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第１ 議事録署名委員の指名について
第２ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する
結果報告書について【議第 42 号】
※継続審議
第３ 平成 28 年度一般会計補正予算案（第６号）について【議第 48 号】

報告事項

（１）寄附受納について【報告第 17 号】
（２）平成 28 年度別府市功労表彰・特別功労表彰候補者について
【報告第 18 号】
（３）別府市教育委員会指定管理候補者の選定基準、選定方法について
【報告第 19 号】

そ の 他

（１）平成 28 年度秋季幼稚園・小学校運動会、中学校体育大会訪問日程に
ついて
（２）９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

ただいまより、平成 28 年８月の定例教育委員会を開催いたします。本日
の議事につきましては、お手元に配布しております議事日程第１から第３
まででございまして、以上３件を一括上程といたします。また、報告事項
が３件、その他が２件ございます。なお、教育参事とスポーツ健康課長は、
明日（別府市議会の）全員協議会が開催される関係で打ち合わせに出席し
ておりますので、予めご了承ください。

◎ 議事録署名委員の指名について
寺岡教育長

では議事日程第１の議事録署名委員の指名について、今回は小野和枝委員
にお願い申し上げたいと思います。

◎ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する結果報告書につ
いて
寺岡教育長

それでは議事日程第２、議第 42 号 教育に関する事務の管理及び執行の
状況の点検及び評価に関する結果報告書につきまして、提案理由の説明を
求めます。

教育次長

議第 42 号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関
する結果報告書については、前回の平成 28 年７月定例教育委員会からの
継続審議でありまして、ご指摘のあった部分について付加修正をしており
ます。まず２ページをご覧ください。別府学を是非記載してほしい旨のお
話がありましたので、
（個別目標５の）今後の取組の方向性の４点目に「別
府学学習資料を作成します。」と追加しております。続きまして、４ペー
ジをご覧ください。別府市営実相寺パークゴルフ場についての記載をとい
う旨のお話がありましたので、（個別目標６の）今後の取組の方向性の３
点目に「関係団体と連携し、パークゴルフ場の有効活用を推進します。」
と追加しております。５ページをご覧ください。「Ⅳ まとめ」でござい
ますが、真ん中辺りのいじめ・不登校の部分について、「いじめの解消は
100%に近づいてはいますが、今後も組織的な状況把握と初期対応の充実を
図っていきます。」と、ご指摘のとおりに修正しております。以上でござ
います。

寺岡教育長

ただいま、教育次長兼教育総務課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。前回からの継続審議ということで再提案がご
ざいましたが、何かございますか。
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明石委員

２ページの「別府学学習資料を作成します。」ということですが、別府学
では映像関係の物も作るんでしょう。

生涯学習課長

それも含めて、別府学の学習資料という形です。

明石委員

具体的な物が出ない時はこういう表現にもなるけど、具体的な物がある場
合は、具体的な物も挙げておいた方がいいような気もしますね。

寺岡教育長

いかがですか、生涯学習課長。

生涯学習課長

括弧書きで対応したいと思います。

明石委員

かなりお金もかけて、別府学編集委員会も立ち上げたから、書いてもいい
んじゃないですか。

福島委員

映像はどんな中身ですか。

生涯学習課長

学年毎に作る冊子に合わせた DVD と、別途油屋熊八に特化した内容の物を
考えております。

寺岡教育長

予算は 50,000 千円くらいでしたよね。

生涯学習課長

50,000 千円ほどです。

明石委員

それだけ予算を取っているから、ただ「作成します。」じゃ勿体ないよう
な気がします。

髙橋委員

括弧書きでもいいと思います。

教育次長

別府学については括弧書きで対応するということで、一任いただけますで
しょうか。

※了承の声あり
教育次長

ありがとうございます。

寺岡教育長

その他、何かございませんか。
よろしいですか。では、質疑等も無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については議決ということでご異議ござ
いませんか。

※全会一致で議決
寺岡教育長

ご異議も無いようでございますので、議第 42 号は議決いたしました。
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◎ 平成 28 年度一般会計補正予算案（第６号）について
寺岡教育長

次に議事日程第３、
議第 48 号 平成 28 年度一般会計補正予算案（第６号）
について、提案理由の説明を求めます。

生涯学習課長

議第 48 号 平成 28 年度一般会計補正予算案（第６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。
７ページをお開きいただきたいと思います。補正予算の歳入で、大分県指
定史跡竈門氏墓地古塔群及び大分県指定有形文化財竈門氏墓地五輪塔の
修復事業に係る大分県補助金の減額でございます。当初事業費を 324 千円
で計上しておりましたが、大分県の（補助金交付要綱に基づく）半額補助
により、162 千円の減額となったところでございます。引き続き９ページ
で、歳出について説明させていただきます。先ほど申し上げました竈門氏
墓地古塔群等の（修復）事業費 324 千円の内、別府市が半額の 162 千円を
支出いたしますので、その分を計上させていただいております。また、大
分県指定有形文化財国東塔、及び大分県指定有形文化財向原石幢の修復事
業費 574 千円の内、別府市の負担金が 287 千円、大分県指定有形文化財御
嶽権現社宝塔の修復事業費 220 千円の内、別府市の負担金が半額の 110 千
円、以上を差し引きいたしまして、235 千円の増額で補正計上させていた
だいております。いずれも、平成 28 年４月の平成 28 年熊本地震の際に崩
壊した部分の修復でございます。引き続き、10 ページをお開きいただきた
いと思います。実相寺古墳群整備に要する経費でございます。実相寺古墳
群につきましては、土地の一部につきまして来年度国の指定を目指してお
ります。そして、国指定を受けましたら、土地の一部を公有地化しようと
いう事業を進めております。今回は、11 ページにございますように、文化
庁に事業説明に参りますので、普通旅費として２名分計上させていただい
ております。それから、購入する場合に必要な現地測量と境界確認の委託
費用をそれぞれ補正計上させていただいております。以上でございます。

寺岡教育長

生涯学習課部門で一旦切りたいと思いますが、教育委員の皆様から何かご
ざいますか。

髙 橋 委 員 （歳入で）大分県の補助金額が減額になったのは、何か理由があるのでし
ょうか。
生涯学習課長

生涯学習課の方で全額を（補助金額として）計上していましたが、大分県
指定文化財であれば、半額が大分県の補助となりますので、（事業費の）
半額を計上する形にしたところでございます。

髙橋委員

修復の金額というのは、専門的な方に見積を取っていただいたんですね。

生涯学習課長

そうです。文化財を専門に修復している業者に見積もっていただきました。
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寺岡教育長

よろしゅうございますか。

明石委員

20 数万円程度で修復できるというのは、
どのくらいのレベルなんですか。

福島委員

接着剤（を使う程度）ですね。それ以上だと、高額になります。

生涯学習課長

大体、倒壊しているものがほとんどです。

明石委員

割れているというわけではないんですね。

生涯学習課長

一部割れている物もありまして、その分は押さえた上で接着をします。

明石委員

なるほどね。

髙橋委員

結構重たいですよね。

明石委員

平成 28 年熊本地震で落ちたんでしょうね。

生涯学習課長

そうですね、石塔関係はかなり（落ちています）。

髙橋委員

そうでしょうね。

福島委員

昔からあるような形の物は、落ちやすいですよね。

寺岡教育長

よろしいですか。12 ページからはスポーツ健康課になりますので、スポ
ーツ健康課長補佐兼スポーツ振興係長よりお願いします。

スポーツ健康課長補佐

12 ページをご覧ください。体育施設整備に要する経費で、今回の補正要
求額は 346,797 千円でございます。これは、ラグビーワールドカップ 2019
公認キャンプ地誘致に向けて天然芝グラウンドが必要となり、別府市実相
寺サッカー競技場が（誘致応募の条件に合わず）駄目になったため、別府
市実相寺多目的グラウンドを天然芝に整備するための費用となります。内
訳は 13 ページになりますが、天然芝整備工事費、付帯施設整備工事費、
防球ネット工事費、ナイター照明設備工事費を合計して補正額として計上
しております。また、天然芝の養生に必要な水道新規加入負担金として
2,430 千円を別途計上しております。それから 14 ページですが、整備工事
に係る費用の９割を起債により充当するため、309,900 千円を歳入に計上
しております。次に 15 ページで、教育指導に要する経費でございますが、
当初予算で実施する予定だった大分っ子体力向上推進事業を大分県が取
止めて、代わりに防災モデル実践事業を行うための委託金が支給されるこ
とになりましたので、予算を別途組み変えて計上しております。補正要求
額は 951 千円で、内訳は 16、17 ページのとおりでございます。以上でご
ざいます。

寺岡教育長

何かございますか。
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福島委員

海外ではハイブリッド（芝）が主流になりつつありますが、それを踏まえ
ながらも天然芝にしたということですか。

スポーツ健康課長補佐

ラグビーワールドカップ 2019 公認チームキャンプ地ガイドラインでは、
天然芝であることが条件となっておりますので、天然芝の整備が必要とな
ります。

福島委員

ハイブリッドは（条件に）入っていなかったんですか。

スポーツ健康課長補佐

ハイブリッド芝は入っていませんでした。

明石委員

人工芝を天然芝に変えるということですか。

スポーツ健康課長補佐

いえ、何もしていない所に天然芝を整備する内容です。

明石委員

ハイブリッド芝の方がいいと言ってやればよかったでしょうに。

スポーツ健康課長補佐 （公認キャンプ地の）応募の要件としてそういう縛りがあるので、天然芝
で整備することになりました。
明石委員

天然芝にした場合、年間のメンテナンスはどのくらいかかるんですか。

スポーツ健康課長補佐

毎年 800 万円ほどになると思われます。

髙橋委員

別府市実相寺多目的グラウンドでは、現在はちびっこラグビーをしていま
すよね。

小野委員

サッカーもそうですね。

髙橋委員

天然芝にした場合、別府市実相寺多目的グラウンドも使用料を取るように
なるんですか。

スポーツ健康課長補佐

そうですね、例えば別府市実相寺サッカー競技場の天然芝が１面で１時間
当たり 2,160 円ですので、似たような条件になるのかなとは思います。

明石委員

別府市実相寺多目的グラウンドは、天然芝を整備してからも指定管理者制
度に出すんですか。

スポーツ健康課長補佐

はい、出します。

明石委員

その場合、使用料はどうなりますか。

福島委員

指定管理者制度に出しても、条例で（上限額が）決まっていれば、その額
に合わせることになりますね。

髙橋委員

誘致が出来ればいいですけどね。
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福島委員

上手くいかなかった場合でも、何か使い続ける手立てを考えないといけな
いですからね。

明石委員

年間 800 万円くらいメンテナンスが必要になるから、有効に活用する事業
が出来ればいいですけどね。

髙橋委員

上手くいってほしいです。

寺岡教育長

そうですね。それから、15 ページで大分県から補助を受ける防災教育モ
デル事業は、鶴見岳が噴火したという想定で、どこにどのように避難する
のかをモデル化するために、対象が別府市立鶴見小学校で、他にも大分県
立南石垣支援学校と大分県立別府青山・翔青高等学校の３校が対象になっ
ていますね。

髙橋委員

16 ページの中に、PTA 役員謝金とありますよね。

寺岡教育長

単価 8,300 円で、３名分ですね。

髙橋委員

３回参加するようになっているのですが、これは必要なんですかね。元々
PTA というのは無報酬なので、どうなのかと思います。

寺岡教育長

確認をして、必要な場合は議案に出す際に適宜修正をお願いします。その
他ございませんか。
質疑等も無いようですので、以上で打ち切りまして、議事日程第３につい
ては、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すので、議第 48 号は同意を与えるということで議決
いたしました。

◎ 報告事項（１）
寺岡教育長

それでは、次に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 17 号 寄附受納について、説明をお願いします。

教育次長

報告第 17 号 寄附受納について、ご報告いたします。
20 ページをご覧ください。教育総務課関係については、（表の）１番が
山の手中学校 PTA 様より、別府市立山の手中学校の設備充実のため、ファ
クシミリ１台をいただいております。２番は、朝日中学校 PTA 様より、別
府市立朝日中学校の教育活動に資するため、大判プリンターを１台いただ
いております。以上でございます。

生涯学習課長

引き続き、生涯学習課関係を説明させていただきます。別紙資料もともに
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ご覧いただきたいと思います。まず、３番の油彩画は、先日別府市美術館
で個展を開いた中国の個人の方より寄附をいただいております。どういう
方かについては、資料をご一読いただきたいと思います。それから、４番
から 87 番までは木村利三郎氏の作品で、昨年度は 101 点版画を寄附して
いただきましたが、
今年度は別の方より 84 点ご寄附いただいております。
木村利三郎氏については、ニューヨークで活躍されたということで、別紙
の資料３ページから 10 ページまでをご覧いただきたいと思います。それ
から 88、89、90 番は「別府市公会堂」リニューアル記念ということで、
別府市健康体操会様より掛け時計、玄関マット、収納かごをご寄附いただ
いております。それから 91、92 番で、別府市ふれあい広場・サザンクロ
スで毎年バザーを行っておりますが、その収益金で防炎カーテンを２窓い
ただいております。それから 93 番でございますが、「別府市公会堂」施
設充実のためということで、リニューアルを機に個人の方より掛け時計を
いただいております。それから 94 番でございますが、個人の方より大工
道具一式を民俗資料ということで、別府市美術館でいただいております。
見積価格の根拠につきましては、通常のカタログの時価でございます。そ
れから 95、96 番は個人の方より絵画２点を別府市美術館にご寄附いただ
いております。別紙資料 11、12 ページにございますが、一般社団法人創
元会の会員でございます。それから 97、98 番は「別府市公会堂」の設備
拡充と文化振興のために個人の方より油彩画を２点いただいており、別紙
資料の 17、18 ページにございます。この方は、一般社団法人創元会の会
友でございます。それから 99 番でございますが、時計を修理される個人
の方より、100 年前の掛け時計を修理した上で「別府市公会堂」に寄附し
ていただいております。それから 100 番でございますが、個人の方より「別
府市公会堂」に絵画を寄附していただいており、別紙資料 13、14 ページ
にございますが、別府大学講師で、現在国画会準会員でもございます。そ
れから 101、102 番が個人の方より「別府市公会堂」に絵画を２点いただ
いており、別紙資料 15、16 ページにございますが、現在国画会会員でご
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。寄附受納が 102 点ということですが、何か教育
委員の皆様よりございますか。
生涯学習課長、先日、大分市立美術館に視察に行ったのですけれども、大
分市もかなり寄附受納が多いということで、選定委員会を作って選定して
いるということですが、別府市も同じようにするということですね。

生涯学習課長

別府市美術館美術品等収集委員会設置要綱は制定しておりますが、現在ま
だ運用の方が追い付かずに動いていない状態でございますので、要綱を基
に寄附等について審査をさせていただきたいと思います。

寺岡教育長

ありがとうございました。

明石委員

早く作るということじゃなかったんですか。

福島委員

そうですね。
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明石委員

100 点も 200 点も一気に受け入れて、どうするんですか。

生涯学習課長

版画自体は、それぞれ紙１枚分でございまして、場所はそれほど取りませ
んので、収蔵に関しては問題ないと思います。ただ、今後新しい美術館等
を作る上で、やはり収蔵品をある程度確保したいと思っておりますので、
いい物があれば出来るだけ受け入れたいと思っております。以上でござい
ます。

明石委員

作品は確かに立派なんでしょうけど、出品作品と入賞した作品とでは訳が
違うと思うんですよね。だから、何かに出品したからと言っても、入選し
たとか賞を取ったとかの権威付けが無いと、別府市で展示する場合に、第
何回○○展入選作品とか、そういうのがいるんじゃないかと思いますけど。

福島委員

それと、（収蔵スペースが）いっぱいになって売るとなった場合に、何十
年前の日展に入選したから等があるから売れるんであって、何も無いと根
拠が無いから、なるべくいい物を集めるようにしないと（いけないです）。
もし要綱を別に作るなら、購入や寄附を受ける場合だけじゃなくて捨てる
場合も書いておかないと、物凄い量になりますよ。

明石委員

確かにそうですね。

福島委員

いらなくなって、売買できる物ならいいですけど、賞をもらったことが無
い（作者の）物は、なかなか売れないでしょうね。

寺岡教育長

では早急に別府市美術館美術品等収集委員会を立ち上げて運用するとい
うことで、その他ございませんか。
それでは、特に質疑も無いようですので以上で打ち切りますが、報告事項
（１）については、よろしいでしょうか。

※全委員了承

◎ 報告事項（２）
寺岡教育長

次に報告事項（２）報告第 18 号 平成 28 年度別府市功労表彰・特別功労
表彰候補者について、説明をお願いいたします。

教育次長

報告第 18 号 平成 28 年度別府市功労表彰・特別功労表彰候補者について、
報告いたします。
それでは 31 ページをご覧ください。平成 28 年度の文化の日の功労表彰・
特別功労表彰候補者ということで、功労表彰候補者は５名１団体、特別功
労表彰候補者については１名挙げさせていただいております。それぞれの
候補者については、担当課よりご説明いたします。まず教育総務課からで
すが、明石光伸教育委員と髙橋護教育委員でございます。お二方は長年に
わたり、別府市教育委員会教育委員として本市の教育行政に多大な功績を
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残されております。以上でございます。
スポーツ健康課長補佐

続いてスポーツ健康課関係です。まず、渡邉祥夫氏でございますが、この
方は別府市陸上競技協会において長距離選手として、また都市対抗県内一
周駅伝別府市チームの監督として貢献した方でございます。次に、石田博
氏でございますが、この方は平成 27 年度全国中学校体育大会第 45 回全国
中学校バスケットボール大会において、コーチとして全国大会３位に導い
た方でございます。次に、山下充江氏でございますが、この方は別府市グ
ラウンド・ゴルフ協会の会員として、競技の普及指導と発展に尽力された
方でございます。それから功労表彰候補団体としまして、別府市立北部中
学校男子バスケットボール部でございますが、平成 27 年度全国中学校体
育大会第 45 回全国中学校バスケットボール大会において、全国大会３位
の成績を収めたことによるものです。以上でございます。

生涯学習課長

32 ページをお開きいただきたいと思います。特別功労表彰候補者で、別
府市文化財保護審議会の入江秀利委員でございます。この方は元々中学校
の教員でございまして、昭和 48 年から別府市文化財調査員を、現在の別
府市文化財保護審議会委員に至るまで 40 年以上にわたって務められてお
ります。長年調査、研究をいたしまして、別府市の文化財保護行政に多大
な貢献をいただいております。ご自分で『天領横灘ものがたり 別府の江
戸時代』あるいは『横灘の炉辺史話 別府の江戸時代』等を発行して、地
域史の発展、充実に貢献している方でございます。別府市におきましては、
郷土史研究の第一人者でございます。以上でございます。

寺岡教育長

候補者について、何か教育委員の皆様よりございますか。明石委員と髙橋
委員を候補者にということで、教育総務課より挙がっております。

髙橋委員

これは、報告事項なんですよね。まだ現職なんですけど、よろしいんでし
ょうかね。

教育総務課長補佐

私の方から秘書広報課に確認しまして、現職でも推薦することは差し支え
ないということで、回答をいただいております。

寺岡教育長

候補者については、そういうことでございます。以上でこの件について質
疑を打ち切りたいと思いますが、報告事項（２）については、よろしいで
しょうか。

※全委員了承

◎ 報告事項（３）
寺岡教育長

次に報告事項（３）報告第 19 号 別府市教育委員会指定管理候補者の選
定基準、選定方法について、説明をお願いします。
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教育次長

報告第 19 号 別府市教育委員会指定管理候補者の選定基準、選定方法に
ついて報告いたします。
34 ページとお手元の別添資料「指定管理者の募集要項」をご覧ください。
この件につきましては、平成 28 年７月定例教育委員会において議第 41 号
で議決をいただきましたので、第１回別府市教育委員会指定管理候補者選
定委員会を平成 28 年８月 16 日（火）に開催し、審議いたしました。A か
ら C までのグループ、及び別府市営実相寺パークゴルフ場ともに、平成
28 年９月 20 日（火）から平成 28 年９月 30 日（金）まで申込を受付け、
平成 28 年 10 月以降の第２回別府市教育委員会指定管理候補者選定委員会
で応募者の面接審査を行い、11 月の教育委員会で議決していただきまし
て、12 月の別府市議会で提案する予定でございます。選定基準及び選定
方法につきましては、35 ページ以降の事業計画書に基づき、38 ページの
各項目毎に面接審査時に採点をいたします。全委員の採点の合計点が最も
高い申請者を別府市教育委員会指定管理候補者選定委員会の総意として
選定いたします。なお、前回の平成 28 年７月定例教育委員会議事日程第
２でご指摘をいただきました別府市教育委員会内部の委員につきまして
は、教育参事より別府市教育委員会指定管理候補者選定委員会委員の皆様
に、公平性を保つため、現在評議員をしている一般財団法人別府市綜合振
興センターから応募のあった施設の採点には加わらないと申入れをし、了
解をいただいております。以上でございます。

寺岡教育長

ありがとうございました。現在の別府市の方向性は、平成 15 年に地方自
治法の一部改正があった関係で、民間でできる所は民間にということでご
ざいます。それで、現在別府市にあります公の施設で、教育次長兼教育総
務課長より説明のあったグループですが、まず A グループは別添資料 3 ペ
ージで、別府市営温水プール、別府市営青山プール、別府市公園テニスコ
ートの３つです。今度は B グループで、別府市市民球場、別府市実相寺球
場、別府市野口原総合運動場の野球場及びソフトボール場です。C グルー
プが別府市体育館「市民体育館」のほか、別府市実相寺サッカー競技場、
別府市実相寺サッカー競技場管理棟、別府市実相寺多目的グラウンド、別
府市実相寺公園管理棟、別府市野口原総合運動場（で B グループを除いた
もの）、別府市立別府中央小学校・別府市立浜脇中学校・別府市立浜脇中
学校・別府市立北部中学校の運動場夜間照明施設も入ります。それから、
単独で別府市営実相寺パークゴルフ場ですが、グループについては、主に
種目別で棲み分けをしており、来年度４月以降指定管理者制度に出すとい
うことで、平成 28 年 12 月の別府市議会に提案するために動いているとこ
ろでございますが、何かございますか。
質疑等も無いようですので、以上で打ち切りますが、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 28 年８月定例教育委員会の全ての日程を終了いたします。
お疲れ様でした。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。
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