
 

 

平成 29年２月 定例教育委員会 議事録 

 

日 時  平成 29年２月 28日（火） 開会 16時 04分 

閉会 17時 08分 

 

場 所  教育委員会室 

 

出席者    教育長  寺岡 悌二 

教育委員 福島 知克 教育委員（教育長職務代理者） 

明石 光伸 教育委員 

髙 橋  護 教育委員 

小野 和枝 教育委員 

議事録署名委員  小野 和枝 教育委員 

教 育 庁 湊  博秋  教育参事 

篠田  誠  学校教育課長 

永野 康洋  生涯学習課長 

杉原  勉  スポーツ健康課長 

末光 淳二  教育総務課参事 

猪俣 正七郎 学校教育課参事兼総合教育センター所長 

矢野 淳子  人権同和教育啓発課参事兼学校教育課参事 

三木 武夫  別府商業高等学校事務長 

三宅 達也  教育総務課長補佐兼教育企画係長 

志賀 貴代美 教育総務課長補佐兼指導主事 

大嶋 健司   教育総務課主任 

傍 聴 人 ０名 

 

議事日程    第１ 議事録署名委員の指名について 

第２ 平成 28年度別府市一般会計補正予算案（第９号）について 

【議第４号】 

第３ 平成 29年度別府市一般会計当初予算案について【議第５号】 

第４ 別府市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則について 

【議第６号】 

第５ 別府市立高等学校管理規則及び別府市立高等学校の通学区域を定

める規則を廃止する規則について【議第７号】 

第６ 別府市立高等学校職員服務規程の廃止について【議第８号】 

 

報告事項  （１）寄附受納について【報告第１号】 

      （２）別府市立学校職員ハラスメント防止要綱の一部改正について 

【報告第２号】 

 

そ の 他   （１）３月定例教育委員会の開催日程について 
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◎  開 会 

 

寺岡教育長 ただいまから平成 29年２月の定例教育委員会を開催いたします。 

 

 

 

◎  議事録署名委員の指名について 

 

寺岡教育長 議事日程第１、議事録署名委員の指名につきまして、今回は小野和枝委員

にお願いを申し上げます。 

 

 

 

◎ 平成 28年度別府市一般会計補正予算案（第９号）について 

 

寺岡教育長 次に議事日程第２、議第４号 平成 28年度別府市一般会計補正予算案（第

９号）についてでございます。この件につきまして、提案理由の説明を求

めます。 

 

教育総務課参事 議第４号 平成 28年度別府市一般会計補正予算案（第９号）について、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により意見を求

めるものでございます。 

では、教育総務課関係部分についてのご説明をいたします。２ページをお

開きください。今からご説明します点は、一番右の欄を見ていただければ

と思います。まず歳入の補正でございます。災害復旧費国庫負担金の公立

諸学校建物其他災害復旧費負担金が 232万 2千円です。これは先の平成 28

年熊本地震により被害を受けた公立学校の復旧工事費を、国が一部負担す

るものでございます。続きまして３ページをご覧ください。上から、小学

校施設整備事業債で、朝日小学校の公共下水道接続工事につきまして、測

量及び実施設計委託の入札により、260万円の減額補正となっております。

中学校施設建設事業債につきましては、統合中学校の設計委託料減額によ

り、1,360万円の減額補正です。幼稚園施設整備事業債は、空調機器設置

に関連した南幼稚園の間仕切り工事の起債限度額 410万円の補正でありま

す。次に９ページをご覧ください。ここからは歳出の補正でございます。

事務局運営に要する経費が 1,513万 2千円の減額です。これは校務用コン

ピュータ借上に関する入札に伴うものでございます。次に 11ページをご

覧ください。高校の統合に要する経費が 252万 8千円の減額です。これは、

埋設物の調査委託を行う予定でしたが、民間事業者等の調査協力により埋

設物の現況が判明したため、不用となったものです。次に 13ページをお

開きください。小学校の施設整備に要する経費が 1,174万 8千円の減額で

す。続きまして、15ページをお開きください。小学校の教材に要する経費

が 268万 2千円の減額です。いずれも入札残または工事未執行に伴う減額

補正であります。では、17ページをお開きください。ここからは中学校で
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す。中学校の施設整備に要する経費が 721万 6千円の減額です。19ページ

をご覧ください。学校の統合に要する経費が 3,254 万 4 千円の減額です。

続きまして 21ページをご覧ください。中学校の空調整備に要する経費が

762万 7千円の減額です。次に 23ページをお開きください。中学校の教材

に要する経費が 608万 1千円の減額です。以上、中学校の部分につきまし

てはいずれも入札残に伴う減額補正であります。では、25ページをご覧く

ださい。幼稚園の空調設備に要する経費で、554万 6千円を計上しており

ます。これは、本年度の平成 28年熊本地震により、山の手小学校と南小

学校の間仕切り工事が不落札となったため、今後再度入札を行なう際、南

幼稚園の間仕切り工事も一括して入札をするためのものでございます。最

後に、27ページをご覧ください。災害復旧に要する経費が 896万円の減額

です。これは工事未執行による減額補正であります。以上でございます。 

 

学校教育課長 続きまして、学校教育課関係の補正予算について説明をさせていただきま

す。４ページをご覧ください。歳入に関して、私立幼稚園就園奨励費補助

金の減額 158万 4千円となっております。この歳入の減額につきましては、

歳出の減額に伴うものでありますので、まず歳出の減額について説明させ

ていただきます。29ページをご覧いただきたいと思います。当初予算額が

7,530万 2千円で、これは平成 28年度の子どもに対する保護者の負担軽減

ということから、特例措置の創設、あるいは低所得者世帯の多子計算の算

定対象の年齢制限撤廃に伴う増額を見込んでおりました。ところが、対象

園児数の減少、それから補助限度単価額の高い低所得者世帯の申請額の減

少、逆に補助限度単価額の低い高所得者世帯の申請額の増加によって、決

算見込額が 6,891万 5千円となりました。そこで、当初予算額と決算見込

額の差である 638万 7千円を減額補正するものでございます。それに伴う

国庫補助金である歳入の減額について説明いたしますと、再度４ページを

ご覧いただきたいのですが、歳入の当初予算額は 1,867 万 4 千円でした。

歳入の決算見込額は、歳出の決算見込額から 1,709万円で、その差額であ

る 158万 4千円を減額補正するものでございます。以上でございます。 

 

生涯学習課長 生涯学習課関係部分で、順序が逆になりますが、まず歳出の方について説

明をいたします。31ページをお開きください。湯けむり景観保存に要する

経費でございます。32ページに詳細を掲載しておりますが、これにつきま

しては、昨年４月の平成 28 年熊本地震により被害を受けた湯の花小屋の

復旧について、去る平成 28 年第２回別府市議会定例会において４棟分の

災害復旧事業費を増額で補正計上しております。しかし、国庫補助金の交

付において、国と協議、調整を図ったところ、４棟計画していた内の２棟

分を平成 29 年度に新たに計上することとなりました。このため、今回重

要文化的景観整備事業委託料の内、863 万 7 千円を減額補正するというこ

とで計上したところでございます。これによりまして、湯の花小屋の災害

復旧につきましては平成 29年度に６棟、平成 30年度に３棟を実施する予

定になっております。それでは、歳入の方をご説明させていただきます。

５ページをお開きいただきたいと思います。ただいま説明しました歳出の

方の減額に伴いまして、所有者の分担金を減額しております。それから６

ページにつきましては、この分で国庫補助金を減額しております。また、

７ページでは大分県からの補助金を同様に減額しているところでござい
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ます。以上でございます。 

 

スポーツ健康課長 スポーツ健康課から歳出と歳入についてご説明させていただきます。まず

資料の８ページをご覧ください。こちらにつきましては歳入予算要求書で

ございます。体育施設整備事業債で、補正要求額が 620万円となっており

ます。こちらにつきましては、別府市実相寺多目的グラウンドの整備に係

る事業費でございまして、当初は一般財源を使う予定でございましたが、

出来るだけ一般財源を使用しないという方向から、起債の見直しを行うこ

とにより活用することになっております。なお、お手元に整備状況の写真

を配布させていただいておりますが、上の２枚が工事の前の状況でござい

まして、真ん中の２枚が工事中、そして本日の写真でございますけれども、

既に防球ネット、あるいはナイター施設用の柱も設置されておりまして、

着々と工事が進んでおります。更に、一番右下の写真が多目的グラウンド

の向かいにあります駐車場でございまして、そちらも次の工事として始ま

ろうとしている形になっております。以上が歳入の説明です。続きまして、

33ページをお開きください。これにつきましては、歳出の要求でございま

す。右上の欄にございますように、別府市営温水プールの天井外改修工事

に係る閉館した間の休業補償ということで、今回 149万 1千円を予定して

おります。34ページをご覧ください。具体的には、左上にございますよう

に平成 28年６月 20日から７月 19日までの 30日間、温水プールを閉館し

ました。例年ですと 149万円以上の収入見込があったのですけれども、そ

ちらの分が足りなくなるため、149万 953円を指定管理者の一般財団法人

別府市綜合振興センターに補償するという内容になっております。なお、

平成 24年にも休業した際には、ほぼ同額を補償しております。以上でご

ざいます。 

 

別商事務長 35ページをお開きください。災害復旧に要する経費でございます。その

内の 500万円の減額でございますけれども、工事の入札残による減額補正

でございます。以上でございます。 

 

寺岡教育長 ありがとうございました。ただいま補正予算について意見を求める説明が

ございました。ちなみに本日から平成 29年３月 24日までの 25日間、平

成 29年第１回別府市議会定例会がございまして、そちらで提案される内

容でございます。もし何かご不明な点、あるいは詳しく聞きたい点等ござ

いましたら、質疑をお願いいたします。 

 

明 石 委 員 減額の総額はどのくらいですか。 

 

教 育 参 事 後ほど、資料を提示いたします。 

 

明 石 委 員 何パーセントくらいの割合でそうなるのかと思ったので。毎年、このくら

いの額ですよね。 

 

教 育 参 事 基本的に、係数整理のための減額補正です。入札残等については、公共工

事がそんなになければ出てこないのですけど、100万円以上の大きなもの

については計上するように指示がありますので、そういった部分で報告を
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させていただいております。例年やはり大きな金額の減額があり、今回も

平成 29年第１回別府市議会定例会で議案上程されております。以上でご

ざいます。 

 

寺岡教育長 では、予算の割合について、お願いします。 

 

教 育 参 事 先ほど明石委員より話のあった減額の部分について、別府市役所全体から

すると 13億 840万円の減額になっております。その内の教育費が、9,354

万 5千円減額という内容になっております。ただ、今回の補正についても

全体としてはそうなんですけど、地方創生拠点整備交付金の対象事業で、

新たに別府市竹細工産業会館の整備が計上されましたので、トータルで言

えばそこの部分が逆に増えるような状況にもなってきております。初めて

建設後に手を入れるという状況になってきております。 

 

寺岡教育長 よろしいですか。質疑等もないようでございますので、以上で質疑を打ち

切りまして、議事日程第２は原案に対し同意を与えることにご異議ござい

ませんか。 

 

※全会一致で議決 

 

寺岡教育長 ご異議もないようでございますので、議第４号は同意を与えることに決定

をいたしました。 

 

 

 

◎ 平成 29年度別府市一般会計当初予算案について 

 

寺岡教育長 次に議事日程第３、議第５号 平成 29年度別府市一般会計当初予算案に

ついて、提案理由の説明を求めます。 

 

教育総務課参事 議第５号  平成 29 年度別府市一般会計当初予算案について、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定により意見を求めるもので

ございます。 

38ページの「（３） 所管の重点施策」の所についてご説明をいたします。

まず、一番上の文教施設個別計画策定事業に 1,527万 2千円を計上してお

ります。安心、安全な施設環境を維持するため、これまでは施設の耐震化

を実施してまいりましたが、耐震化工事が終わり、今後は施設の長寿命化

を図ることになります。そこで平成 29年度は、具体的な対応の方針を策

定するため、業者に調査を委託します。次に、その下４つが教育政策課の

ものですが、先に空調機器に関する３つの項目を一括してご説明させてい

ただきます。幼稚園の 825万 1千円、それから小学校の 5,805万 9千円は、

この９月から運用を開始する予定ですので、９月以降７か月分の空調機器

リース料を計上しております。一方、中学校の 7,600万 4千円は、既に設

置して運用しておりますので、12か月分のリース料となっております。次

に、中学校の統合に要する経費 1億 692万 8千円です。統合中学校の平成

33年４月開校に向け、平成 29年度中に株式会社梓設計による基本設計、
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また実施設計を完成させる予定です。以上でございます。 

 

学校教育課長 続きまして、学校教育課関係で、まず 38 ページの下２つであります。学

校いきいきプラン支援員配置事業は、48名の学校いきいきプラン支援員を

幼・小・中学校に配置する予定でございます。続きまして、スクールソー

シャルワーカー活用事業は、スクールソーシャルワーカーを別府市総合教

育センターに配置し、各学校等に派遣し、いじめや不登校等生徒の諸問題

に取り組んでいく予定です。39ページの一番上でございます。公立幼稚園

の預かり保育事業は、平成 28年度２園だったものを、平成 29年度は４園

に拡充します。いずれも、ほとんどが人件費、旅費等の予算になっており

ます。以上でございます。 

 

生涯学習課長 39 ページの上から２番目で、図書館・美術館一体的整備に要する経費で

ございます。これにつきましては、現在基本構想をまとめており、３月末

には完成する予定でございます。来年度につきましては、これを基にいろ

いろな他の施設等と併せて調査、研究を実施するための旅費等を計上して

いるところでございます。それから、その下の社会活動総合事業に要する

経費でございますが、子どもから高齢者まで人生各期において必要な課題

等の講座を開くということで、その分の経費を計上しているところでござ

います。内容につきましては、にこにこ乳幼児学級、それから高齢者の学

級等様々な学級を実施するものでございます。その下の地域教育力活性化

事業に要する経費でございますが、これにつきましては大きく分けて学校

支援としてボランティアを派遣する事業と、地区公民館等において子ども

クラブを実施する事業がございまして、ボランティア等の必要経費を計上

しているところでございます。それから、別府学創生に要する経費でござ

いますが、３月末完成予定の別府学の副読本につきまして、来年度新しく

入ってくる小学生、それから中学校に進学する生徒等のための増刷分、そ

して油屋熊八に特化した DVDを作成するための経費を計上したところでご

ざいます。それから、湯けむり景観保存に要する経費でございますが、こ

れにつきましては先ほど申し上げました明礬地区の湯の花小屋の修復事

業についての経費を計上しているところでございます。それから、実相寺

古墳群整備に要する経費でございますが、これにつきましては現在の太郎

塚古墳、次郎塚古墳の隣接地が国指定史跡になりましたので、その分を公

有地化するための買取費用となっております。以上でございます。 

 

スポーツ健康課長 それでは、下の３つでございます。小学校の保健衛生に要する経費 414万

7千円、そして幼稚園の保健衛生に要する経費 29万円を計上しております

が、こちらはむし歯を予防し、児童の健康を促進するため、対象を小学校

４年生まで拡大して学校で週１回のフッ化物洗口を実施する経費でござ

います。こちらにつきましては消耗品費、医薬材料費、更に備品費、そし

て薬剤師会への委託料を含めております。一番下になりますが、こちらは

体育・スポーツ振興協定事業で、2020年東京オリンピック・パラリンピッ

クに向け、別府市出身選手の育成と市民の開催運動の醸成を図るため 150

万円の予算を計上しています。こちらにつきましては、是非３年後の東京

オリンピック・パラリンピックに別府市の子どもに出場してもらいたいと

いう願いのこもった事業でございます。以上でございます。 
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寺岡教育長 ありがとうございました。平成 29年度の一般会計当初予算案について、

これから議会で審議される段階でございます。何かございましたらお願い

します。機構改革で教育総務課が教育政策課という名称になります。それ

と、生涯学習課が社会教育課となり元に戻るわけですけれども、後は変化

がございません。 

 

明 石 委 員 最後の体育・スポーツ振興協定事業ですけど、要するにオリンピック・パ

ラリンピックで別府市出身（選手)の育成ということで、そういう候補者

がいるんですか。 

 

スポーツ健康課長 ジュニアの育成につきましては、10名程度の強化指定選手をピックアッ

プしたいと考えておりまして、その候補としてフェンシングで活躍してい

る大分県立別府翔青高等学校生、更には現在中学校３年生で地元に残ると

言われている選手等が挙がります。そのような方に委嘱をして、別府市で

頑張っていらっしゃるところに何とか援助をしようということで考えて

おります。 

 

明 石 委 員 目途はどのくらいですか。 

 

スポーツ健康課長 昨年は大分県津久見市の渡辺一平選手が出ましたし、大分県玖珠郡九重町

出身の梅木選手もおります。別府市に縁がある選手は、中西麻耶選手が明

豊高等学校にいたということで活躍してくれましたけれども、残念ながら

別府市で生まれ育った選手は今回出ていないので、少なくとも１、２名は

出てほしいという思いがあります。もしくは、代表選考会までは出るよう

な大きな流れを作れば、今後底辺の拡大にもなるし、それを目指す子ども

たちが増えるのではないかという願いもこもった事業でございますので、

是非皆様もご協力をお願いします。 

 

明 石 委 員 では、これは毎年予算を取っていくわけですね。 

 

スポーツ健康課長 はい、一応３年計画で考えております。 

 

寺岡教育長 よろしいですか。 

 

明 石 委 員 頑張るように言ってください。 

 

スポーツ健康課長 はい。 

 

髙 橋 委 員 課の名称が教育政策課と変更されますけれども、そのためかどうかはわか

りませんが、３億円くらい予算が増額しているんですよね。これは、新し

い課ですごく頑張ってくださると大変頼もしいし、その分仕事の量が多く

なると思うんですけれども、個別の事業というのは平成 29年度別府市教

育行政基本方針の冊子に掲載されているものを挙げていただいたのだろ

うと思いますので、これはこれでよろしいかなと思います。別府市全体の

予算というのもまだ審議されて議決されていないわけなので、一概には言
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えないですが、別府市の予算に対して別府市教育委員会の予算というのは

どのくらいの比率になるのかということを、概略で結構なんですけど。 

 

寺岡教育長 本日議案上程された資料がありますので、それを参考にさせていただきた

いと思います。 

 

髙 橋 委 員 と言うのが、京都市は予算の大体１割が教育委員会予算と伺っていますけ

れども。 

 

寺岡教育長 そうですね。従来、大体 11パーセントくらいでした。 

 

髙 橋 委 員 それくらいでしたよね。 

 

教 育 参 事 平成 29年度の一般会計予算額でございますが、別府市全体では前年度に

比べて 2.6パーセント増加しております。その中で、11款の教育費につき

ましては 34億 2,450万円で、これは別府商業高等学校が閉校になりまし

て、その後７月くらいから解体工事に入りますので、解体費用が増額にな

っているという内容でございます。 

 

寺岡教育長 ありがとうございました。教育委員の皆様、この資料を見ましても、３款

の民生費が 50パーセントを超えて 250億円近くかかっています。教育費

については、10パーセントあった時もありましたけれども、７パーセント

ほどのレベルで、現在推移している状況です。 

 

髙 橋 委 員 そうですね。 

 

教 育 参 事 教育長から民生費の件が出ましたけれども、現在事業を行っております臨

時福祉給付金が平成 28年度の部分で入っております。新年度については

それがまだ含まれておりませんので、平成 28年度と比べて減になってい

る状況でございます。内容については、お手元にお渡しした追加資料で各

費目毎にどこが増額したのか書かれており、通常の予算規模並みではあり

ます。 

 

寺岡教育長 よろしいですか、来年度の予算額についてですが。 

 

髙 橋 委 員 250億円ですからね。 

 

明 石 委 員 ちなみに、大分市はどうですか。 

 

教 育 参 事 現在のところ、大分市の新年度予算の民生費については、はっきりとはわ

かりません。 

 

明 石 委 員 別府市だけ突出しているかというところですよね。 

 

教 育 参 事 生活保護に関係している部分があるんですけど、少しですね。 
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寺岡教育長 厳しい状況です。 

 

髙 橋 委 員 増えているというのがね。 

 

寺岡教育長 今回教育政策課で予算額が増えているのは、空調機器が多いのでしょうか。 

 

教育総務課参事 そうですね。空調機器のリース料、それから基本設計、実施設計委託料が

結構大きく占めております。 

 

髙 橋 委 員 新しい統合中学校の分ですね。 

 

教育総務課参事 そうです、はい。 

 

明 石 委 員 空調機器はリースになるんですね。それなら、毎年出てくるわけですね。 

 

髙 橋 委 員 そういうことですね。 

 

寺岡教育長 その他、よろしいですか。１つ大きなものが別府学創生事業ですけれども、

別府学は市長も公約に挙げています。従来の別府市の文化、産業、伝統に

ついては学校教育でも指導しているのですけれども、今回は別府学という

ことでかなり力を入れておりますので、来年は推進をしないといけないと

思います。生涯学習課長、何か別府学について思いとか願いはありますか。 

 

生涯学習課長 今年度は我々の方でいろいろな教材ということで、別府市に特化した内容

の各学年指導要領に合わせた形で作っております。これにつきましては、

学校教育課を通しまして、各学校に活用をしていただくことになるのです

けれども、教諭の皆さんも初めて目にする内容もいくつか出てくるかと思

いますので、それに対して我々もいろいろな情報を流すといったことが必

要かと思います。内容につきましてはまだ十分ではないかもしれませんけ

れども、毎年いくつか改訂しながら、長く続けていきたいと考えておりま

す。 

 

寺岡教育長 ありがとうございました。 

 

明 石 委 員 スポーツ健康課の予算が大幅に減額されているんですけど、どこがですか。 

 

スポーツ健康課長 これにつきましては、先ほどの補正予算案にもありましたが、温水プール

の工事で約１億円かかっておりまして、その部分が一気に減ったというと

ころがございますので、ほぼ例年どおりの予算は確保しております。22

年前に造って以来、初めての大規模改修でございましたので、その分で１

億円ほどかかりました。以上です。 

 

明 石 委 員 わかりました。 

 

寺岡教育長 現在休館しているんですけど、オープンはどうですか。 
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スポーツ健康課長 平成 29年３月 15日に約４か月ぶりにリニューアルスタートということで、

少しイベントも企画をしており、22年前にオープンした時と同じように２

日間無料で開放しようということで、現在準備を進めております。その際

に、オープニングセレモニーで市長や教育長にも来ていただいて、中学校

生、高等学校生等による模範演技もやっていただき、更に大分県で活躍し

ている水泳の佐々木選手にもお願いして、一般の方に無料のレッスンをし

ていただこうと企画しております。以上です。 

 

明 石 委 員 ちなみに、１億円くらいでリニューアルして、どのくらい持ちますか。 

 

スポーツ健康課長 今回、主な工事が天井と、内装の LEDランプ取換等がございまして、また

10年、20年くらいは持つと思いますが、電灯については LEDランプに換

えましたので、逆に光熱費等は安く上がっていくだろうと考えています。

以上です。 

 

寺岡教育長 その他、質疑についてはございませんか。よろしいですか。では質疑等も

ないようですので、以上で質疑を打ち切り、議事日程第３については原案

に対し同意を与えることで、ご異議ございませんか。 

 

※全会一致で議決 

 

寺岡教育長 ご異議もないようでございますので、議第５号は同意を与えることに決定

をいたしました。 

 

 

 

◎ 別府市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則について 

 

寺岡教育長 次に議事日程第４、議第６号 別府市教育委員会公印規則等の一部を改正

する規則につきまして、提案理由の説明を求めます。 

 

教育総務課参事 議第６号  別府市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則について、

別府市教育委員会所管事務委任規則第２条第１項第２号の規定により議

決を求めるものでございます。 

これは、別府商業高等学校の閉校に伴うものでございます。資料 45ペー

ジからの新旧対照表を用いてご説明いたしますので、ご覧ください。では、

別府市教育委員会公印規則の別表第１及び別表第２でございますが、45

ページから 46ページの別府商業高等学校の学校印及び学校長の職印の規

格に関する部分を削除するものでございます。次に、47ページをご覧くだ

さい。別府市教育委員会事務部局職員等の職名規則の別表第１でございま

すが、別府商業高等学校関係の職名を削るものであります。続きまして 48

ページをご覧ください。別府市立学校の設置及び管理に関する条例施行規

則でございます。変更点を上から順にご説明しますので、右の現行の欄を

ご覧ください。まず、一番上の「第１章 総則」、「第２章 学校施設の

使用」という章立てについてです。別府商業高等学校の廃止には直接関係

ありませんが、総務課文書法制係より「第１章」、「第２章」という章立
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ては不要との指摘がありましたので、今回の一部改正で章名のみを削除し

ます。次に、「第３章 授業料」から 49ページの第 10 条第３項までは、

別府商業高等学校の授業料に関して規定されておりましたので、第３章を

全て削除します。また、50ページをお開きください。幼稚園の保育料の減

免措置に関する部分が一番下にありますが、ここに別府商業高等学校の授

業料を準用する箇所がありましたので、その部分の文言と様式を改正する

とともに、申請の様式第６号を 51ページのとおり改正します。では最後

に、52ページをご覧ください。別府市立幼稚園、高等学校職員の職務に専

念する義務の特例に関する規則でございます。この規則名から「、高等学

校職員」を削除します。また、第２条の「高等学校」の職員名の部分を削

除します。また、第３条第２号中「不服申立て」と「不服申立人」という

文言を、それぞれ「審査請求」、「審査請求人」に改正します。以上、ご

審議をよろしくお願いします。 

 

寺岡教育長 ただいま教育総務課参事より議決を求める説明がございました。これより

質疑を行います。何か教育委員よりございますか。よろしいですか。別府

商業高等学校の閉校に伴う、教育委員会規則の一部改正でございます。 

よろしいですか。では、質疑等もないようでございますので、以上で質疑

を打ち切り、議事日程第４については原案のとおり議決することで、ご異

議ございませんか。 

 

※全会一致で議決 

 

寺岡教育長 ご異議もないようでございますので、議第６号は議決いたしました。 

 

 

 

◎ 別府市立高等学校管理規則及び別府市立高等学校の通学区域を定める規則を廃止

する規則について 

 

寺岡教育長 次に議事日程第５、議第７号 別府市立高等学校管理規則及び別府市立高

等学校の通学区域を定める規則を廃止する規則について、提案理由の説明

を求めます。 

 

別商事務長 議第７号  別府市立高等学校管理規則及び別府市立高等学校の通学区域

を定める規則を廃止する規則について、別府市教育委員会所管事務委任規

則第２条第１項第２号の規定により議決を求めるものでございます。 

54ページをお開きください。別府市立高等学校管理規則及び別府市立高等

学校の通学区域を定める規則につきましては、平成 29年３月 31日をもっ

て別府商業高等学校が閉校になることに伴い、教育委員会規則を廃止する

ものでございます。ただし、附則第２項の経過措置で、現在施行されてお

ります別府市立高等学校管理規則第８条の規定によって「別府商業高等学

校に備えられている次の表簿は、別府市教育庁において保存するもの」と

規定しております。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

寺岡教育長 ただいま別府商業高等学校事務長より議決を求める説明がございました。

これより質疑を行います。何か教育委員よりございますか。別府商業高等
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学校事務長、もし卒業生から在学証明書が欲しいという要望があった場合

は、どのような手続でお渡ししますか。 

 

別商事務長 卒業証明書につきましては、今後教育政策課で発行することになります。 

 

寺岡教育長 教育政策課が担当すると。 

 

別商事務長 そうです。ですので、普通は学校があれば学校長名で卒業証明書を発行し

ますけれども、今回の場合、別府商業高等学校自体がございませんので、

別府市教育委員会が証明書を発行するという形になります。県立高等学校

と市立高等学校の法的な関係もございまして、やはりその辺りで大分県立

の別府翔青高等学校でしていただくという形にはならないです。 

 

寺岡教育長 難しいわけですね。 

 

別商事務長 はい。 

 

小 野 委 員 成績証明書等も全部そうなるわけですね。 

 

別商事務長 はい。 

 

明 石 委 員 それなら、一言入れないと悪いですね、閉校に伴って、学校長名の代わり

に教育長名で云々と。 

 

別商事務長 現在の卒業証明書、それから成績証明書等各種証明書につきまして、今回

の卒業生に対しましては、教育政策課に４月１日以降問い合わせるように

というお知らせもしておりますし、今後ホームページで別府商業高等学校

の卒業生の皆さんに情報はお伝えするようにしたいと思っております。 

 

福 島 委 員 成績証明書はないんですね。 

 

寺岡教育長 「表簿」の中に成績証明書がないということですが。 

 

別商事務長 別府市立高等学校管理規則第８条では「学校教育法施行規則第 28 条その

他法令（略）に規定されたもののほか」これを保存しなさいと規定されて

おりますので、そこに成績証明書等も含まれております。 

 

髙 橋 委 員 では、もちろんこれは個人情報になりますので、例えば成績証明書なり卒

業証明書も入りますけど、本人申請に限るとかいった規定は、別府市の条

例であるわけですか。 

 

別商事務長 現在大分県立学校等の形で発行しておりますけれども、その場合本人の申

請があって、特に窓口に来られた場合は免許証の提示をしていただいて本

人確認をし、本人が遠くにおられて親が代理人として取りに来られる場合

は、代理人届を出していただいて、代理人の確認を身分証明としてやらせ

ていただいております。また、インターネットで様式がダウンロード出来
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て郵送される方には、郵送の場合こういうものを準備してくださいという

ような形で行っております。本人確認は必ずして、発行しております。 

 

髙 橋 委 員 そういったことは、この教育委員会規則の中に条文として入れなくても良

いということなんですね。 

 

別商事務長 そうです。 

 

寺岡教育長 その他、何かございませんか。よろしいですか。質疑等もないようでござ

いますので、以上で質疑を打ち切り、議事日程第５については原案のとお

り議決することで、ご異議ございませんか。 

 

※全会一致で議決 

 

寺岡教育長 ご異議もないようでございますので、議第７号は議決いたしました。 

 

 

 

◎ 別府市立高等学校職員服務規程の廃止について 

 

寺岡教育長 次に議事日程第６、議第８号 別府市立高等学校職員服務規程の廃止につ

きまして、提案理由の説明を求めます。 

 

別商事務長 議第８号  別府市立高等学校職員服務規程の廃止について、別府市教育委

員会所管事務委任規則第２条第１項第２号の規定により議決を求めるも

のでございます。 

先ほど申しましたように、別府商業高等学校が平成 29年３月 31日をもっ

て閉校するのに伴いまして、別府市立高等学校職員服務規程を廃止するも

のでございます。以上でございます。 

 

寺岡教育長 ただいま別府商業高等学校事務長より議決を求める説明がございました。

これより質疑を行います。教育委員の皆様、何かご質疑ございませんか。

職員はみんな大分県立学校の方に異動になるという方向でしょうか。 

 

別商事務長 現在、別府市で採用した教諭はおりませんので、残られている教諭は、今

度の異動で大分県立学校に異動すると思われます。 

 

寺岡教育長 よろしいでしょうか。それでは、ご異議もないようでございますので、以

上で質疑を打ち切り、議事日程第６については原案のとおり議決すること

で、ご異議ございませんか。 

 

※全会一致で議決 

 

寺岡教育長 ご異議もないようでございますので、議第８号は議決いたしました。 
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◎ 報告事項（１） 

 

寺岡教育長 それでは、本日の報告事項に入りたいと思います。報告事項（１）報告第

１号 寄附受納について、ご報告をお願いします。 

 

教育総務課参事 報告第１号 寄附受納について、ご報告いたします。 

59ページをご覧ください。別府市美術協会より、日本画、洋画、彫刻、書、

写真の５つのジャンルそれぞれから１作品ずつ寄附を受けました。いずれ

も別府市美術展の入賞作品であり、定期的に別府市内の学校に寄附をされ

ているもので、本年度は朝日中学校において展示をしております。次に、

６番の丁合機ですが、浜脇中学校の同窓会より寄附を受け、浜脇中学校に

て使用しております。以上でございます。 

 

生涯学習課長 ７番から 10番まででございますが、それぞれ個人の方より寄附がござい

ました。詳細な内容につきましては、60ページ以降にその方の略歴、ある

いは価格算定の根拠等を掲載しておりますので、ご覧いただきたいと思い

ます。11番については、別府市指定有形文化財となりました絹本着色雪村

友梅像で、赤松の自治会より別府市が寄附を受けているところでございま

す。これにつきましては、現在九州国立博物館の業者に修復を依頼してい

るところでございます。内容につきましては、66ページ以降に掲載してお

りますので、ご覧いただきたいと思います。以上でございます。 

 

寺岡教育長 別紙のカラー写真もそうですね。よろしいですか。 

 

学校教育課長 12 番の寄附金でございます。石垣東の個人の方より、高等学校奨学金寄

附金として 10万円をいただいております。以上でございます。 

 

寺岡教育長 ただいま寄附受納につきましてご報告がございましたが、何かございます

か。よろしいですか。多くの寄附受納がございましたが。 

 

明 石 委 員 絵画は何かの入賞作品ですよね。７番が春陽会賞ですが、８番は。 

 

生涯学習課長 ８番は春陽展に出された作品で、受賞はしておりません。それから９番は

第 86回国展の会友賞受賞作品で、この作者は現代絵画展等で大賞を受賞

している方で、絵の価値がそれなりに認められるということです。 

 

明 石 委 員 書はどうですか。 

 

生涯学習課長 書につきましては、作者は祖母が歌人の田吹繁子氏で、略歴でも大分県美

術展、別府市美術展で入選しておりますので、今回寄附をいただいている

ところでございます。 

 

寺岡教育長 よろしいでしょうか。特にご異議もないようでございますので、以上で質

疑を打ち切りますが、報告事項（１）はよろしいでしょうか。 
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※全委員了承 

 

 

 

◎ 報告事項（２） 

 

寺岡教育長 次に報告事項（２）、別府市立学校職員ハラスメント防止要綱の一部改正

につきまして、報告をお願いします。 

 

学校教育課長 報告第２号 別府市立学校職員ハラスメント防止要綱の一部改正につい

て報告いたします。 

70ページをご覧ください。別府市立学校職員ハラスメント防止要綱の一

部改正を考えております。改正理由は、別府商業高等学校を廃止すること

に伴い、条項を改正するものであります。別紙でお配りしました新旧対照

表をご覧ください。左側が改正案で、右側が現行でございますけれども、

第５条第２項第２号は「市立別府商業高等学校の職員」は「教育総務課教

育企画係長」に相談するという旨の規定ですが、そこを削除します。それ

から、現行の第５条第２項第３号で「前２号に掲げる」としている内の１

号がなくなりますので、改正案（第５条第２項第２号）では「前号に掲げ

る職員以外の職員」は「学校教育課学務係長」に相談する旨に改正します。

それから、現行の第５条第４項第２号、及び第５条第５項では文言が「教

育次長」となっておりますので、それを「教育参事」と改正いたします。

以上でございます。 

 

寺岡教育長 ただいま別府市立学校職員ハラスメント防止要綱の一部改正につきまし

て報告がありましたが、教育委員の皆様、ご質問ございませんか。よろし

いですか。 

特にないようでございますので、報告事項（２）については以上で打ち切

りたいと思いますが、よろしいですか。 

 

※全委員了承 

 

 

 

◎ 閉会 

 

寺岡教育長 その他、教育委員の皆様より何かお聞きしたいことやご意見等はございま

せんか。よろしいですか。スポーツ健康課長、先日別府中央小学校の５年

生の女児がトラックにはねられて、一応新聞はひき逃げと書いていたんで

すけど、その後どうですか。 

 

スポーツ健康課長 ひき逃げと出ておりましたけれども、結果的には翌日ぶつけた人もすぐに

自分で学校の方に謝りに来て、謝罪に行きたいということでした。事故自

体は、子どもは軽傷で、翌日から学校に通っております。 

 

寺岡教育長 その他、よろしいですか。ないようでございますので、以上で平成 29年
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２月定例教育委員会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

 

・発言の内容について、単純ミスと思われる字句、重複した言葉づかい等を整理の上作

成しています。 


