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議事録署名委員の指名について
別府市立山の手・浜脇中学校（仮称）校名候補について
【議第 26 号】 ※継続審査 ※非公開
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 35 号】 ※継続審議
平成 30 年度一般会計補正予算案（第３号）について【議第 36 号】
※非公開
特別職の常勤職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正
（関係部分）について【議第 37 号】 ※非公開
別府市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正について
【議第 38 号】 ※非公開
別府市奨学金に関する条例の一部改正について【議第 39 号】
※非公開
工事請負契約の締結について【議第 40 号】 ※非公開
別府市立幼稚園管理規則の一部改正について【議第 41 号】

報告事項 （1）寄附受納について【報告第 15 号】
（2）平成 30 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 16 号】 ※非公開
（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 17 号】 ※非公開
そ の 他 （1）平成 30 年度全国学力・学習状況調査結果について
（2）平成 31～34 年度実施計画（案）について ※非公開
（3）平成 30 年度秋季幼稚園・小学校運動会、中学校体育大会訪問日程
（4）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 30 年８月の定例教育委員会を開会いたします。

◎ 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、議事録署名委員について、本日は小野委員さんにお願い
します。

◎ 別府市立山の手・浜脇統合中学校（仮称）校名候補について
※継続審査

※非公開

寺岡教育長 本日はまず、７月の定例教育委員会で継続審議となった議第 26 号 統合
中学校の校名候補について審議を行います。この議案につきましては非
公開で審議を行ってまいりましたので、引き続き非公開とさせていただ
きます。それでは説明をお願いいたします。

以下非公開

寺岡教育長 休憩いたします。
本日は、職員研修の一環として、各議案の担当課等の職員と各学校現場
から市職員も傍聴させていただきます。職員を入場させてください。

寺岡教育長 再開いたします。
本日の議事のうち、議第 36 号 一般会計補正予算案、議第 37 号 特別
職報酬条例の一部改正、
議第 38 号 別府市立学校設置条例の一部改正、
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議第 39 号 別府市奨学金条例の一部改正、議第 40 号 工事請負契約の
締結、報告第 16 号 功労表彰・特別功労表彰候補者、報告第 17 号 指
定管理候補者の選定基準等、その他(２) 平成 31～34 年度実施計画案、
につきましては、別府市教育委員会会議規則第６条第１項の規定により
非公開とすることを提案いたします。
お諮りいたします。以上の案件につきまして非公開とすることに賛成の
委員の皆さんの挙手をお願いいたします。出席者の３分の２以上でござ
いますので、これを非公開といたします。
また、これにより審査順序を入れ替えたいと思います。最初に議事日程
第３、議第 35 号 点検及び評価（継続審議）、次に議事日程第９、議第
41 号幼稚園管理規則を、次に報告第 15 号、次にその他の(１)全国学力・
学習調査結果、(３)秋季運動会等日程を、その後、非公開としまして、
議第 36 号、議第 37 号、議第 38 号、議第 39 号、議第 40 号、報告第 16
号、報告 17 号、その他(２)の順に審議を行います。

◎ 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３、議第 35 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（継続審議）でござい
ます。この件につきまして、提案理由の説明をお願いします。
教育政策課長 議事日程第３につきましては、前回からの継続審議でございます。
別添資料をご覧ください。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（案）でございます。７月定例教育委員
会にてご指摘のありました最後のまとめのページを付加・修正しており
ます。
まず、知見活用委員会に対する御礼を記載したあと、４行目に「委員の
方々のご意見を受けまして、以下の通り推進してまいります。」と追加
しております。次に「確かな学力の定着」につきましては、知見活用委
員からご指摘していただいた「中学校区共通の取組と取組指標の設定」
について追加しております。中ほどの個別目標の＜教育環境の整備＞の
中の「学校施設の長寿命化・快適化」につきましては、前回は記述して
いませんでしたが、知見活用委員からご意見をいただいておりますので、
「学校給食共同調理場の建設に向け、課題を整理し、建設計画を具体化
してまいります。」と追加しています。次の個別目標の＜社会教育の充
実＞の中の「家庭教育支援の充実」についても前回は記述しておりませ
んでしたが、知見活用委員からご意見をいただいておりましたので「学
級生との連携強化に努め、評価を踏まえた改善策を講じます。」と追加
しております。
最後に下から７行目には、知見活用委員の皆様から「確認指標の見直し」
についてご指摘いただいておりますので、「各取組の確認指標について
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は、達成目標・実績や具体的な方策との整合性が取れているか等を検討
してまいります。」と追加しております。以上でございます。
寺岡教育長 ただいま教育政策課長より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、何かございますでしょうか。前回、知見活用委員
の皆様からのご意見をもう少し入れたほうがいいのではなかというご意
見をいただきました。確かな学力の定着、いじめ・不登校、体力の向上、
家庭教育支援、学校施設の長寿命化・快適化等、それから個別目標の実
績、具体的な方策との整合性、そういう文言を追加しているということ
でございますが。
髙 橋 委 員 教育政策課のほうでよくまとめていただいたと思います。知見活用委員
の皆さん方のご指摘を真摯に受け止め、大切にしなければいけないご指
摘を随分といただいておりますので、その辺に関しての教育委員会とし
ての対応の仕方というのが具体化されていると思います。ただ私は、自
己評価でＣとなったところについては、なお一層、教育委員会としてこ
ういうふうな姿勢で、あるいは取組で邁進していくという力強い言葉も
必要だったのかなと。自己評価がＡとかＢとかいう部分に関しては、知
見活用委員の皆さん方からのご指摘を真摯に受け止めてというところで
結構だと思うんですけど、自己評価でＣというところをもっと具体的な
部分が欲しかったかなと思うんですけど、概ねよく検討していただいた
評価できる文章ではないかなと感じております。
寺岡教育長 評価のＣにつきましては、特にいじめ・不登校等の解消でございます。
出現率が減少していないということで、これは大きな重要課題でござい
ますので、担当課は十分そこを意識してまた対応策をということでござ
いましたが、その他何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。
他に質疑もないようでございますので、以上で質疑を打ち切り、議第 35
号は原案に対し議決することにご異議ございませんか。
※異議なし
寺岡教育長 ご異議もないようですので、議第 35 号は議決することに決定いたしまし
た。

◎ 別府市立幼稚園管理規則の一部改正について
寺岡教育長 次に議第 41 号 別府市立幼稚園管理規則の一部改正についてございま
す。この件につきまして、提案理由の説明をお願いいたします。
学校教育課長 それでは 26 ページをお開きください。議事日程第９、議第 41 号 別府
市立幼稚園管理規則の一部改正について、別府市教育委員会所管事務委
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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。
27 ページと 28 ページをご覧ください。今回の一部改正は、幼稚園で実
施しております預かり保育の実施園を１園増やすことに伴って、実施す
る園の表記を変更するものでございまして、28 ページの新旧対照表のほ
うでご説明申し上げます。右側が改正案になっております。預かり保育
第 12 条のところで、３行目の中ほどから「実施する幼稚園は、境川幼稚
園、」これが増えます、そしてこれまでどおり、「朝日幼稚園、石垣幼
稚園、鶴見幼稚園、及び山の手幼稚園とする」というふうに改正をした
いと思います。よろしくお願いいたします。
寺岡教育長 ただいま学校教育課長より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、何かございますでしょうか。来年度から境川幼稚
園を追加して、預かり保育を実施するということでございますが、よろ
しゅうございますか。
特に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、議第
41 号は原案に対し、議決することにご異議ございませんか。
※異議なし
寺岡教育長 ご異議もないようですので、議第 41 号は議決することに決定いたしまし
た。

◎ 報告事項（１）
寺岡教育長 次に報告第 15 号 寄附受納についてでございます。この件につきまして
説明をお願いいたします。
教育政策課長 それでは 29 ページをお開きください。報告第 15 号 寄附受納につきま
して教育政策課関係部分では、４番５番の部分で、大分銀行様より学校
教育の充実のため、「学研まんがＮＥＷ日本の伝記シリーズ」27 冊と、
バスケットボール 21 個をいただいております。以上でございます。
学校教育課長 学校教育課関係でございます。30 ページの番号１、２、３にありますと
おり、高校奨学金の寄附金として、ライオンズクラブさんから寄附をい
ただいております。以上でございます。
教育次長兼社会教育課長 社会教育課関係です。６番、据置型拡大読書器ということで、蔵書を拡
大して見やすくする機械をいただいております。それから７番から 13
番につきましては、別府の昭和 20 年 30 年代当時の脇鉄一市長の関係の
いろいろな資料をいただいております。別途写真等を見ていただければ
と思いますが、「ある市長のノート」「かりそめの日本ならず」それ以
下は写真になりますが、天皇行幸の写真、それぞれ右にナンバーを①②
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と打っております。それぞれのものをコピーしたものがあるのでご覧い
ただきたいと思います。いずれも当時の脇市長の関係の貴重な別府の郷
土資料ということで、これにつきましては図書館のほうで管理したいと
考えております。以上でございます。
寺岡教育長 ただいま関係課長より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、何かございますでしょうか。
福 島 委 員 清水政富さんという方はどういう方ですか。
教育次長兼社会教育課長 詳細は私も存じ上げませんが、現在は沖縄に住まれておりまして、当時
別府のほうで勤務というか住まれていたということで、いろんな資料を
持っていたのを、この時期に別府のために役立てて欲しいということで、
絵はがきやしおり等は、別府を離れるときの記念にと当時購入した物を
ずっとお持ちになっていたということです。現在沖縄のほうに住まれて
いる方と寄附の申込書はなっておりますので、今どうされているとか、
どういう仕事をしているとかいうのは、ちょっと確認できておりません。
申し訳ございません。
福 島 委 員 いえ、脇鉄一市長の関係者かなと思いまして。
教育次長兼社会教育課長 そこまでは確認できておりません。
寺岡教育長 はい。ということでございますが、よろしゅうございますか。
では他に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た
いと思います。

◎ その他（１）
【概要】

※学校教育課長より、平成 30 年度全国学力・学習状況調査結果につい
て、説明があった。

寺岡教育長 ただいま学校教育課長より説明がございました。教育委員の皆様、何か
質疑等ございますでしょうか。
今後の授業につきましては、今学校教育課長が申しましたとおり、活用
力とか応用力とか分析・統合する力、整理能力とか、そういう力が求め
られているというようなことでございました。これは数年後の大学入試
に大きく関わる内容になると聞いております。ただ記憶だけして回答す
るという時代はすでに終わっているというようなことをよくご指摘され
ておりますが。来年度は、全国学力調査については平均正答率が全国を
上回るように学校のほうでも指導していくということでございます。よ
ろしいでしょうか。
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では特に質疑等もないようでございますので、次に移ります。

◎ その他（３）
【概要】

※スポーツ健康課長より、平成 30 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説明があった。

◎ その他（４）
【概要】

※平成 30 年９月定例教育委員会の開催日程について、前回の定例教育
委員会で平成 30 年９月 28 日（金）17：00 より開催することが決定し
ている旨の連絡があった。

◎ 平成 30 年度一般会計補正予算案（第３号）について

※非公開

寺岡教育長 ここからは非公開の議案となりますので、一般の傍聴の皆様と報道の皆
様、申し訳ございませんがご退席をお願いいたします。
※関係者以外退席
寺岡教育長 それでは議事に戻ります。議第 36 号 平成 30 年度一般会計補正予算案
（第 3 号）についてでございます。この件につきまして、説明をお願い
いたします。

以下非公開

◎ 特別職の常勤職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正（関係部分）に
ついて ※非公開
寺岡教育長 次に議第 37 号 特別職の常勤職員の給与及び旅費に関する条例等の一
部改正（関係部分）についてでございます。この件につきまして説明を
お願いいたします。
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以下非公開

◎ 別府市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正について

※非公開

寺岡教育長 次に議第 38 号 別府市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正
についてでございます。この件につきまして説明をお願いいたします。

以下非公開

◎ 別府市奨学金に関する条例の一部改正について ※非公開
寺岡教育長 次に議第 39 号 別府市奨学金に関する条例の一部改正についてでござ
います。この件につきまして説明をお願いいたします。

以下非公開

◎ 工事請負契約の締結について

※非公開

寺岡教育長 次に議第 40 号 工事請負契約の締結についてでございます。この件につ
きまして説明をお願いいたします。
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以下非公開

◎ 報告事項（２）

※非公開

寺岡教育長 次に報告事項に入りたいと思います。報告第 16 号 平成 30 年度別府市
功労表彰･特別功労表彰候補者についてです。この件につきまして説明を
お願いいたします。

以下非公開

◎ 報告事項（３）

※非公開

寺岡教育長 次に報告第 17 号 別府市教育委員会指定管理候補者の選定基準、選定方
法についてです。この件につきまして説明をお願いいたします。

以下非公開

◎ その他（２）

※非公開

【概要】 ※別紙資料に基づき、平成 31～34 年度実施計画（案）について各担当課
長等より説明した。
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以下非公開

◎ 閉会
寺岡教育長 これで本日の議事は全て終了いたしました。それでは以上を持ちまして、
平成 30 年８月定例教育委員会を閉会いたします。本日はお疲れさまでし
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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