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 （開会１４時３０分） 

○教育長 ただいまより、平成２９年第１２回田川市教育委員会１１月定例会を開会い

たします。日程第１「平成２９年第１１回田川市教育委員会１０月定例会会議録の承

認について」を議題とします。あらかじめ送付しておりましたが、内容、文言等につ

いて、何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

ないようですので、会議録を承認することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○教育長 ご異議なしと認めます。よって、日程第１「平成２９年第１１回田川市教育

委員会１０月定例会会議録の承認について」は、これを承認することといたします。 

  次に移ります。日程第２ 議案第２３号「平成２９年度教育費（１２月補正）予算

要求について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育部長 日程第２ 議案第２３号「平成２９年度教育費（１２月補正）予算要求に

ついて」提案説明をいたします。提案理由、本案は、平成２９年度教育費（１２月補

正）予算要求について、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１０号

の規定により教育委員会の議決を求めるものでございます。１ページをお願いいたし

ます。１、総括表でございます。計の欄をご覧ください。まず、歳入についての補正

予算の予算計上はございません。次に右の欄の歳出でございます。既決予算額２０億

８千１０５万１千円に対し、補正額は２千９３万３千円の増額となっております。補

正後の歳出合計２１億１９８万４千円でございます。２、主な増減理由でございます。

⑴の歳出におきまして学校教育課所管事業のうち事務局管理経費３４万７千円、以下

事務局関係職員の人件費に係ります時間外勤務手当の増額補正予算要求を行っており

ます。また、文化生涯学習課所管事業のうち、地区公民館建設費補助金及び石炭歴史

博物館維持管理費についての補正予算要求を行っております。なお、詳細につきまし

ては担当課長からご説明をいたします。 

○学校教育課長 それでは、学校教育課に係る１２月補正予算について説明いたします。

件数につきましては歳出が４件、債務負担行為３件の合わせて７件でございます。２

ページをお願いいたします。歳出分でございます。２款１項１８目、事務局管理経費

でございます。既定額５０２万９千円、補正額３４万７千円でございます。補正の理

由といたしましては、事務局の嘱託職員の賃金の増によるものです。本年度８月にＡ

ＬＴを新たに２名雇用しました。その受入れの準備や対応などの業務、また、その他
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の業務が見込みを超えたためでございます。補正の内訳は事務局嘱託職員の時間外見

込み分２２５時間分と１０月４日に実施しました田川地区学力向上講演会におきます

応援業務として携わった時間外見込み３５時間分でございます。続いて、２ページの

下段をお願いします。１０款１項２目、事務局職員時間外手当でございます。既定額 

２０８万２千円に対し、補正額７９万６千円でございます。補正の理由といたしまし

ては学力向上講演会の応援職員等の増による時間外勤務手当の増でございます。当初

は、１，０９４時間を組んでおりましたが、１，２２５時間見込まれたものでござい

ます。次年度につきましては、業務時間の配分や業務をスリム化するなど時間外分を

減ずる必要があるかと考えております。続きまして、３ページ上段をお願いいたしま

す。 

１０款１項２目、事務局関係職員時間外勤務手当でございます。１１万４千円の補正

額でございます。補正の理由といたしましては、当初予定になかった中学校ランチボ

ックス給食異物混入に対する保護者説明会が必要となり、それに伴う時間外勤務が増

加したのが主な理由でございます。続きまして、３ページ下段をお願いいたします。

１０款６項３目、学校給食関係職員時間外勤務手当です。既定額５万９千円に対して

補正額５万８千円でございます。補正の理由といたしましては、これもランチボック

スの異物混入問題に対処するため、保護者説明会の参加や調理工場視察などが必要に

なったためであります。補正の内訳は、平成２９年９月からの小学校給食調理業務委

託に伴い係内異動した調理員１名分の時間外勤務手当１６時間増によるものでござい

ます。続いて５ページをお願いいたします。債務負担行為として小学校教師用教科書

及び指導書購入費を計上しております。これは、平成３０年度に新たに小学校の道徳

が教科化され、教材研究の資料としての教科用図書等、教師用教科書と教師用指導書

を購入するために計上しております。限度額の積算方法につきましては、教師用教科

書等は各学年教科担任数及び特別支援学級等の必要数から算出しております。また、

平成２９年１０月１日の現在の価格は３４万８６０円でございますが、価格の決定は

平成３０年１月頃であるため、その変動を考慮し、限度額を３６万円とさせていただ

いております。表の２段目、３段目を合わせてお願いいたします。債務負担行為とし

て、デジタル教科書購入費、小学校分と同じく中学校分を計上しております。これは、

本年６月に導入いたしましたデジタル教科書は平成３１年度に小学校教科書の改訂が、

そして平成３２年度には中学校の教科書の改訂が行われるまで、それまでは１年ごと
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にライセンスを購入する必要があるために、平成３０年４月からデジタル教科書を使

用できるようにするための債務負担行為を設定するものでございます。価格の変動を

考慮し、小学校では限度額を２３０万円、中学校では限度額を１７０万としておりま

す。以上で学校教育課分の説明を終わります。 

○文化生涯学習課長補佐 文化生涯学習課に係ります公民館スポーツ係の補正予算につ

いて説明申し上げます。４ページの上段ですが、歳出で１０款５項２目、市民会館費

のうち、地区公民館建設費補助金でございます。事業費が既定額１００万円のところ、

今回、補正６１万１千円を計上しております。補正の理由といたしましては、公民館

の建設補助金の申請額の増によるものでございます。本年、猪位金３区の公民館、ま

た、文字山団地公民館から申請があった時点では、既定予算の範囲内で執行可能では

ございましたが、３番目の上弓削田の公民館が改修等により、今回、建設補助金の申

請をいただきまして、今回６１万１千円の補正額が生じたものでございます。公民館

スポーツ係につきましては、以上です。 

○文化生涯学習課長補佐 文化生涯学習課文化係の補正予算の説明をさせていただきま

す。１０款５項５目、石炭歴史博物館維持管理費でございます。産業ふれあい館の地

下に空洞を発見したことにより、その空洞を充填し、沈下により損傷した排水路等を

改修する工事を行うため補正予算を挙げさせていただいております。金額につきまし

ては、１千９００万７千円でございます。なお、詳細につきましては、日程第６ 事

務報告「田川市石炭・歴史博物館（産業ふれあい館）地盤沈下復旧工事について」に

おきまして、詳細な説明をさせていただきます。以上でございます。 

○教育長 今の説明に対してご質問、ご意見がありましたら、お願いします。 

○毛利委員 このデジタル教科書というのは、私もあまり見たことがないですが、各学

校に何台あるのですか。 

○学校教育課長 さっき見ていただいたのがデジタル教科書で、全学級使える形で配置

されます。小学校は国語全学年、それから算数の全学年、中学校につきましては、国

語、数学、英語の全学年分が今使用できる形で入っております。６月にデジタル教科

書を入れております。 

○毛利委員 これはどのようなものですか。パソコンの中に入っていてそれが表示され

るのですね。 

○学校教育課長 パソコンにインストールをして、スイッチを押せばすぐに電子黒板に
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表示されるという形になります。 

○毛利委員 猪位金学園にあるタブレットは、他の学校にはないのですね。 

○学校教育課長 あれは、まだ各学校には入れておりません。 

○毛利委員 わかりました。 

○教育長 付け加えるなら、国語、数学、英語だけではなくて理科や他の教科も入れて

もらいたいという要望は現場から出ていますが、最初なので小学校は国語と算数、中

学校は国語、数学、英語ということでしています。 

  他にありませんか。 

  ないようですので、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  異議なしと認めます。日程第２ 議案第２３号「平成２９年度教育費１２月補正予

算要求について」原案のとおり可決いたしました。 

次に移ります。日程第３ 議案第２４号「田川市指定文化財（有形文化財）の指定

について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長補佐 日程第３ 議案第２４号「田川市指定文化財（有形文化財）

の指定について」ご説明申し上げます。提案理由は、平成２９年８月２２日に開催さ

れた田川市文化財専門委員会における審議の結果、田川市指定文化財への指定に向け

た答申がなされたため、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１２号

の規定により教育委員会に議決を求めるものです。資料の３枚目をお開きください。

今回、答申されました文化財は、田川市猪国地区にある白鳥神社境内に設置されてい

る白鳥神社の石造狛犬一対でございます。資料３ページをご覧ください。指定理由と

して調査の結果、当該石造狛犬は、佐賀県多久産安山岩製の阿吽一対の石造狛犬であ

り、その特徴や大きさなどから、佐賀県八竜神社の型式に該当し、製作された時期は

江戸時代中期、１７世紀後半から１８世紀初め頃と考えられます。また当該石造は、

本市に残された石造狛犬で最古のものと位置付けられることや佐賀、肥前の流れを汲

む石造物として、本市においては当該事例のみであり信仰における豊前と肥前のつな

がりを示す貴重でまれな資料であることなどから、田川市文化財専門委員会の審議結

果を踏まえ、市指定文化財として指定すべきものとして考えております。資料４ペー

ジ以降は調査資料等を添付しております。また最終ページには現在の田川市指定文化

財の一覧を添付しております。以上で簡単ですが説明を終わります。ご審議の程よろ
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しくお願いします。 

○教育長 今の説明に対して、ご質問、ご意見ありましたら、よろしくお願いします。 

  これは今いつでも見に行けるというか外に置いてある状態ですか。 

○文化生涯学習課長補佐 白鳥神社の境内には、もう新しい獅子型の狛犬があります。

今回、発見されたこの狛犬につきましては境内にはあるんですけど、神社の裏といい

ますか、隅の方に置かれているような状態で発見されていますので、見に行こうと思

えば見に行けますが、ちょっと奥まった所に設置されているような状況です。 

○教育長 指定されたことによって設置場所を動かしたり、説明板を付けて紹介をした

りするのですか。 

○文化生涯学習課長補佐 地元の所有者の方との関係が出てくるかとは思いますが、指

定された文化財については全て案内板、解説板を設置していますので本件も案内板の

設置や見学しやすい場所への移動等、所有者と協議をしていこうと思っております。 

○教育長 今言われた佐賀藩、肥前とのつながり等は初めて知りましたので、できれば

市民に周知をしてもらって子ども達も含めて見てもらえたらと思います。  

  他に何かご質問、ご意見ありませんか。  

○毛利委員 大体、神社は狛犬と言うよりも獅子が多いですよね。田川の場合はここだ

けが狛犬なんですか。  

○文化生涯学習課学芸員 おっしゃるとおり、本来は獅子の形で日本に伝わってきたの

ですが、段々、形が変わり狛犬という名称に変わってきたのが、大体この江戸時代の

前の安土桃山時代くらいからですので、今は狛犬が各地で見られる状況です。獅子の

場合は木造ですので神社の本殿の中に置かれていましたが、石で造られた狛犬に替わ

ることにより雨や風に強くなり外に置くことができるようになりました。そういった

兼ね合いもあって狛犬に替わってきたという状況です。  

○毛利委員 安山岩と書いていますが、安山岩と言うのは火山岩ですよね。  

○文化生涯学習課学芸員 おっしゃるとおりです。  

○毛利委員 安山岩は上の方に出てくる岩だから劣化性があるのかなと思いながら聞

いていました。普通、花崗岩なら地下の深いところにあるから墓石に使うような肌理

が細かい岩ですが、安山岩は粗いでしょう。  

○文化生涯学習課学芸員 委員のおっしゃるとおりですが、佐賀の安山岩に関しては旧

石器時代に当時の人々が道具のための硬い石材として長く使っていたという特質が
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あります。その特質を生かして江戸時代以前より石像作りに使われていました。決し

て安山岩だからもろいということではなくて、佐賀の安山岩は硬かったと思っていた

だくといいかと思います。  

○教育長 これに関する質問ではありませんが、猪位金の大ヤマザクラが、何かの災害

でだめになったということが数年前にありました。天然記念物、市の指定文化財に指

定をされたら、例えばバクチノキとかクスノキ等は予算を付けて枯れたりしないよう

に保護等をするのでしょうか。  

○文化生涯学習課学芸員  

 天然記念物の植物、樹木等は現状のまま保全を図っておりますが、害虫等の被害にあ

った場合は樹木医等の方々と相談をしながら、なるべく薬等を使わない状態でそうい

ったことに影響を受けずに生育するよう見守っていくこととなっております。  

○教育長 その場合は市が中心となって管理をするのですか。それとも地域がするので

すか。 

○文化生涯学習課長補佐 一応、前回の白鳥神社のクスノキの指定の時は基本的に地元

の方に管理していただくという同意のもと、事務を進めた経緯がありますので、そこ

はケースバイケースの対応になると思います。いずれにしましても、やはり所有者と

の兼ね合いが出てきますので、一概に市が行うとか、所有者が行うとかいう判断が難

しいのでケースバイケースでやっていきたいと考えております。  

○教育長 他にご質問、ご意見等ありませんか。  

  では、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。  

（異議なしの声あり）  

  異議なしと認めます。よって日程第３ 議案第２４号「田川市指定文化財（有形文

化財）の指定について」は原案のとおり可決いたします。  

  次に移ります。日程第４ 事務報告「中学校給食における異物混入の収束方法につ

いて」を議題とします。事務局に説明を求めます。  

○学校教育課長 日程第４ 事務報告「中学校給食における異物混入の収束方法につい

て」を事務報告させていただきます。２枚目からの資料をお願いします。中学校給食

における異物混入問題に対する取り組みについて、まず、「１ 異物混入問題の原因」

でございます。４月当初から、中学校において異物混入の事案が発生しておりました

が、１学期の段階でその原因について、全て特定することはできませんでした。調理
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事業者においては、外部コンサルタントに依頼し、原因究明のための調査を行い、業

務改善を行ってきていただいたところでございます。また、教育委員会においては、

２学期以降、異物の検体検査を行った結果、調理事業者の調理施設内での混入の可能

性は、ほとんどないことが判明いたしました。以上のことから、毛髪等については、

学校環境等の問題もあると考えられ、全てについて、発生原因を特定することは非常

に困難であると判断したところでございます。「２ 今回の問題点」でございます。

異物混入事案に対する問題点については、３点であると考えています。まず、「⑴ 初

期対応の不徹底」でございます。４月当初は、異物混入があった場合、その都度、調

理事業者に現物を渡し、確認してもらい、衛生管理の徹底等を指導してきました。学

校教育課としては、学校側に異物混入の概要報告と写真の提出を依頼し、集約したも

のを調理事業者にも提供し、改善を求めるといったことに留まっていた状況でござい

ます。つまり、学校教育課の職員が学校現場に直接立ち入り、現物を確認したり、混

入の原因や要因をしっかりその時点で探ったりすることが、できていなかったという

ことがあります。結果として、異物混入の原因究明や対応の遅れにつながったと考え

ております。「⑵ 給食指導の不徹底」でございます。ランチボックス給食の開始ま

でに平成２８年度中にアレルギー対応や基本的な給食の流れ等については、事前に研

修や会議等を開催し、学校及び教育委員会が必要な対応が取れるように配慮してきま

した。しかし、それ以外の給食時のルールの徹底、あるいは食育指導の内容や指導に

ついては、教育委員会としての指導や取組が不十分であったということで、結果的に

中学校現場での十分な給食指導が行われなかったことにつながったと考えておりま

す。次に「⑶ 保護者や関係機関への情報提供の不足」、４月当初から異物混入が発

生した段階で、対応等については、保健所あるいは筑豊教育事務所等に相談し、具体

的な対応策、改善策を講じておれば、もっと早期の改善ができたのではないかと考え

ております。また、生徒や保護者に対しましても混入の状況や取組状況等、正しい情

報提供ができていれば、不安感や不信感を招くことにつながらなかったと考えていま

す。続きまして２ページをお願いします。「３ 異物混入の考え方」について、田川

市教育委員会としての考え方を整理いたしました。まず、「⑴ 異物の定義」でござ

います。１０月以降、学校現場から現物を持ち帰り、混入の状況や環境の確認、生徒

の状況等を詳しく確認し、検体検査も行ってきたところでございます。食品衛生法に

よれば、異物とは、「人の健康を損なう恐れのあるもの」と示されております。１０
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月以降、報告があったものの中に人の健康を損なうような危険物は確認されておりま

せん。しかし、今後、そういった混入がないとは断言できないことから、ちりやほこ

り、毛髪等、健康被害の恐れのないものと健康被害を起こす可能性のあるものとに分

けて対応していくことが、現実的な対応でございますし、生徒たちの過敏な反応を減

らし、楽しく食べる給食環境につながるものと考えております。危険異物といたしま

しては、そこに挙げておりますように、金属片や針金、鋭利なプラスティック片、ゴ

キブリ、ハエ、カビ等が危険物とみなしているものでございますし、非危険異物とい

たしましては、毛髪とかビニール片、繊維、プラスティック片、羽虫程度の小さな虫

等については、非危険異物と捉えているところでございます。「⑵ 学校から報告の

あった異物の集約方法について」でございます。アといたしまして、毛髪とか羽虫等

の非危険異物については、給食の交換により対応していきたいと考えております。こ

れについては、学校から挙がってきた場合は、集計自体は行いますが、公表の対象と

はいたしません。イとして金属片、針金等の危険異物は、速やかに喫食を中止し、現

物を回収したうえで検体検査を行い、集計の対象としていくということで考えており

ます。「⑶保護者等への報告方法」ですが「食育だより」を発行し、危険異物等の混

入があれば、その情報公開を今後も続けて行っていくというものでございます。「４ 

今後の給食の実施について」でございます。市として異物混入への対応を明確にし、

今後は生徒が安心して喫食できるランチボックス完全給食を続けていけるよう、調理

事業者と継続的に安全対策を講じてまいります。ただし、給食を食べられない。心理

的にどうしても食べることが難しい生徒等については、弁当持参を認めることといた

します。給食を食べられない生徒については、特別に申請書を学校に提出してもらい、

食物アレルギーでなくとも精神的、生理的に食べられない食材がある場合を広義に適

用し、「特に学校長が認める場合」として家庭からの弁当の持参を認めることとした

いと考えております。申請があった場合につきましては、アレルギー対応と同じく校

内の給食委員会で審議し、決定することとしていきたいと考えています。３ページお

願いします。「５ 安全に安心して喫食するためのこれまでの対応とこれからの対策」

でございます。「⑴安全性を確立するための方策」の「ア これまでの対応」です。

調理業者のある福岡市南区の保健福祉センターの判断・見解を整理しており、問題な

しということで報告を受けております。また、田川市保健福祉事務所の指導事項と改

善策ということで田川市の保健所にも入っていただき、中学校７校全て、調理、配膳
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室から各学級の状況を踏まえて指導を受け、そして改善策を今後も講じていく形でご

ざいます。それから給食指導内容の徹底、これが一番大事なところかと思います。中

学校の先生方へは、まだ給食が始まったばかりで十分に食育指導の中身とか意義とか

そういったことを十分に委員会として伝えきれておりませんので、そのあたりを中学

校の先生方にしっかり理解いただいて対応していくということが一番大事と考えて

いるところではございます。「イ これからの対応策」でございます。今、相談をし

ているところでございますが、（ア）といたしまして、専門の業者であるイカリ消毒

による環境改善調査・点検を行っていただきます。第三者機関の観点からの食の安全

状況の確認をしていただくことで異物混入の危険性はどうなのか、昆虫類の生息状況、

また、それが入らないような環境をどう作っていくのか。危険異物の回収方法につい

ても、より安全で安心な第三者の目からきちんとした点検改善報告を受けて行きたい

と思っております。（イ）といたしまして、継続的な安全性確認のための取組でござ

います。工場の立入検査、これにつきましては、学期に１回程度、教育委員会が臨時

的に立ち入り検査をさせていただくこと、また、検体調査につきましては、毛髪等の

成分がはっきりした分については検体として出さずに、成分が不明な異物については、

きちんと出して原因、対応を確認していくということを取り組んでいきたいと思いま

す。また、保健所の確認につきましても学期に１回程度田川保健所、南区の保健所等

に依頼して作業を行っていただきます。それから田川市教育委員会としても学校の立

寄及び検食を１０月は全ての７校につきまして、全員で毎日対応して参りましたが、

１１月から１２月にかけては教育委員会の職員が各学校を順番に回り、日替わりでの

検食、それから立寄りで状況確認をしていきたいと思っております。それから、これ

も当然でございますが各種記録簿の点検や確認、これも学期に一回程度実施

していきます。（ウ）として挙げておりますように給食点検期間の取組、１１月、 

１２月、特に冬休み期間中に入りますと工場も中学校給食の製造を中止いたしますの

で、その期間に社員研修を実施、施設の再点検を行います。学校の方では食育指導の

徹底、そして環境整備を行っていくよう考えております。予備食につきましても各校

で今、３食用意している予備食を５食に増やして、ちょっとしたほこりでもすぐ交換

して、生徒にとって安心してすぐ食べられる環境を作ってまいります。「⑵ 安心感醸

成のための対策」としまして、「ア 食育だよりの発行」、「イ 食育研修会による継続

的な指導」、「ウ 保護者及び市議会議員の試食会の実施」については、今週末から田
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川中学校を皮切りに試食会も実施するように予定しております。「エ 食育推進委員会

としての取組」について、中学校職員向けの研修会とか調理師同士の交流等を行って

いきながら、よりおいしく安全な給食を作るよう目指していきます。「オ 残量調査」、

「カ 異物混入対応マニュアルの作成」といたしまして、混入に対しての徹底した取

組を進めていくところでございます。４ページをお願いいたします。「⑶ その他」の

部分といたしまして、当面の間、中学校給食の導入に関わった職員を学校教育課給食

係と連携して取り組むように指示しております。「⑷ 今後のスケジュール」といたし

ましては、今日の定例教育委員会での報告、ご意見をいただいたあと、１１日に調理

業者である「㈱はたなか」に市長・副市長・教育長が訪問する予定です。そして校長

会、栄養教諭、関係者への周知徹底及び市議会所管委員会での報告、そして保護者へ

お知らせ等を行ってまいります。資料につきましては、５ページ以下に付けておりま

す。５ページは、「中学校における学校給食の衛生管理の指導について」という内容で

中学校長等に対して１０月６日付けで教育委員会から通知しております。その裏面の

６ページ、「中学校現場での実施状況の確認」ということで、１０月に７校に職員が入

った時の点検表でございます。７ページをお願いいたします。先程の異物混入の異物

についての定義を踏まえた上で１学期からの分を見直した形での一覧表になります。

４月に鎮西中で１件、５月に金川中で１件、計１学期には２件、９月、１０月につき

ましては、０件という状況でございます。種別につきましては１件がプラスティック

片、１件がテフロン樹脂のもので合計２点という状況でございます。８ページには 

１０月２６日に行いました筑豊教育事務所食育指導室の西村指導主事と古山栄養教諭

及び業者の立会いの中で、各種記録簿を確認いただいた際の確認書類と指摘事項等で

ございます。８～１０ページにあるように各項目での指摘を受けております。１１ペ

ージにつきましては、調理、盛り付けの状況や教育委員会で立ち入りして確認して改

善の方法でお願いしていたことです。異物混入ということだけでなく衛生管理の部分

での若干の細かな指摘と改善をお願いしてきたところです。続きまして、１２ページ

が田川薬剤師会からの指導、見解をいただいた内容になります。それから、１３ペー

ジにつきましては異物混入マニュアルで先程も言いましたように危険異物、非危険異

物に分けてどういった形で対応していくか。これを図で示したものでございます。以

上でございます。  

○教育長 今の説明に質問、ご意見等お願いします。  
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○毛利委員 ニュースでは大変な件数の混入があったと報道されましたが、その数とこ

の２件との差は何なのでしょうか。  

○学校教育課長 ニュース報道では、毛髪、小さな虫等も含めて件数を挙げていました。

１０月以降、検体検査等を行ってきましたが、例えば毛髪等については加熱処理され

てないものがたくさん出てきました。ということは、業者由来、製造過程で入ったも

のではないということになります。また、虫の混入も発生しましたが、それについて

も検体検査をいたしますと熱処理を受けてない状況です。つまり、中学校の配膳室で

再加熱をしますので、それ以降の運んでいる最中か教室なのか場所の特定は非常に難

しいですが、学校環境の中で混入したものを全て外していけば、本当の異物として捉

えられる分はプラスティック片の１件とテフロン片の１件で併せて２件という数に

整理させていただきました。  

○毛利委員 そうなると報道するに値しないような件数になってきますね。  

○学校教育課長 １０月に学校から挙がってきた件で、本当に１、２ミリほどの服の綿

ボコリのようなものがご飯の一粒に付着しているから交換してほしいというものが

ありましたが、それは異物混入ということでカウントすることは、とてもできません。

まつ毛等についても、生徒本人のものと断言することはできませんが、学校環境の中

で入ったとしか考えられない。また、それが健康被害を及ぼすものではないことは明

らかです。そして、これらほこりや小さな繊維片までも含めた物すべてをカウントし

て、異物混入物として数十件もあったとなると、生徒たちにとって「不衛生なものが

あるのではないか、この業者さんの作る弁当は安全なんだろうか。」という不安感し

か高めないことにつながると考えます。それで、そういった非危険異物は敢えて外し

ていった方がいいのではないかと思いますし、その方が子ども達の健康を守るという

意味からも心の安定を図るという意味からも必要だろうということで精査しました。 

○毛利委員 ということは、ニュースが先走りしすぎたということですね。  

○学校教育課長 私どもが、反省点で挙げておりますように十分な検査や状況確認をそ

の時点でしていれば、「いや、本当の異物混入はこの２件です。」ということで当初に

説明することができました。「虫の混入がありました。混入の場所やタイミング等は

わかりませんが、とりあえず学校から挙がってきた何かが混入していたという報告は、

全部で４０数件でした。」という私どもの情報の提供の仕方が、不適切であったこと

が一番の大きな反省点でございます。  
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○河底委員 今、子ども達は楽しく安全な給食、ランチボックスを食べられているんで

すよね。 

○学校教育課長 今日も学校現場を見てまいりましたが、本当に普通に食事として、「今

日のおかずおいしいね。」とか「これ好きだよ。」とかいう感じで食べています。ただ、

各中学校の保護者説明会でも一部出されましたが、「子ども自身が心理的な不安を抱

えて、どうも、匂いを嗅ぐだけでご飯が食べられない。だから家からわざわざごはん

を持ってきてそれを食べている。」という生徒もいるということでした。４月当初か

らランチボックスに馴染めずに、それからずっと食べていない生徒が全校で３名いま

すので、そこは個別に対応していくべきであると考えております。  

○教育長 それに関連しますが、今後の給食の実施について少し気になるのは、「給食

が食べられない生徒」という表現についてです。メニューによって好き嫌いとか苦手、

例えばどうしてもトマトがダメだとかいろいろありますよね。「給食が食べられない

生徒」についても「申請があった場合、アレルギー対応時と同じく校内給食委員会で

審議し、決定することとする。」と書かれているので、教育委員会へ届ける前に学校

判断で、それを認めるという意味で読み取っていいんでしょうか。  

○学校教育課長 それについての申請書や判断基準については、教育委員会で示してい

かなければいけないと思います。全て学校任せということはできません。  

○教育長 魚は苦手とか、野菜は苦手とかいう場合もありますよ。 

○学校教育課長 部分的に食べたり食べなかったりと言う生徒も数人いると聞いてお

ります。そういったお子さんを対応の対象とは基本的にしません。もう一切、ランチ

ボックスの蓋を開けることも心理的に負荷があり食べられない状況で、おなかをすか

せて健康的に非常に心配な状況である等、そういった特別に対応が必要なお子さんに

ついては対応していきます。単に好き嫌いとか苦手意識があるくらいでは基本的には

対応をしない方針です。 

○教育長 好き嫌い等は給食教育で子どもがきちんと学ぶべきことで、きちんと食する

ことができるようになるというのも食育、給食教育をする意味の一つですから、それ

が現場にきちんと伝わるようにしてください。それから少し気になっている大事なこ

とを聞きたいのですが、Ｐ３の５の⑴、「これまでの対応」のところで「福岡市南区

保健福祉センターの判断・見解」と書いていますよね。「これまでの対応」なので結

果も書いた方がいいのではと思います。それから「田川市保健福祉事務所の指導事項
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と改善策」とありますが、これもどういう指導があって、どういう改善があったのか

よくわかりません。それから「給食指導内容の徹底」というのも「これまでの対応」

なので、口頭で説明をするかもしれませんが、具体的にどういう給食指導の内容を徹

底したのか箇条書き程度でもあった方がいいのではないかと思いましたが、どうでし

ょうか。 

○学校教育課長 はい、ご指摘のとおりだと思います。これについては、別途資料とし

て準備しておりますけど、それを添付するか、また、今、教育長が言われたように箇

条書きでポイント等を整理して示しておきたいと思います。  

○教育長 それから、同じ３ページにある５の⑵の「残量調査」が気になります。保護

者説明会の資料に「１校のみの調査で残量が減っております。」とあったのに対して、

「どうして全ての学校で調べないのか。」という意見がありましたよね。食べ残しの

重さを量るというのは必ず小学校ではしていることです。そのことは、河底委員が先

程質問された「おいしく食べているのか。」ということに対する証しになるので、こ

れは業者に１校だけでなく調査対象を広げてもらうことはできないでしょうか。  

○学校教育課長 教育委員会としては、まず、計量器を７校分揃えたいというのがあり

ます。今のところ、業者の持っている量りを金川中１校に配置させていただいて、９

月、１０月に計量してきました。残りの学校に関しても計量器等をきちんと整備した

うえで配膳員を中心に残量調査を行うよう業者に働きかけていこうと考えておりま

す。 

○教育長 １学期に行ったアンケートで、良く残す等に○を付けるというものが、あり

ましたよね。たくさん残すとか食べるとか言っても、正直に言って、あれでは正確な

データは残せないと思います。計量をしてきちんとした数値を残せば、１学期に比べ

てだんだん減ってきているということなどが見えるので、是非、計量ができるようス

ピード感を持った整備をお願いしたい。それから、４ページの今後のスケジュールの

ところで気になっているのが、校長会代表、栄養教諭、その他関係者への事前周知・

協議というところです。こういう方針や衛生管理の指導についてとかいう文書等が出

るのですが、中学校の先生方は給食指導に係る衛生指導というのは何十年もしてきて

なかったところを今年の４月から始めているのですから、今回、田川市は異物混入と

いうことで全国的に問題になったことの重要性を考えたら、もう少しきちんと校長を

全員集めたり、栄養教諭、各給食担当者を集めて衛生管理のことや異物混入の定義の
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説明、今後、公表等どのようにしていくかということを全員で共通理解をしてもらう。

特に衛生管理については徹底して指導してもらうということが必要だと思うのです

が、そのあたりはどうなっていますか。校長会代表だけでは十分ではないと感じたの

ですがどうでしょうか。 

○学校教育課長 それについては、何を具体的にどういう判断基準でというところを明

確に示していかないと現場は混乱すると思いますので、今言っていただいたように校

長なりあるいは各学校代表が参加という形での場を考えていきたいと思います。 

○教育長 それから、７ページについてですが、定義のところで食品衛生法による異物

とは、「人の健康を損なう恐れのあるもの」となっているということですが、そうす

ると、この表の「異物」という言葉では、あまりにもいろいろなものを指す言葉にな

るので、この２件については正確に言えば「危険異物混入状況」と書くべきではない

ですか。毛利委員が言われたように４１件から２件になったのは、「食品衛生法によ

る定義のとおりの調査による表」であるという説明の方が良いと感じたのですが、ど

うでしょうか。  

○学校教育課長 そのように標記を修正させていただきます。  

○教育長 それから１１ページで気になるのですが、「教育委員会による調理施設立ち

入り検査及び改善事項」の表ですが、指摘事項がありますね。これは、いつの時点で

のことですか。生産過程はきちんと改善されているとしながら、こういった指摘事項

がまだあるような受け止め方をされるのではないかと心配です。これは、いつどこで

誰から指摘をされたものですか。  

○学校教育課長 これは、４月に確認してきた分と１０月の分が混在していますので、

きちんと整理をしたいと思います。  

○教育長 そのほうがいいと思います。現在、きちんとしてないのかと誤解を受けると

いけないので。特に時期がバラバラなのは、良くないと思います。正確さがないと思

います。 

  私からたくさん出しましたが、他に何かありませんか。 

○毛利委員 羽虫とは何ですか。 

○学校教育課長 羽の生えた虫です。蚊の様なものです。  

○毛利委員 コバエとかですか。幼虫とかかと思っていました。キャベツなんかは幼虫

がいるのは当たり前ですよね。家庭でも虫が入っていても取り除いて、あとは食べる
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でしょう。学校でも多分私たちがするとしたら、「先生、虫が入っています。」と言わ

れたら他のと取り替えるとかですよね。  

○河底委員 今、私も小学校給食に野菜を持っていっていますが、キャベツは仕入れた

時には少し虫がついているので、全部きれいにして虫がついていない状態で持ってい

って給食室で調理員が切るだけでいいようにしています。もしも虫がついていたら、

もうそのキャベツは使われません。例えばキャベツの注文が５キロあったとしたら８

玉で１０キロのキャベツを仕入れて、その８玉を全部使います。そのように私達が持

っていくときは全部確認をしています。ひどい時には中に入っていたりすることがあ

るので、切ってみて交換してほしいと連絡があった時には３玉、４玉と余分に持って

行って、そこで切って確認をしてもらっています。中学校給食の業者の仕入れや作り

方はわかりませんが、それくらい田川市の小学校の給食は虫に気を付けて作っていま

す。 

○教育長 再度の確認ですが、２ページの３⑶、「保護者等への報告方法」のところで

「『食育だより』を発行し、異物混入等の状況について、情報公開を行う。」とありま

すが、これは危険異物のみについて件数、内容や対応について報告するということで

すね。 

○学校教育課長 はい、そうです。  

○柴田委員 先日、無理なお願いをして中学校で試食をさせていただきました。もちろ

ん何かが混入などということもなくおいしくいただいたのですが、校長先生と３年生

の教室を給食の配膳前に見学させていただきました。多分掃除はされているのでしょ

うが、ごみ箱があるのに横にゴミが落ちていたり、ほこりがあったりと少し目に余る

ようなところもありました。「いただきます」と言って蓋を開けたあとに立ち歩いて

いる子どもがいて、ほこりが入ることもあると思うので、製造過程の可能性だけでな

く、給食を食べる教室の掃除もどうなのかなと思いました。そこでほこりが立つ可能

性もあると思いますので。  

○学校教育課長 そこを含めて学校環境由来ということで、私どもがしっかり指導して

いく内容になってきますので、学校とも協議しながら快適な環境を少しでも目指して

いきたいと思います。ありがとうございます。  

○教育長 くどいようで申し訳ないのですが、河底委員が言われた給食を食べられない、

食べていない生徒の把握はきっちりとしたほうが絶対にいいと思います。今、３人く
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らいと言われましたが、保護者説明会の報告書を読ませていただくと、かなり強い保

護者からの要求、願い、告発がありましたので、それを整理したうえで議会報告、保

護者説明を含めてきちんとしていっていただきたいと思います。  

他にありませんか。  

では、ないようですので次に移ります。日程第５ 事務報告「田川市新中学校創設

基本計画（案）に関する住民説明会の開催について」を議題とします。事務局に説明

を求めます。  

○推進室長 日程第５ 事務報告「田川市新中学校創設基本計画（案）に関する住民説

明会の開催について」です。裏面をご覧ください。既に開催させていただいておりま

すが、まず、開催目的です。今般、本市教育委員会で決定いたしました「田川市新中

学校創設基本計画（案）」につきまして、保護者や地域住民の皆様方にその内容を周

知し、意見を求めるために開催したいと思っております。次に開催日時及び会場です。

第１回目は、一昨日、１１月６日、月曜日に大浦小学校で開催を始めております。時

間は全て１９時から２１時までを予定しております。各校の屋内運動場を基本的に考

えております。第２回、明日以降、大藪小学校、伊田小学校、猪位金小学校と各小学

校において順次行っていき、１２月４日、弓削田小学校を最後に行いたいと思ってお

ります。１点訂正がございます。第４回目の猪位金校区でございますが、会場は屋内

運動場からランチルームに変更させていただいております。参加者につきましては、

記載のとおり、市長、副市長、教育長以下、教育委員会事務局の職員で対応したいと

考えております。簡単でございますが、以上でございます。  

○教育長 今の説明に何か質問、ご意見等ございませんか。 

  ないようですので次に移ります。日程第６ 事務報告「田川市石炭・歴史博物館（産

業ふれあい館）地盤沈下復旧工事について」を議題とします。  

○文化生涯学習課長補佐 日程第６ 事務報告「田川市石炭・歴史博物館（産業ふれあ

い館）地盤沈下復旧工事について」ご説明申し上げます。資料の１ページをご覧くだ

さい。「１ 地盤沈下に対する対応」について、発見の経緯及びその後の対応をご説

明申し上げます。博物館ではユネスコ世界記憶遺産である「山本作兵衛コレクション」

を将来に向けて適切に保存・管理するための環境整備等を行うため、平成２８年１月

から改修工事を実施しました。その間、産業ふれあい館研修室を同コレクションの展

示室として、来館者に無料にて開放してきました。同室には受付職員が常駐し、来館
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者への対応にあたっていましたが、同年の梅雨時期に、産業ふれあい館、Ａ棟、Ｂ棟

の間の屋外通路で水はけの悪さが目立ちはじめ、施設管理担当職員が調査したところ、

最大１０センチ程度、範囲としましては３６平方メートル、４メートル×９メートル

程度の地盤沈下（側溝の沈下を含む）があることが判明しました。当時の対応として

平成２８年１月から博物館改修工事に伴う本館が休館中、来館者のため産業ふれあい

館で山本作兵衛コレクションを展示していたこと及び石炭記念公園内の近隣地で過

去の文化財試掘調査における地盤の状況及び専門業者等の見解から、過去の公園造成

時の転圧不足等による経年劣化による沈下と推測し、当分の間、地盤沈下箇所の経過

観察を行うこととし、再オープン後に本格的な地質調査を行って原因の解明把握を行

うことと考えました。「２ 地質調査（当初）の概要」について、ご説明申し上げま

す。平成２９年度に入りまして地下の状態並びに地盤沈下の原因を把握するため、地

盤沈下の顕著に現れている箇所を中心にボーリングによる調査を実施いたしました。

資料の５ページをご覧ください。調査につきましては左側の図の記載のとおり、ボー

リング調査を行った３箇所のうち、№1 からの地表下３メートルと５メートル付近に

２メートル程度の空洞、それから№３ですが、地表下４ .８メートルから６メートル 

４０センチ付近に約１．６メートル程度の空洞が存在することと併せて、３．３メー

トル付近に地下水が存在していることが発見されて報告を受けました。なお、業者か

らの空洞発見の一報の日から産業ふれあい館敷地内は立ち入り禁止としております。

資料の２ページに戻っていただきたいと思います。当初の調査より空洞の存在が確認

できたため、追加地質調査を緊急に実施いたしました。この追加調査では、前回実施

した地質調査で判明した空洞の大きさや深度等について詳細な状況を把握し、今後の

対応を検討するため、記載のとおり電気探査とボーリング追加７箇所の調査を実施い

たしました。資料の７ページをご覧ください。調査の結果です。上段は博物館本館側

から見た空洞のイメージの断面図です。下段はＳＬ側から見た空洞のイメージ断面図

です。今回の追加調査により産業ふれあい館敷地内に地下３メートルから７メートル

の間に推定２００立方メートルの空洞が存在することが確認できております。資料の

３ページをご覧ください。今後の対応として当該箇所には復元した炭坑住宅２棟が建

っていること、空洞部分までを掘り下げて地上から埋め戻すということは、建物への

影響が懸念されることなどから空洞まで管を通して充填剤を注入するという工法を選

択しております。また、地下水の存在が確認されており、コンクリート等の補充では、
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工事費が高額になることに加え、文化財の保護の観点からも遺構に影響を及ぼすこと

が少ない土のコンクリートといわれる流動化処理土を注入し、充填することとしてお

ります。使用する流動化処理土は近年、福岡市地下鉄延伸工事に伴う博多駅前道路陥

没復旧の際にも利用されましたが、特徴として液状化した処理土を使用すること、配

合により強度が調整できること、地下水等の水の影響を受けにくいこと、それから再

度掘削する場合もコンクリートに比べ作業が容易であることなどが挙げられます。改

修費用は空洞の充填、それから地盤沈下による影響を受けた排水路等の復旧のため１

千９００万７千円を１２月補正に計上することとしております。なお、４ページにも

記載していますとおり、予定どおり実施できれば、来年４月に産業ふれあい館再開館

を行いたいと思っております。以上で説明を終わります。  

○教育長 今の説明に質問や意見がありましたらお願いします。  

  ないようですので次に移ります。「１１月行事予定について」議題とします。  

（各課長が教育長及び各課の行事予定を説明） 

○教育長 質問、意見等ございませんか。 

  では、次に移ります。「１２月定例会の日程案について」を議題とします。 

○教育総務課長 それでは、次回、１２月定例会の日程案でございますが、１２月６日、

水曜日でいかがでしょうか。 

○教育長 よろしいでしょうか。それでは、ご異議ないようですので、１２月定例会は、

１２月６日、水曜日１４時３０分に決定いたします。他に全体をとおして何か質問ご

意見等ありませんか。 

○河底委員 私は７年ほど放課後児童クラブにおやつを配達していますが、長く勤めら

れた先生が定年になって新しい先生が嘱託で来ています。以前の先生がいた時は、僕

が見た感じでは落ち着いていて、礼儀も教えられていて長期休暇のときに私が見た感

じですが、「ありがとうございました」、「こんにちは」等の挨拶ができていたのですが、

新しい先生になってからは、怒られていたり、走り回っていたりという感じです。先

日、他のずっと勤めている先生と話をしたときも、来年で定年でもう嘱託で働くこと

もできないということでした。その先生が、条件が下がっても子ども達と関わってい

きたいという思いがあるなら雇ってもらえないのでしょうか。その先生のいる学校は

子ども達がきちんと挨拶もできて落ち着いています。長年勤めてきた先生を各学校に

１人は置いていた方がいいのではないかと思います。その先生のやり方を継承して変
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わる分にはいいですが、一度に急に入れ替わってしまうのは良くない気がします。子

ども達を夕方までただ預かって、ちょっと宿題をさせて、これは長期休暇の場合です

が、昼食やおやつを食べさせて、ケガがないように見ておけばいいというのではなく

て、生活を教える先生を置いてほしいと思います。 

○教育長 今のお話のように放課後児童クラブでの生活は、ただ、子どもをケガがない

ように見守るというだけではなく、生活習慣や学習習慣を教えるなどの教育的なもの

が求められているし、それは国の方針でもあります。だから今河底委員が言われてい

るのは、そういった児童クラブの指導員の方は、やはり思いがあってきちんと専門性

もあって子どもに指導、支援のできる方がするべきだし、年数の制限を過ぎたらもう

働けないということではなくて、継続可能にならないかということだと思うのですが、

それは教育委員会だけではできない部分なので検討させてもらいたいと思います。多

分、他のところからも同じような要望もあると思いますし、決められた年数のルール

もあるので、その辺りの調整、また私もいろいろと考えるところもありますので、事

務局でそういった要望をどのように考えればいいのかを整理させてもらって、また議

論、協議をさせてもらっていいでしょうか。 

他に何かありませんか。では、ないようですので、以上をもちまして、平成２９年

第１２回田川市教育委員会１１月定例会を閉会いたします。 

   

 

                              （閉会１５時５５分） 

 

                            


