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議事録署名委員の指名について
平成 27 年度一般会計補正予算案（第４号）について【議第 64 号】
平成 28 年度「別府市教育行政基本方針」について【議第 65 号】

報告事項

（１）寄附受納について【報告第 18 号】
（２）決算特別委員会について【報告第 19 号】
（３）別府市立小中学校職員安全衛生管理要綱の一部改正について
【報告第 20 号】

そ の 他

（１）別府市特別職報酬等審議会の答申について
（２）12 月定例教育委員会の開催日程について

議
◎ 開

事

録

会

寺岡教育長

それでは、平成 27 年 11 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いて、今回は髙橋護委員にお願
いします。

◎ 平成 27 年度一般会計補正予算案（第４号）について
寺岡教育長

議事日程第２でございます。平成 27 年度一般会計補正予算案（第４号）、
議第 64 号について、事務局からお願いします。

生涯学習課長

議第 64 号 平成 27 年度一般会計補正予算案（第４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。
ご説明いたします。２ページでございます。補正がございまして、教育債
1,468,100 千円の内、今回中央公民館・市民会館リニューアル事業債の内
容が変わります。中央公民館・市民会館リニューアル事業債は 865,000 千
円でございますが、207,100 千円補正をいたしまして、この分に関しまし
ては合計額 1,072,100 千円となっております。
この理由といたしましては、
元々リニューアル工事の事業債ということで、総事業費 1,159,600 千円の
充当費の 75 パーセントが使用できるということでしたが、大分県の方か
ら指示がございまして、緊急防災対策事業債にこの内の 800,000 千円が使
えるのではないかということで、その充当費が 100 パーセントになります。
従いまして、その差額の 207,100 千円を補正いたしております。続いて、
３ページでございます。公民館費の中央公民館・市民会館に要する経費に
ついて、422 千円の追加額で挙げさせていただいております。これにつき
ましては、音響の委託分でございます。平成 28 年４月１日（金）にリニ
ューアルオープンをする予定でございますが、当日から委託いたしますと
事前準備が全然できないということでございますので、平成 28 年３月か
ら１か月間、業者を入札で選びまして、その業者に１か月間準備をしてい
ただこうということで、挙げさせていただいております。それから、その
下の文化施設費でございますが、補正額 2,290 千円でございます。この分
につきましては、別府市コミュニティーセンターに相撲練習場がございま
して、その土俵の改修費用として挙げさせていただいております。４月か
らいろいろな大学等の合宿が始まりますので、新年度で挙げると工事が間
に合わないということがございますので、今回補正で挙げさせていただい
たところでございます。以上でございます。
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スポーツ健康課長

４ページをお願いします。まず、スポーツ健康総務に要する経費で、別府
市中学校体育連盟の補助金として 5,597 千円を計上させていただいており
ます。理由は、例年より九州大会や全国大会への進出部が多かったことと、
今回は全国大会が東北・北海道エリアで、かなり旅費がかかったというこ
とで、出場費の不足が生じたためでございます。次に、パークゴルフ場管
理運営に要する経費で、防球ネット設置費負担金として 10,000 千円を挙
げさせていただいております。以前より、市道及び別府市営実相寺パーク
ゴルフ場敷地内に明豊高等学校の野球練習場からボールが飛来しており
まして、安全対策について別府市と別府大学で協議を重ねてきた結果、防
球ネットの設置工事を別府大学が行うことに決定しまして、その一部の費
用を別府市が負担するためでございます。以上、よろしくお願いします。

生涯学習課長

５ページでございます。債務負担行為の補正でございます。現在リニュー
アル工事をしている市民会館の大ホール部分でございますけれども、その
施設維持管理料 5,055 千円を挙げさせていただいております。この分につ
きましては、先ほどの音響の業者に、平成 28 年３月から１か月だけ委託
をするわけですけれども、それ以降平成 28 年４月から再度入札等により
業者が変わると（円滑な運営が）できなくなるということで、１年間同じ
業者で通していただくために、事前に債務負担行為を行うものでございま
す。それから６ページでございます。地方債の補正でございますが、一番
最初に申し上げました中央公民館・市民会館リニューアル事業債について
です。内容は、先ほど申し上げたとおりでございます。以上でございます。

寺岡教育長

ありがとうございました。委員の皆様、２ページから６ページまででござ
います。生涯学習課からは中央公民館・市民会館リニューアルに関する件、
それから別府市コミュニティーセンターの管理運営に関する件、スポーツ
健康課からは中学校体育連盟の補助金と、別府市営実相寺パークゴルフ場
の防球ネットに関する件でございますが、何かご質問やご意見等はござい
ますか。

髙橋委員

中央公民館・市民会館リニューアル事業ですけれども、207,100 千円補正
が挙がっているのですが、工事自体に変更はあるのでしょうか。

生涯学習課長

工事自体に全く変更はありません。

髙橋委員

当初の計画どおりということですか。

生涯学習課長

はい、当初の計画どおりでございます。

髙橋委員

それと、市民会館大ホールの音響設備の機材というのは、今度は新規で購
入されるわけですね。

生涯学習課長

一部備品等で引き続き使う分もございますが、基本的には変えた部分等も
ございますので、それに合わせて新規にします。

髙橋委員

今までもすごくよかったですよね、音響が。今度は天井が高くなるから、
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オペラとかにもいいんじゃないかなあと。結構でございます。
福島委員

別府市営実相寺パークゴルフ場の防球ネットは、全体の金額が挙がってい
るんですか。10,000 千円が補助で、全体はいくらになりますか。

スポーツ健康課長

約 40,000 千円程度です。その内の 10,000 千円を負担金としております。

寺岡教育長

よろしゅうございますか。では、議事日程第２について議決したいと思い
ますが、よろしいですか。

※全会一致で議決
寺岡教育長

議第 64 号は議決いたしました。

◎ 平成 28 年度「別府市教育行政基本方針」について
寺岡教育長

それでは議事日程第３、議第 65 号 平成 28 年度「別府市教育行政基本方
針」についてお願いします。

教育次長

議第 65 号 平成 28 年度「別府市教育行政基本方針」については、別府市
教育委員会所管事務委任規則第２条第１項第１号の規定により議決を求
めるものでございます。
お手元の別添資料をご覧ください。例年、教育委員の皆様のご意見をいた
だいて作っているのですが、まず表紙につきましては、次回の教育委員会
でご提案をさせていただきたいと思います。（巻き三つ折りの）見開きで
すが、この部分を A３資料のとおりの形にしてはどうかという、大きな枠
の提案でございます。なぜかと申しますと、この教育基本方針は当該単年
度の基本方針ということで、その年に何をするかということを明確に示し
た方がいいだろうという考え方で、平成 28 年度は重要施策としてこうい
うものがありますということを表に出しています。これは叩き台でござい
ます。平成 28 年度は小中連携教育を大きな目玉に挙げて、その右側にコ
ミュニティ・スクール中学校区連絡会の開催等、前回の定例教育委員会で
少しお知らせいたしましたとおり、市長公約に関わる部分と懸案事項に関
わる部分の重要施策を掲載させていただいております。そして右下には、
今年度から載せております「教育のまち 別府」を目指してということで、
別府市総合戦略とのつながりの中で掲載させていただいております。あと
は、見開きをさらに開いた中の左端に全体の概要をまとめて、主な活動の
取組みを残りの部分に掲載しようかと考えております。最後に、裏ページ
でございますが、教育機構の部分はこのまま残して、コミュニティ・スク
ールが来年度は全校正式に実施しますので、平成 27 年度版では新・地方
教育制度について掲載しておりますが、ここにコミュニティ・スクールに
ついて新たに掲載しようかと考えております。次回の教育委員会で形にし
たものをご提案しようと思うのですが、今日は大きく変わる部分について、
お手元の資料のような方向で考えていることをご説明させていただきま
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した。具体的な部分は、今日もしご意見等がありましたら、ご指摘いただ
いた内容を盛り込みながら次回の教育委員会でご提案させていただきた
いと思います。以上でございます。
寺岡教育長

具体的な内容につきましては次回の教育委員会で再提案するということ
でございます。平成 27 年４月１日（木）からの新しい教育委員会制度の
中で、第１回別府市総合教育会議が実施されました。これまでは、教育サ
イドの論理だけで進められておりましたけれども、今年からは首長の意向
がどんどん入ってくるということで、従来の教育行政基本方針と、新しい
市政になってからの教育行政との違いですね。つまり、「教育のまち 別
府」を目指すことと、平成 27 年 10 月に策定された別府市総合戦略の「ひ
とを大切にし、別府で子どもを産み、育て、生きる。」という基本方針の
形で、学校・家庭・地域が協働した子育てのしやすいまちづくりをするこ
とであります。ですから、今までの教育行政基本方針と、新しい市政の教
育に対する願いや思いや方針を基に、来年度からどのように提案するかと
いうところが課題になるかと思います。昨年度の案につきましては、長野
市長が一読して最初におっしゃったのが、「目指す所、着地点が見えにく
い。」ということでございました。教育の場合は非常に具体的な数値を出
すのが難しい点がございますけれども、「理念が多すぎて、何をどういう
ふうにしたいのかわからない。」という指摘がございましたので、教育総
務課の方では重要施策を来年度はこういうふうにするということを打っ
て出ています。委員の皆様、いろいろな角度から、何かご意見がありまし
たらお願いします。

明石委員

中は変わらないんですか。

教育次長

重要施策を最初のページに入れて、全体を左にずらそうと考えています。

福島委員

勉学のことはあまり書いていないですよね、重要施策の中に。例えば、ど
んな言葉がいいかわかりませんけれども、順位を上げるとか。

教育次長

確かな学力の定着だとか、いじめ・不登校の解消、体力の向上ですね。そ
れについては、横の共有がまだできていませんが、重要施策でありますの
で、どういう入れ方をするか相談したいと思います。

福島委員

学校というのは、読み書き算盤が一番だと思うんですね。

明石委員

確かに、具体的に何かするというのははっきりわかるけど、学力というの
が抜けていますね。

福島委員

やるのなら、勉学を入れてほしいです。

寺岡教育長

教育次長兼教育総務課長、市長の公約は重要施策の中でどこになりますか。

教育次長

まず「別府学」を学ぶ環境整備、むし歯予防のためのフッ化物洗口、幼稚
園・小学校のエアコン設置、学校給食に別府の地産地消献立導入、別府を
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冠とした少年スポーツ大会の実施、図書館・美術館の整備であります。
寺岡教育長

今のが、市長が教育に関して実現したいことでございまして、それ以外が
教育委員会の懸案事項に関する重要施策ですね。

明石委員

日本遺産認定というのは、現実にはどのくらいの確率ですか。

生涯学習課長

お答えいたします。昨年度から始まっておりまして、18 件選ばれており
ます。今年度は 30 件くらい選ばれると聞いております。現実に作業を進
めておりまして、別府市の場合は他の市町村と組まないと出来ないという
状況がございますので、他市と組みながら作業しているところでございま
す。日本遺産の最終的な目標は、2020 年の東京オリンピックで外国人が来
られた時に、それを見に足を運んでもらうことですので、最終的に 100 件
くらい認定するのですけれども、例えば温泉分野であれば早く手をつけて
した方が確率的には高いということで、その辺りも含めながら既に文化庁
と協議を進めているところです。あとは我々のやり方次第で、要素として
十分だと思います。

明石委員

重要施策だから、ならないとおかしいのであって、ある程度確実になって
から出さないと。水面下でやるのはいいですけど、挙げたら通らないとお
かしいでしょう。

生涯学習課長

今年の分は、平成 28 年２月が募集の締切になりまして、平成 28 年５月く
らいに結果が出るということですので、最終的には文化庁の方の選択にな
ろうかと思いますけど、認定されるように全力で頑張りたいと思っており
ます。

福島委員

前から言われているんですけど、「別府」と「別府温泉」、我々は違いが
わかりますけど、別府駅を「別府温泉駅」に変えるようなことを一緒にや
らないと、外国人には特にわかり辛いと思うんですね。私、１回聞いてみ
たことがあるんですよ、いくらかかるか。１億円かかるそうです、駅名に
伴って時刻表から全部変えるのに。

明石委員

いいアイデアですね、「別府温泉駅」に変えるというのは。

福島委員

前から言っているんですけどね、誰も本気になってやらないから。折角や
るなら、それくらい含んだ、大きな網をかけてやらないと。

明石委員

それこそ市長部局に、
「別府温泉駅」にすればもっとこれが（よくなると）。
重要施策のところは、やっぱり学力が抜けているし、体力とかいじめとい
うのは物凄い問題なので、それが抜けているというのはどうでしょうね。

寺岡教育長

それは、入れましょう。

福島委員

この重要施策は、変えてもいいんですか。
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教育次長

はい。

寺岡教育長

では、学力の定着、いじめ・不登校の解消、体力の向上の３つは入れて、
「別府温泉駅」については市長部局に提案するということで。

明石委員

教育委員からそういう熱い申出があったということで。大分県は「おんせ
ん県」と名乗っているし、その温泉の代表が別府市ですから、大分県から
補助をもらって本格的に出来ないですかね、市長が変わったし、やる気十
分なので。表に出せるいいアイデアだと思いますね。

寺岡教育長

教育委員から、挙げている以上は実現の可能性があるものをということな
ので、この重要施策の中で実現が難しいものはありますか。むし歯予防の
ためのフッ化物洗口は来年からですか。

スポーツ健康課長

はい、小学校１年生からで、幼稚園が平成 28 年１月から開始です。

寺岡教育長

幼稚園・小学校のエアコン設置は検討しているということですか。

教育次長

設置する方向で検討中です。

寺岡教育長

別府商業高等学校の閉校については、何か方向性があるんですか。

別商事務長

今、他の閉校した学校の行事的なものの洗い出しをして、素案を準備して、
２月、あるいは３月頃には実行委員会を立ち上げて、閉校行事等を実施し
たいと考えています。

福島委員

もっとほかにできることがないですかね、書けるなら書いておいた方が。
懸案の共同調理場もできるし、図書館・美術館もできるし、折角そういう
指導があるのなら。

明石委員

やりたいことを具体的に挙げた方がいいんじゃないですかね。

寺岡教育長

まだ市長部局と整合性が取れていないものもあります。

髙橋委員

前回の定例教育委員会でいただいた資料の中の課題や懸案事項の中から、
平成 28 年度はこういうことをすると抜粋したわけですか。

教育次長

別府市営実相寺パークゴルフ場と自校炊飯は今年度中に終了する見込み
ですので、掲載しておりません。

寺岡教育長

教育参事、これに追加するものはございますか。

教育参事

平成 28 年度に動き出すのがこういったものですので、平成 29 年度、平成
30 年度と予算の関係もあるんですけれども、どんどん挙がっている状況で、
また市長の方からも指示が来ているという状況でございます。
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福島委員

ラグビー（ワールドカップ）の練習場を誘致しようと言っている件で、プ
ロだと芝生が重要ですから、どこの芝生をやり替えるかですね。今、（主
流になりつつあるのは）ハイブリッド（芝）ですよね。

スポーツ健康課長

ラグビーワールドカップのキャンプ地誘致については、現在文化国際課が
やっておりまして、スポーツ健康課も一緒に加わっております。一応、今
のところは、野口原総合運動場陸上競技場、あるいは実相寺多目的グラウ
ンドあたりの改修を考えていますけれども、具体的には来年６月にキャン
プ誘致推進委員会が立ち上がりまして、そこで基準に合っているかどうか
の確認をしてから、また手を挙げてほしいという話もありますが、当然準
備もしていかなければいけないと考えております。あと、APU とのタイア
ップも当然その中に入ってくると考えております。

福 島 委 員 （重要施策の中に）書いておかなくてもいいんですか。書いておけば、で
きる可能性もあるわけですし。
スポーツ健康課長

スポーツ健康課もメンバーに入っておりますけれども、指示を出している
のは市長部局の、ONSEN ツーリズム部文化国際課ですから、ここに書くこ
ととはまた違うのかなと思います。

教育参事

誘致については、姉妹都市等の関係があるものですから、その辺りの話が
上手くいくのは文化国際課だろうということで動いております。おそらく、
来年４月には組織として立ち上がるのではないかと思います。それがどこ
の部署に来るかは、まだわかりません。

福島委員

芝生のいいものが無かったら、来ないですよ。芝生については、スポーツ
健康課じゃないんですか。

教育参事

そういうことになります。

スポーツ健康課長

施設の管理運営については、当然スポーツ健康課になります。

福島委員

文化国際課は誘致だけでしょう。スポーツ健康課は、維持管理と芝生もあ
りますから。

スポーツ健康課長

そのとおりです。

明石委員

検討中ということで、入れておくべきじゃないですかね。

福島委員

それと、ボディビルディング用のジムと、アイシング用のプールがいりま
すよ。それをどこにするかも、考えないといけないですね。プールは、氷
を入れた水風呂にして入るんですよ、ボディビルディングをした後に。

明石委員

そういうものも、いるんですか。

福島委員

プールは大きいものなので、それも無かったら、来ないですよ。
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スポーツ健康課長 今、野口原総合運動場陸上競技場にはそういった設備が全くありません。
トレーニングルーム等も含めて、別府市総合体育館「べっぷアリーナ」も
近くにありますので、そういった所とタイアップしながら考えていこうと
いう話までは出来ております。
福島委員

そうですか。別府市総合体育館「べっぷアリーナ」の横に造るとか。

スポーツ健康課長 いえ、別府市総合体育館「べっぷアリーナ」にトレーニングルームがあり
まして、シャワールームを野口原総合運動場陸上競技場に造るといったこ
とは考えています。
福島委員

火照った体をすぐに冷やさないといけないから、（プールがジムの）隣に
ないといけないですよ。１キロメートル先に行くというのはないです。内
部で造り変えるならいいですけど。

教育参事

今、福島委員がおっしゃった施設について、別府市にはございません。そ
れで、これからどうするかという部分で、市長部局とも話をしております。
野口原総合運動場陸上競技場でやる場合、近くにプールがありますけれど
も、更衣室もシャワー室もトレーニング室も無いのでどうするのか、実相
寺多目的グラウンドでやる場合は、人工芝を張るのか、天然芝を張るのか、
今後の利用を考えた時にどうしていかないといけないのかは、今の段階で
はまだですが、平成 28 年６月に申請を出しますので、方向性をはっきり
と決めて進んでいかなくてはいけないと考えております。大分県の方との、
補助の絡みがいずれは出てくるだろうと思います。大分県の方は、やると
したら別府市しかないと言っているみたいですけれども、その辺りも含め
て、どういった形で進んでいかないといけないかの方向性もはっきりと決
まっておりません。芝生については、教育委員会で管理をしておりまして、
2020 年の東京オリンピックも含め、今後のことを考えないといけないとい
う思いもあります。重要施策に挙げるかどうかは、また協議させていただ
いて、そういう方向で進めたいと思います。

寺岡教育長

教育参事、国民文化祭等は来年度になるんでしょうか。

教育参事

おそらく、来年度には立ち上げないと間に合わないだろうと思います。
2018 年開催で大分県が誘致しているようですが、その辺りの話も大分県か
ら全く話が来ていない状況です。どちらにしてもラグビーワールドカップ
より先にあるので、手掛けなければいけないです。20 年前に経験した職員
もおりますが、どういった組織になるのか、教育委員会が主管になるのか
どうかという部分も、まだはっきりとわかりません。2018 年に国民文化祭、
2019 年にラグビーワールドカップ、2020 年に東京オリンピックと３年続
けて大きなイベントがあります。

福島委員

今年、鹿児島市で開催しまして、補助金がたくさん出ているんですよ。一
巡しましてね、来年度からは補助金がほとんど出ない状態でやれと言われ
ているんですよ。
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明石委員

どこも手を挙げていないんじゃないですか。

福島委員

どこも挙げていないんですよ。だから、割り当てを押しつけられるかもし
れないですね。

寺岡教育長

そういう可能性はありますね。

教育参事

その姿も全然見えていないですから。

寺岡教育長

平成 28 年度の教育目標については、「ともに聴きあい 学びあい ふれ
あい教育～豊かな感性の育成～」で策定しまして、地域とともにある学校
づくりの推進と、子どもを育む地域づくりのために学校・家庭・地域が協
働していくということで考えております。これは、別府市の人口が数十年
後には 10 万人ほどになるという状況もありまして、現在の市政が、人口
減少防止のために、是非魅力のある学校を作ってもらいたい、つまり、こ
の地域に住んでこの学校に行きたいと思われるような学校を作ることに
よって、子どもが育てやすく、働きやすいまちづくりを別府市は目指さな
いといけない、と言われています。では、教育委員会はどのような学校や
幼稚園、地域を作るかということですが、（小中学校）一貫教育が出来ま
せんので、小中連携教育で、つまり幼稚園、小中学校の校区で子どもたち
を育てようということです。これまでも連携教育はやっているんですけれ
ども、この中にコミュニティ・スクールを入れて、学校運営協議会という
「組織」でやることにより、先生達が異動してもシステムが変わらないの
で、その中でいじめや不登校の解消、あるいは学力を徹底して、中学校の
ブロックで育てていこうということです。今の子どもたち、地域、あるい
は家庭の状況を考えた時に、今後はこのような教育が必要になるのではな
いかということで、小中連携教育を提案し、地域づくりや学校づくりを行
うことで、学校、家庭、地域が一体となってまちづくりに資したいという
考え方です。

福島委員

子どもを増やそう、学校をきれいにしようというのはどこでもみんなやっ
ているんですよ。だから、別府市だけの特長として、（例えば）第３子を
産んだら 10 万円、15 万円補助が出るとか率先してやらないと、学校だけ
をきれいにしてもなかなか３人目は産まないですよ。（合計特殊出生率）
1.43（人）というのは、７割の人が結婚して２人ずつ産んでいる状態なん
ですね。だから、３人目が欲しいんですよ。勿論、残りの３割にも結婚し
て欲しいですけど、産んでもらうためには、もう補助金を出すしかないか
なと思います。

髙橋委員

以前あったんですね、別府市でも。20 万円でした。

明石委員

それは出産時だけでしょう、出産手当として。

福島委員

そうじゃなくて、毎月 10 万円から 15 万円補助するという話です。

髙橋委員

それはありがたいですね。
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明石委員

本当に子どもを増やそうというなら、そのくらいの手を打たないと。どう
して子どもを産まないのかといったら、子育てにお金がかかるし、２人目
３人目で子沢山になると、却って子どもがかわいそうですからね、大学に
行けなかったり親が大変で。だから、教育費はただにするとか、具体的な
政策のようなことを挙げていかないと。

髙橋委員

児童家庭課の担当ですかね、就学前児童の間は毎月１万円補助するという
のがあったと思います。

寺岡教育長

別府市も大きな課題を抱えているということで、別府市総合戦略において
目標としているのは、合計特殊出生率 1.55 人を維持することです。

福島委員

普通のやり方だと、３人目４人目は産まないでしょうね。

寺岡教育長

よろしいでしょうか。

小野委員

私が入ってから、毎年同じパターンで見ているんですが、よその所はどん
な教育基本計画を作っているのか、見てみたいです。

教育次長

よそでは普通の冊子になっているところが多く、却って別府市の方が斬新
で、このタイプはなかなか無いです。

小野委員

わかりました。

福島委員

重要施策のところで、勉学はなるべく一番上にした方がいいですね。

寺岡教育長

学校教育課の担当部分で、再提案する際に加えてください。

明石委員

優先順位も考えて掲載した方がいいですね。

教育次長

順位についても、また考えたいと思います。

寺岡教育長

議第 65 号は、次回の教育委員会で具体案を再提案するということでよろ
しいでしょうか。

※全委員了承、継続審議へ

◎ 報告事項（１）
寺岡教育長

次は、報告事項（１）報告第 18 号 寄附受納につきまして、事務局から
お願いします。

教育次長

報告第 18 号 寄附受納について、報告をさせていただきます。
それでは、９ページをお願いします。まず、個人の方より、中部中学校に
10

28 冊、それから境川小学校に 40 冊図書を寄附していただいております。
それから、匿名の方でございますが、東山幼稚園の子どもたちにというこ
とで、エレクトーンを１台いただいております。４番から８番までは別府
市美術協会様より、別府市美術展の入選作品を青山中学校にいただいてお
ります。毎年ですが、同様に各中学校に寄贈したいということで、昨年は
ありませんでしたが、一昨年が中部中学校、その前が北部中学校にいただ
いております。それから、個人の方より油彩画を、別の方より和鏡（銅鏡）
をそれぞれいただいております。以上でございます。
寺岡教育長

何かございませんでしょうか。
報告事項（１）はよろしゅうございますか。

※全委員了承

◎ 報告事項（２）
【 概 要 】※平成 26 年度決算特別委員会の教育委員会に関連する質問等について、教
育参事より日程と概要を、各担当課長等より委員からの質疑応答の内容
を、それぞれ報告した。
寺岡教育長

ありがとうございました。昨年度の件についてですが、教育委員の皆様か
ら、特に何かございましょうか。
報告事項（２）については、よろしいですか。

※全委員了承

◎ 報告事項（３）
寺岡教育長

次は、報告事項（３）報告第 20 号 別府市立小中学校職員安全衛生管理
要綱の一部改正についてお願いします。

学校教育課長 報告第 20 号 別府市立小中学校職員安全衛生管理要綱の一部改正につい
て、報告いたします。
30 ページをご覧ください。別府市立小中学校職員安全衛生管理要綱の新
旧対照表を掲載しております。左側が現行でございますが、第５条第２項
に「（略）教育次長の職にある者をもって充てる。」とありますが、教育
参事職の新設により、右側のとおり「（略）教育参事の職にある者をもっ
て充てる。」と改正したいと考えております。以上でございます。
寺岡教育長

報告事項（３）については、よろしいでしょうか。

※全委員了承
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◎ 閉会
寺岡教育長

以上で平成 27 年 11 月の定例教育委員会を閉会いたします。

・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。
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