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議事録署名委員の指名について
令和元年度一般会計補正予算案（第４号）について【議第 61 号】
※非公開
別府市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定
について（関係部分）【議第 62 号】 ※非公開
別府市立学校職員の給与等に関する条例等の一部改正（関係部分）
について【議第 63 号】 ※非公開
別府市教育に関する事務の事務権限の特例に関する条例の制定に
ついて【議第 64 号】 ※非公開
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
一部改正（関係部分）について【議第 65 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 66 号】 ※非公開
別府市総合教育センターの設置及び管理に関する条例の一部改正
について【議第 67 号】 ※非公開

報告事項 （1）寄附受納について【報告第 24 号】

（2）別府市スポーツ推進委員の辞任届の受理について【報告第 25 号】
（3）教育長による事務の臨時代理について【報告第 26 号】※非公開
（4）別府市スポーツ推進審議会委員の辞任届の受理について
【報告第 27 号】
そ の 他 （1）教育部機構改革（案）について ※非公開
（2）福祉サービスのあり方検討委員会意見書（関係部分）について
（3）別府市新学校給食調理場整備について（経過報告）
（4）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 ただいまより令和元年 11 月の定例教育委員会を開会いたします。
本日は小野委員さんが欠席です。

◎ 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は、本日は山本委員さ
んにお願いいたします。
本日は、既にお配りした議案と本日机に配布しております追加議案があり
ますのでご了承願います。
これら本日の議事のうち、議第 61 号から議第 67 号までと、その他（1）教
育部機構改革案、及び追加分報告第 26 号につきましては、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。これらの議案を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。またこれらについては審査順序を入れ替え、
最後に審議を行います。

◎ 報告事項（１）
寺岡教育長 まず報告第 24 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。
学校教育課長 報告第 24 号、寄附受納についてご報告いたします。
49 ページをご覧ください。まず１つ目ですが、社会福祉法人太陽の家様よ
り、書籍「日本のパラリンピックの父」14 冊、及び書籍「日本のパラリン
ピックを創った男」８冊を寄贈いただきました。この書籍は、太陽の家の
創設者で、日本のパラリンピックの父と呼ばれる中村裕氏について書かれ
たものであり、市内の子どもたちに 1964 年の東京パラリンピックや日本
の障がい者福祉の歴史について理解してほしいという願いから寄贈いた
だいたものです。それぞれ市内小中学校に１冊ずつ送付をいたしました。
続いて、２番の折りたたみ式発表ボードから 10 番につきましては、公益
財団法人ベルマーク教育助成財団から、へき地学校への援助を目的として、
別府市立東山小学校に寄贈されたものです。学校が希望した一輪車やドッ
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ヂボール等の物品、30 万円相当をいただいております。
次に 50 ページの 11 番についてご説明いたします。株式会社クリエイツ様
より青少年の健全育成を目的として、絵本「日本神話」全 11 巻を４セット
いただきました。昨年度も４セットいただき、市内中学校４校に送付いた
しましたが、今年度は残りの４校である浜脇、朝日、東山、鶴見台の各中
学校に送付し、図書館の蔵書に加えさせていただきました。学校教育課分
は以上でございます。
社会教育課長 社会教育課分をご説明いたします。後半の 13 番 14 番でございます。ま
ず、「片づけられない主婦と片づけ嫌いの子どもを 180 度変える本」５
冊で、藤原友子様より別府市立図書館の蔵書の充実及び市民の文化振興
のため寄贈いただきました。藤原さんにつきましては、整理収納アドバ
イザー１級で、整理収納アドバイザー２級の認定講師をされておりまし
て、その講座や、整理収納に関する各種セミナーを開催されておりま
す。地元メディアケーブルテレビの「ひるまえとんぼテレビ」に出演中
でございます。
次に 14 番「かわいいナビ派」他 73 冊、杉本惇様より図書館利用者の利
便に供するためということで寄贈いただきました。杉本惇さんは、別府
市出身で、中経出版の元社長でございます。これまでも、485 万７千円分
相当の図書の寄附をいただいております。それぞれ別府市立図書館及び
地区公民館に配置をしております。以上でございます。
寺岡教育長 ありがとうございました。図書の一覧は別紙がありますのでご覧ください。
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。
山 本 委 員 藤原友子さんという方は、別府に住んでいる方ですか。
社会教育課長 はい、別府市在住の方です。
福 島 委 員 もらった本というのは、すべて新品ですか。
社会教育課長 全て新品です。
寺岡教育長 学校教育課のほうはどうですか。
学校教育課長 はい。新品です。
山 本 委 員 株式会社クリエイツというのはどういう会社ですか。
学校教育課長 印刷会社でございます。
寺岡教育長 その他はよろしいでしょうか。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ます。
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◎ 報告事項（２）（４）
寺岡教育長 次に報告第 25 号 別府市スポーツ推進委員の辞任届の受理についてと、
追加の報告第 27 号 別府市スポーツ推進審議会委員の辞任届の受理につ
いては関連がございますので、一括して説明をお願いいたします。
スポーツ健康課長 報告第 25 号及び報告第 27 号についてであります。別府市スポーツ推進委
員、また追加報告であります別府市スポーツ推進審議会委員の辞任届の受
理について報告をいたします。
令和元年 11 月 15 日付、また 11 月 22 日付で別府市スポーツ推進委員、ま
た別府市スポーツ推進審議会委員の恒松直之氏より辞任届が提出され、そ
れぞれ当日付で受理いたしましたのでご報告いたします。以上でございま
す。
寺岡教育長 ただいまスポーツ健康課長より報告がありました。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。よろしいでしょうか。
では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ます。

◎ その他（２）
寺岡教育長 次にその他（２）福祉サービスのあり方検討委員会意見書（関係部分）に
ついてでございます。この件につきましての説明をお願いいたします。
社会教育課長 それでは別府市福祉サービスのあり方検討委員会意見書（関係部分）につ
いてご説明いたします。お手元にお配りしております資料冊子の３ページ
をご覧ください。福祉サービス見直しの背景でございます。この検討委員
会につきましては、少子高齢化の中、別府市の財政状況について歳入に占
める市税の割合が３割に満たず、自主財源も４割程度の状況となっており
ます。一方歳出では、福祉、社会保障費の経費である民生費の割合が 52.5％
と著しく大きく、別府市の財政を圧迫している状態となっております。こ
のような状況から平成 31 年３月の予算決算特別委員会では、「『福祉』と
いう名目のもと、聖域化することは避け、福祉施策、民生費においても検
査・検証を行うことを求める」との要求がありました。今後予想される社
会状況の変化を見据えた中で、必要な福祉サービス事業を継続的かつ安定
的に提供していくことが重要になり、そのためには、限りある財源のより
効率的かつ効果的な活用を図るため、事業の目的や効果を点検し、現行の
福祉サービス事業について、必要性の高い事業に振り替えるなど見直しを
行っていくこととなりました。検討委員は、左のページの 12 名になりま
す。
４ページをご覧ください。今回見直しの対象になります事業が書かれてお
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ります。こちらは、福祉共生部で 163 事業及び他の部署に所管する類似事
業について検討委員会で選別を行いまして、見直しの対象とした事業でご
ざいます。１番の敬老祝金支給事業から、全部で 11 事業ございます。その
中で、10 番目社会教育課のコミュニティーセンター入浴料金割引券交付事
業も見直しの対象となり、検討委員会の意見を伺うこととなりました。実
施見直しの方向性につきましては、５ページに記載がありますように、＜
真に必要なサービスか、市が関与しなければならないか＞、＜過剰なサー
ビスとなっていないか、利用者が固定化されていないか＞、＜将来にわた
ってサービスが維持できるか＞について、検討委員が視点を共有し、下の
表のとおり５回にわたりまして検討されてまいりました。次の６ページか
ら、見直し対象事業の検討結果がそれぞれ記載されております。
改めてコニュニティーセンターの入浴割引券交付事業についてご説明い
たします。議案書の 52 ページをお開きください。このコミュニティーセ
ンター入浴料割引券交付事業の目的ですが、入浴料金割引券を交付するこ
とによりまして、コミュニケーションの場を提供し、温泉施設の利用促進
を図ることによって、一層の市民相互の親睦の増進に寄与することでござ
います。事業の内容はこちらに記載されておりますように、別府市に居住
する住民基本台帳に登録されている①満 70 歳以上の方、②身体障害者手
帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持されている方を対象といた
しまして、コミュニティーセンターの芝居の湯の入浴料を、大人 270 円の
ところを 110 円に割引くものでございます。事業実績の推移でございます
が、過去５年間で見ますと、割引券の発行枚数は約 970 枚から 1,500 枚、
延べ利用者数は約２万４千名から３万名、年間の影響額は約 400 万から
500 万でございます。また、全体の利用延べ人数は約５万から６万名、入
浴料収入は約 800 万から 950 万でございます。福祉サービス事業あり方検
討委員会での検討結果では、廃止を含めた見直しが必要と思われる、また
主な意見としては、事業の趣旨と事業目的が違っているので事業の見直し
が必要ではないか、との意見をいただきました。今後、検討委員会の意見
を踏まえまして、慎重に検討してまいりたいと考えております。以上でご
ざいます。
寺岡教育長 ただいま社会教育課長より報告がございました。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。
山 本 委 員 コミュニティーセンターの入浴料というのは、具体的にはどこの温泉にな
るんですか。
社会教育課長 消防署の上に、通称「芝居小屋」と呼ばれているところが別府市のコミュ
ニティーセンターでございます。その中に芝居の湯という温泉がございま
す。
山 本 委 員 翔青高校の入り口の真向かいですよね。
社会教育課長 はい、そうです。
- 4 -

福 島 委 員 福祉サービス事業というのは、年間どれくらい予算がついているんですか。
そしてその中で見直しするのが、もし見直したとしたらどのくらい削減で
きるんですか。大体で結構です。
社会教育課長 全体の予算については手元の資料にはございません。それぞれの事業ごと
については、事業総数は 163 事業で、令和元年度予算は 197 億 2,375 万７
千円、検討対象事業は 11 事業で、令和元年度予算は５億 5,124 万１千円
でございます。
寺岡教育長 その他はよろしいでしょうか。
山 本 委 員 コミュニティーセンターの入浴料を見ると、利用者の半分ぐらいが使って
いるということですね。
社会教育課長 ３月下旬からこの割引券を発行しております。社会教育課の窓口とコミュ
ニティーセンターのほうで受付をいたしまして、例年、こちらに記載があ
りますように 900 枚から 1,500 枚程度発行しております。
山 本 委 員 そういう意味では、半分ぐらいの方がこの券を使っているということは、
気に入って何度も入ってくれる方が結構いるということですかね。
社会教育課長 山本委員のおっしゃるように、リピーターとして毎日のように入っていた
だける方もいらっしゃいますし、数回で終わる方もいらっしゃいます。年
間大体 1,000 枚発行して、延べ利用者数が３万人と計算したときに、１枚
あたり大体 30 回年間利用されているということになります。
高齢者の割引券は、回数券ではなく申請に基づき１枚発行すれば１年間ず
っと使えます。この割引券を利用して、毎日のように来られている方もい
れば、数回しか来られていない方もいますので、そこのところはどの程度
利用しているかということは把握できておりません。
川 崎 委 員 改めて、事業趣旨と目的が違っているということも踏まえて検討するとい
うことでよろしいんですか。報告の項目になっていますけど。
社会教育課長 あくまでも、今回は検討委員会での意見をいただいたということのご報告
でございます。今後、この見直しを検討いたしまして、教育委員会に諮っ
てまいりたいと考えております。
山 本 委 員 他の入浴施設も回数券があったりするんですよね。その金額とのバランス
とか、例えば不老泉も新しくなったと思うんですけど、その辺の金額のば
らつきというものはどのようになっていますか。
社会教育課長 金額につきましては、今おっしゃった不老泉等は 100 円で入れる市営温泉
もございますし、500 円程度かかるところもございます。コミュニティー
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の芝居の湯につきましては、若干割高でございます。そして市営温泉につ
きましては、高齢者福祉課のほうが、年間 180 回の無料入浴券を配布して
おります。
山 本 委 員 それは、ここでは使えないということなんですね。
社会教育課長 はい。市営温泉の分につきましては、コミュニティーセンターでは使用で
きません。
寺岡教育長 教育委員会所管のコミュニティーセンターのみになりますけど、意見とし
ては、廃止を含めた見直しということでございますので、また検討の結果
の報告をお願いいたしたいと思います。かなり厳しい反響があるかもしれ
ませんが。
その他はよろしゅうございますか。それ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（３）
寺岡教育長 それではその他（３）別府市新学校給食共同調理場整備についての経過報
告でございます。この件につきましての説明をお願いいたします。
スポーツ健康課長 別府市新学校給食共同調理場整備基本計画策定、及び事業手法検討業務委
託公開型プロポーザル審査結果のご報告をいたします。
このプロポーザルにつきましては、２社からの応募があり、令和元年 11 月
14 日に審査委員会を開催し、プレゼン及びヒアリングを実施し、厳正に審
査した結果、パシフィックコンサルタント株式会社が最優秀提案者として
選定され、現在契約に向け協議を行っているところでございます。今後は
食育推進検討会や学校給食公開シンポジウムなどを開催するとともに、来
年６月末までに整備基本計画策定及び事業手法検討を行っていきたいと
思っております。以上でございます。
寺岡教育長 ただいまスポーツ健康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。では特に質疑がない
ようでございますので、以上で質疑を打ち切ります。

◎ その他（４）
【概要】

※令和元年 12 月定例教育委員会の開催日程について、令和元年 12 月 24
日（火）17：00 より開催することが決まった。
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◎ 令和元年度一般会計補正予算案（第４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。関係者以外の方はご退席をお願いい
たします。
※関係者以外退席
寺岡教育長 それではまず議事日程第２、議第 61 号 令和元年度一般会計補正予算案
（第４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

◎ 別府市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について（関係部
分） ※非公開
寺岡教育長 次に議事日程第３、議第 62 号 別府市会計年度任用職員の給与及び費用
弁償に関する条例の制定について（関係部分）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

◎ 別府市立学校職員の給与等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 次に議事日程第４、議第 63 号 別府市立学校職員の給与等に関する条例
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

◎ 別府市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について
※非公開
寺岡教育長 次に議事日程第５、議第 64 号 別府市教育に関する事務の職務権限の特
例に関する条例の制定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

◎ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正（関係部
分）について ※非公開
寺岡教育長 次に議事日程第６、議第 65 号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正（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。

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
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寺岡教育長 次に議事日程第７、議第 66 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。

以下非公開

◎ 別府市総合教育センター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 次に議事日程第８、議第 67 号 別府市総合教育センターの設置及び管理
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

◎ その他（１）

※非公開

寺岡教育長 次にその他（１）教育部機構改革（案）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
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◎ 報告事項（３）

※非公開

寺岡教育長 最後に報告第 26 号 教育長による事務の臨時代理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

◎ 閉会
寺岡教育長 以上を持ちまして、令和元年 11 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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