく、全校生徒にも食べることを直ぐに止めさせて、共同
調理場から配送している奥内小学校と県立むつ養護学校にも直ぐに連絡してお
ります。
この事案も、危険異物、金属ということからプレスリリースを行いましたが、
近川中の場合は、混入経路が不明であるため、翌 19 日（火）から給食を止めて
おります。今回は、外部の手配ができたため、お弁当などの対応で代替給食を
行っております。
南通地区学校給食共同調理場の給食再開については、原因が究明されてから
と考えておりますが、現行のマニュアルは、異物混入の発見時の対応が主な内
容になっておりましたので、異物混入を未然に防ぐための項目を検討し、追加
で盛り込んだマニュアルを冬休み中に作成して周知徹底を図り、それまで原因
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が究明されていなかったとしても 3 学期からの再開を考えております。
最後になりますが、大畑小学校につきましては、PTA 会長が、次の日の新聞
報道を見た保護者から事情説明を求められるということが殺到したことから、
PTA 会長から学校長に対し、説明会を開催して欲しいという要望がございまし
た。それを受け、学校長から教育委員会に協力してくださいと連絡があったの
が 13 日（水）になりますけども、調理場の設置者は教育委員会であることから、
大畑給食センターから配送している全 6 校の保護者を対象に、15 日（金）の夜
に大畑公民館で保護者説明会を開催しております。説明会には、主に大畑小学
校の保護者になりますけども、あわせて 15 名が出席しております。
まず、教育委員会から事故の経緯を説明した後に、保護者の方々から質問や
意見を受けた訳ですが、事故が発生してからの対応が遅すぎるのではないか。
翌日の新聞やニュースで報道されるまで我々は知らなかった。他の児童生徒が
知らないうちに金属片は食べた可能性は考えなかったのか。児童生徒の健康面
は考えなかったのか。給食の再開は早すぎなかったか。などいろいろな意見が
出されました。
全員が参加できていないので、説明会の内容を全保護者に知らせて欲しいと
いう意見もありましたので、説明会の内容につきましては、19 日（火）に児童
生徒を通じて保護者の方々へ文書でお知らせしております。
また、当日の説明会終了後に、その場に残った複数の保護者から、全児童生
徒の健康診断をして欲しいとの要望が出され、検討事項としては持ち帰ってお
ります。後日、学校医に問い合わせしましたところ、通常であれば 2、3 日で体
外に排出されること。万が一、腸内などに残っていれば激痛を伴うことや、現
段階では健康被害が限りなく少ないため不要ではないかというご意見をいただ
いており、健康診断は行わない方向で考えておりますが、まだ、返事はしてお
りません。
以上で、異物混入についてのご報告を終わります。
宮浦委員長

ただ今事務局からの説明がありました。このことについて、何かご質問、ご
意見がありましたらお願いします。

田中委員

実をいうと、時々知っている人に頼まれて、食品業者さんにあるクレームで
写真が送られてきて、こんな物が入っていたんだけどと相談されることがあり
ます。多分、大きなメーカーさんは専門に調査するところがあるんでしょうけ
ど、小さなとこであればそんな部署もないのでということですが、実はその多
くは、歯の治療中の物が食べている時に取れて入ることがあります。実際、私
が相談されたのは金属製の物だったんですけども、それは子供ではなく大人で
したが、こんな物が入っていたとクレームがあって何だとなった時に、多分近
い物が材料にあるので、それを送って成分分析をしてもらったら、ほぼ同じ成
分の物で、治療の時に使われた物が、たまたま食べ物と一緒に噛んだ時に異物
として反応したんだと私は思っています。
－ 7 －

こういうのを見た時に、上の写真は、漁の時なんかにひじきに入っていそう
だなと見える物なんですけども、下の方は、口の中に入っていないかもしれな
いけど、たまたま服についた物がどっかから飛び込んでしまったみたいな感じ
がします。
こういうのは、成分分析はするんですか。結構それって、必要なことのよう
な気がするんですけど。
政策推進監
田中委員
政策推進監

成分分析については、両方の金属について実施しております。
最終的には、それで経路を特定することができるんですか。
今の所はどういう物なのかという分析なので、経路につきましては、保健所
で管轄している業者の方への調査をしております。

田中委員
政策推進監

それは、保健所でやるということなんですね。
経路というか、業者の物については保健所でやっていて、分析については保
健所を通して県の給食会でやっていまして、ホチキスのような物は、県の薬剤
師会の方には依頼をしているんですけども、給食会でもできそうとのことでし
たので、もしかするとそちらにお願いするかもしれませんが、いずれにしても
やることとしております。

田中委員

いろんな所から入るので、全部が全部、必ずしも調理時に入っているとは限
らないんですよね。ということです。

宮浦委員長

難しい問題ですよね。たまたまこのような出来事が続いて、大変なことなん
ですけども、大畑小学校の父兄の一部の方々が過敏ではないかなと思うんです
けども、それを過敏とも言えないですし、誠実に受け取って、誠実に対応する
という姿勢を貫かなければいけないので、大変だと思います。
私達の団塊の世代というのは、ひじきは石が入っている、昔、磯から取った
らゴミなんかがあって、洗ってはいるけどもそれが口に入る経験がある。入っ
ている物が違いますけども、時代が変わってきていることをつくづく思うんで
すけど、今、この時期に二つ重なったということで、いろんなことが大変です
けども、できる限り誠実な対応と、これから未然に防ぐということ。とりあえ
ず、今は子供たちに健康被害とか何もないということで安心ですが、これから
のことを対処するように頑張りましょう。
では、この報告は、以上といたします。
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●その他
平成 29 年度青森県学習状況調査の結果について（学校教育課）
学校教育課長
宮浦委員長

（資料の説明）
ただ今事務局からの説明がありました。このことについて、何かご質問ご意
見がありましたらお願いします。

６

宮浦委員長

ないようですので、以上といたします。

宮浦委員長

それでは、以上をもちまして、第 684 回むつ市教育委員会を閉会いたします。

議決事項

議案第１号

委員長選挙について

議案第２号

むつ市小学生スポーツ活動連絡協議会設置要綱
の制定について

７

その他会議

・・・・ 宮浦雅子委員を委員長に選任

・・・・・・・・・・・・・・・・・

承認

なし

において必
要と認めた
事項
上記の決議内容について明確にするため、むつ市教育委員会規則第２４条
８

会議録署名

の規定により署名する。
平成３０年１月２６日
教育委員会委員長

宮 浦 雅 子

会議録署名委員

納 谷 順 子

会議録作成者
教 育 長

遠 島

－ 9 －

進

