
 - 1 - 

那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成28年６月３日（金）午前10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席議員 議 長 中﨑 政長   副議長 遠藤  実 

議  員 大和田和男   議 員 冨山  豪 

 〃  花島  進    〃  筒井かよ子 

 〃  寺門  厚    〃  小宅 清史 

 〃  綿引 孝光    〃  木野 広宣 

 〃  古川 洋一     〃  萩谷 俊行 

〃  勝村 晃夫    〃  笹島  猛 

〃  助川 則夫    〃  君嶋 寿男 

〃  福田耕四郎    〃  須藤  博 

欠席議員 なし 

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 深谷  忍  次 長 寺山 修一 

     次長補佐 横山 明子  書 記 小田部信人 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐以上及び発言者） 

市 長 海野  徹   教育長 秋山 和衛 

副市長 宮本 俊美    

総務部長 川崎  薫   

教育部長 会沢  直  学校教育課長 高橋 秀貴 

学校給食センター長 川上 義和 

会議に付した事件と結果概要 

     （１）議会運営委員会委員長報告 

        ・平成28年第２回定例会について 

        結果概要：報告内容について了承 

     （２）追加の案件 

結果概要：学校教育課より給食の異物混入についての報告に対し質疑あり 

     （３）議会広報編集委員長報告 

        結果概要：委員長より報告あり 

議事の経過概要 （出席者の発言は以下のとおり） 

     開会（午前９時59分） 

 

事務局長 ただいまより全員協議会を開会いたします。 

初めに議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。 
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一週間後の第２回定例会を控えての全員協議会に、お集まりいただきましてありがとう

ございます。 

提出される議案の説明もこの後あります。 

お含みおきをいただきたいと思います。 

慎重なるご審議をお願いして、ご挨拶にかえます。 

ご苦労さまでございます。 

事務局長 それでは、この後の進行を議長にお願いいたします。 

議長 開会前にご連絡いたします。 

会議は公開しており傍聴可能といたします。 

また、会議の映像を庁舎内のテレビに放映しています。 

会議内での発言は必ずマイクを使用し、質疑・答弁の際は、簡潔かつ明瞭にお願いをい

たします。 

携帯電話をお持ちの方は、電源を切りいただくかマナーモードにしてください。 

ただいまの出席議員は18名であります。 

定足数に達しておりますので、これより全員協議会を開会いたします。 

会議事件説明のため市長、副市長、教育長、総務部長の出席を求めております。 

職務のため議会事務局職員が出席しております。 

議事に先立ちまして市長が出席しておりますので、ご挨拶をお願いします。 

市長 おはようございます。 

本日はご多忙の中、全員協議会にご出席をいただきまして、ありがとうございます。 

皆様には平素よりですね、市政運営につきまして特段のご配慮いただきまして、重ねて

御礼を申し上げたいと思います。 

本日の全員協議会におきましては、今月開催をお願いしております。 

第２回定例会への提出予定の議案等について、執行部から説明をさせていただきます。 

慎重なる審議をお願い申し上げまして、簡単ですが、挨拶の言葉といたします。 

議長 ありがとうございました。 

議事に入る前にご報告をいたします。 

熊本地震とそれに引き続く地震活動に対する義援金の送金については、本日お配りして

あります資料のとおり５月20日に送金をいたしましたのでご報告をいたします。 

各位におかれましては、ご協力いただきまして、まことにありがとうございました。 

それでは、次第に従いまして議事に入ります。 

議会運営委員会委員長報告、君嶋委員長より報告を願います。 

君嶋議員 おはようございます。 

議会運営委員会の開催及び結果につきましてご報告いたします。 

先ほど、議会第２委員会室におきまして、議会運営委員会を開催いたしました。 



 - 3 - 

会議事件は、平成28年第２回定例会について審議をいたしました。 

提出予定議案等は全体で13件です。 

内容は、専決処分等の報告が７件、条例改正や補正予算などの議案が６件であります。 

いずれも第２回定例会中に上程し、委員会付託表（案）のとおり各常任委員会に付託し、

審議することに決定いたしました。 

常任委員会協議・報告案件は８件であります。 

全員協議会付議案件は、追加議案で提出する予定の人事案件２件であります。 

提出されている、請願・陳情は、陳情１件であります。 

取り扱いについては、請願・陳情文書表（案）のとおり決定いたしました。 

一般質問は、12名の議員から通告がありました。 

第２回定例会においては、一般質問の日程を５日間とし、６月14日６名、６月15日６名

として実施することに決定いたしました。 

以上の決定事項により、定例会の会期日程案は、別紙のとおり６月10日から６月28日ま

での19日間とすべきものと決定いたしました。 

次に、表彰伝達式についてですが、このたび、表彰者名簿のとおり、表彰されておりま

す。 

改めまして、お祝いを申し上げます。 

おめでとうございます。 

つきましては、定例会初日の本会議で表彰伝達式を行うことに決定いたしました。 

なお、代表謝辞は助川議員にお願いをいたしております。 

お願いいたします。 

それから、前回、５月25日に開催しました議会運営委員会において、今年度の議員勉強

会について、日程、内容の検討を行った結果、お手元に配付した文章にもありますとおり、

今年度第１回目の勉強会としまして、障害者差別解消の理解についての内容で、７月８日

金曜日に行うことといたしましたので、ご参加をお願いいたします。 

以上で報告を終わります。 

議長 続いて、事務局より補足説明をさせます。 

次長補佐 それでは、本日お手元にお配りしました右上に６月３日の議会運営委員会全員協議

会の資料と書いてあるつづりをご用意願います。 

提出議案につきましては、一覧のとおり専決処分等の報告が７件、議案が６件となって

おります。 

このうち、報告第７号、第８号については、委員会付託を行わず、本会議での報告をも

って終了となります。 

資料の２ページにいきまして、常任委員会の協議報告案件が８件、内容といたしまして

は、総務生活常任委員会に、こちらに記載のとおり６件、それから産業建設常任委員会が
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２件でございます。 

それから、追加議案といたしまして提出予定の人事案件が２件ございます。 

この案件につきましては、閉会日前日の27日に全員協議会で説明がございます。 

議案等の委員会付託につきましては、資料３ページの委員会付託表案をごらんください。 

こちらの一覧表のとおり、17日の総務生活常任委員会が７件、20日の産業建設常任委員

会が１件、21日の教育厚生常任委員会が５件となっております。 

続いて、請願陳情の委員会付託についてでございますが、資料の４ページが請願・陳情

文書表案でございます。 

今回の締め切りまでに提出されましたのは、陳情１件でございます。 

那珂市菅谷の川又義雄様から提出がありました陳情第３号 常設型住民投票条例案の法

的安定性の研修を提言する陳情。 

こちらは、市内の方が直接持参された陳情ですので、請願に倣って委員会に付託して審

議する案件となります。内容から判断しまして、総務生活常任委員会に付託でございます。 

陳情の内容につきましては、資料の５ページ以降に写しを添付しておりますので、ご確

認をお願いいたします。 

続いて一般質問通告についてでございますが、資料の10ページをお開きください。 

10ページからが一般質問の通告書でございます。 

今回、12名の方から通告がございました。 

こちらの表には、通告順にお名前と予定時間、それから質問内容を記載してございます。

10ページから13ページまでになります。 

資料の14ページが一般質問に提出を求める資料ということで、お２人から請求があった

内容でございます。 

それから、重複していると思われる質問として、15ページをごらんください。こちら、

今回の質問の中で４点ほど重複していると思われる内容がございましたので、こちらは、

該当する議員の皆様には、こちら15ページと同じ内容でございますが、文章を別にお配り

しておりますので、重複する内容につきまして申し合わせ事項に基づいて質問者間での調

整をお願いいたします。 

それから、先ほどの議会運営委員会で一般質問の順番の抽せんをくじによって行いまし

た。結果のほうは、後からお配りしました一般質問順番表のほうをごらんください。 

１日目、６月14日が１番から６番までの６名の方。それから、15日がそのあとの７番か

ら12番までの方の６名となっております。ご確認をお願いいたします。 

続いて、会期日程についてでございます。 

こちらも後からお配りいたしました会期日程案のほうをごらんください。 

開会が６月10日金曜日、本会議で開会から議案の上程説明まで。 

土日を挟みまして13日月曜日は、議案調査のため休会となっておりますが、議案質疑の
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通告締め切りが正午までとなっております。 

14日火曜日は、議会運営委員会、それから本会議、一般質問のこちらにお名前の入って

います６名の方。続いて15日も本会議で一般質問、そのあとの６名の方ですね、議案質疑、

それから議案、陳情の委員会付託がございます。 

16日が休会。 

17日から常任委員会でございます。 

17日金曜日が総務生活常任委員会、土日挟んで20日の月曜日が産業建設、21日火曜日が

教育厚生でございます。 

その後、休会を挟みまして、27日月曜日が議会運営委員会と、全員協議会。 

それから28日が最終日、本会議で委員長報告、質疑・討論、採決しまして閉会でござい

ます。 

それから、茨城県市議会議長会表彰につきまして、先ほどの資料の17ページをお開きく

ださい。 

今回、茨城県市議会議長会から中﨑議長、それから萩谷議員が表彰を受けられておりま

す。それから助川前議長に感謝状が贈られております。 

表彰伝達式は、第２回定例会初日の６月10日議場にて行う予定でございます。 

それから、こちらの名簿にはありませんが、木内元議員が全国市議会議長会から25年以

上表彰、中庭元議員が県の市議会議長会から８年の表彰をそれぞれ受けられておりまして、

表彰状のほうは、既に事務局からご本人のほうにお渡ししております。 

以上です。 

事務局次長 追加でご説明申しあげたいと思います。 

先ほどですね、執行部の提案につきましては、追加案件で人事案件が２件ということで

ご説明したとおりでございますけれども、その他にですね、議会提案といたしまして選挙

管理委員会委員及び補充員の選挙につきまして、最終日に提案する予定でございますので

ご承知おきをお願いしたいと思います。 

以上です。 

議長 委員長よりの報告が終わりました。 

また事務局よりの補足説明もありました。 

ご意見、ご質疑ございますか。 

小宅議員 ちょっと事務的なあれなんですけど、追加議案は66号ではないんですか、65号でい

いんですか。２ページです。 

次長補佐 申しわけありません66号ですね、訂正をお願いいたします。 

議長 ほかにございませんか。なければ、第２回定例会の件については、委員長報告のとおり

と決定いたします。 

よろしくお願いいたします。 
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執行部入れかえのため暫時休憩をいたします。 

休憩（午前10時13分） 

再開（午前10時14分） 

議長 再開をいたします。 

追加の案件となります。 

学校教育課より報告案件があるとのことです。 

説明をお願いします。 

学校教育課長 学校教育課でございます。 

昨日ですね、学校給食において異物混入事故がありましたので急遽ご報告させていただ

きます。 

お手元の資料のほうをごらんいただきたいと思います。 

フルーツヨーグルト和えへの異物混入について、昨日６月２日ですが、学校給食におい

て、混入事故がありましたので報告申し上げます。 

まず発生状況でございますが、きのうですね、12時50分に第四中学校の教頭から３年生

の給食のフルーツヨーグルト和えの中に、長さ約12ｍｍ、幅約１ｍｍの金属の破片が入っ

ていったという連絡が給食センターのほうにございました。 

13時15分、四中教頭から給食センター長が異物を回収いたしました。 

13時30分、異物発見の詳しい内容を聞くために第四中学校に電話をしましたが、担任教

諭が授業のため詳細のほうはその時点では、確認できませんでした。 

13時35分、異物のほうを確認し、給食センター職員及び栄養教諭で調理場内の釜や台車

調理器具類、異物混入のあったフルーツ和え材料缶詰切機、空き缶詰のチェックを行った

結果、材料を混ぜるときに使用するフォークの先端が少しめくれていることを確認いたし

ました。 

今、許可をいただきまして、そちらの入っているタッパ―とですね、現物のほうを議員

さんのほうに回しております。そちらのほうをごらんいただきたいと思います。 

13時40分、第一中学校、第二中学校、第三中学校に事情を説明し、異物があったかどう

かを確認したが、異物がなかったことを再確認いたしました。 

14時10分、担任教諭より女子生徒がシャトルコンテナー、今回しているタッパ―のふた

を開けたときにヨーグルト和えの表面ですね、ふたを開けた時にヨーグルトの表面に金属

の片があった。金属片については、ヨーグルトがついた状態ではなく、どちらかというと、

閉める際、開けた際に混入したものではないかということで、異物のほうですね除去して

容器に盛り付けて食べたとの報告でございました。 

14時45分、教育長、学校教育課について、詳細がわかりましたのでセンターのほうから

報告がございました。 

それを受けまして、14時50分に市長、副市長にてんまつについて報告をしております。 
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今後の対応でございますが、調査の結果から原因断定はできないのですが、器具点検の

なかでフォークですね、かき混ぜるフォークのほうのヘラのほうが若干めくれていること

が判明しましたので、そちらのフォークについては、本日より、現行品のほう全部取りか

えました。 

その他の対応といたしましては、洗浄後に目視で確認しておりました調理器の点検を、

今後はすべての器具を手でさわって状態ほうをですね確認するように変更したいと思って

おります。 

また通常時ですね、調理具の封入については、２人で確認をし、ふたを閉めているとい

うことでございますが、今は搬出時に調理人、調理員以外の栄養教諭、センター教諭によ

る確認作業のほうを実施したいと思います。 

以上、異物混入についてのご報告でございます。 

今回も異物混入がありまして、深く皆様にはおわび申し上げます。 

以上でございます。 

議長 説明が終わりました。 

なにか、ご質疑、ご意見ございますか。 

福田議員 お尋ねします。これは、食べる前に見つけたのかな。 

学校教育課長 こちらですね、タッパーを開けた際に、表面に乗っていたということで、女子

生徒が発見したものを担任の先生に報告しましたので、食べる前に生徒の口に入ることは

なかったということでございます。 

福田議員 これ食べる前でよかったんですが、これは実際に生徒は全部食べたのでしょう。 

学校教育課長 はい、発見した状態からですね、どちらかというと調理の際の混入ではなくて、

担任のほうが表面に全くヨーグルトがですね、かかっていない状態で発見したということ

でしたので、開けた際に落ちたのかな、要は、金属片がまみれている状態じゃなくて、し

っかり表面に乗っている状態だったということなもんですから、そちらのほうは除去して

食したという状況です。 

福田議員 これは、マニュアルはどういうふうになっているの、例えば異物混入の場合ですね、

今、見つけて、それで配膳して生徒は食べたということですが、食べる前に発見された場

合に、これ食べていいんですか、マニュアルどういうふうになっています。 

学校教育課長 マニュアルではですね、金属、プラスチック片については、本来であればその

時点の報告で食のほうですね停止するというマニュアルになってございます。 

学校のほうで、そちらの判断のほうですね、私どもの周知のほうも至らなかったという

ことで学校独自の判断で食べてしまったということで、私どもも反省しております。 

福田議員 マニュアルでは食べちゃだめなんだ。 

そういうふうにうたってあるんですか。 

だけどこれ食べたといったらば、マニュアルどおりになっていないということは、これ
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問題あるよ。これ、事前にね異物は見つかってだからよかったけど、普通はその場合では

もう食べるということ。マニュアルにうたってあるとするならば、それはやっぱりちょっ

と問題があるよ。 

学校教育課長 議員ご指摘のとおりだと思います。 

そちらの指導については、各学校のほうですね、徹底していきたいと思います。 

申しわけございませんでした。 

福田議員 これは徹底してやってもらいたいですね。マニュアルに従った。 

こういう場合は食べさせてはだめだよ、ほかに入っている可能性あるもの。 

市長これ徹底しなくてはだめだよ、マニュアルに沿ったあれじゃないと、だって、これ

事前に見つかっているからいいけど、やはりマニュアルはそのためにあるわけだから。 

花島議員 いくつかお聞きしたいんですけど、先ほどの金属片見せてもらったんですけどあれ

はようするにメッキかなにかがはげたという判断なんですか。 

学校教育課長 物質のちょっと特定はまだできないのですが、なにかメッキそのものがはげた

ようなものだという。 

花島議員 それはちゃんと確認して、明らかにこうなんていうかな、フォーク、ヘラってなん

だかよくわからないんですけど、これのそこから、そのある場所からはがれたっていうこ

とだったら、何て言うかな、ほかのフォークなんかも、たとえばメッキってのは、はげる

可能性がありますよね。あと、あの料理によく使うほうろうなんかもはげる可能性がある

ので、要するにそういうものを使わないという方針にするか、例えばフォークとかそいう

器具はできるだけステンレスの無垢のものを使うとか、そういう対応を考えてほしいと思

うんです。 

手で触ってといっても限度があるんでね、あれほどめくれていれば手で触ればわかるけ

ど、衛生上の問題もあるから何でも手で触れっていう言い方では、ちょっと妥当ではない

かなと思います。 

やっぱりお願いしたいのは、あれが本当にヘラかなんかから外れたのか、それとも誰か

が意図的にね、最近なんかそういうことも世の中多いですから視野に入れて、余りこうだ

って早急に思い込まないように調査していただきたいと思います。 

学校教育課長 原因のほうですね、ヘラのほうのメッキかそのステンレスのかけらかってのは、

はっきりはしておりませんので、実際その一部の金属片ですが、それの分析とヘラのほう

の分析をしまして確認ですね、したいと思います。 

ただ、ヘラにつきましては、納入業者のほうにも確認したんですが食材用のものですの

で、そういった事態が生じることは、まずないだろうということですが、それについては、

検査のほうですね、業者のほうにも全部依頼したいと考えております。 

花島議員 よろしくお願いします。 

議長 ほかに。 
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     （なし） 

なければ、以上で質疑を終結いたします。 

暫時休憩をいたします。 

執行部の皆様は退席ください。 

休憩（午前10時25分） 

再開（午前10時26分） 

議長 再開いたします。 

議会広報編集委員会委員長報告、小宅委員長より報告をお願いします。 

小宅議員 広報委員会より報告をさせていただきます。 

次号の那珂市議会だより第50号の一般質問の記事につきましてご連絡をいたします。 

一般質問の原稿は、通常であれば定例会最終日に依頼文と会議録の粗原稿を配布し、１

週間程度で作成いただくことになっております。 

しかし、那珂市議会だより50号は、７月21日の発行となっていますので編集の都合上締

め切りを早めなくてはなりません。 

皆様には、ご迷惑をおかけいたしますが、粗原稿の配布に先立ちまして原稿の作成をお

願いいたします。 

今回の一般質問原稿は、６月24日金曜日に作成依頼をいたしますので、７月１日金曜日

の正午を締め切りとさせていただきます。 

粗原稿は、大変恐縮なんですが締め切り３日前の29日水曜日に配布予定でございます。 

なお、原稿をデータで作成したい方は、ワードで作成可能な原稿用紙のデータをご用意

いたしましたので、議会事務局までご相談ください。 

原稿及び関連資料につきましては、期限厳守でご提出をいただきますようご協力をお願

いいたします。 

以上、ご連絡いたします。 

議長 小宅委員長報告のとおりでございます。 

ひとつよろしくご協力をお願いいたします。 

これにて、全員協議会を閉会といたします。 

閉会の宣告（午前10時27分） 

 

   平成２８年 ６月１４日 

    那珂市議会 議長 中﨑 政長 


