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議事録署名委員の指名について
別府市費負担職員人事原案について【議第 20 号】※非公開
別府市任期付職員の採用について【議第 21 号】※非公開
別府市社会教育委員の委嘱について【議第 22 号】
別府市公民館運営審議会委員の委嘱について【議第 23 号】
別府市子どもの読書活動推進計画策定委員会委員の委嘱について
【議第 24 号】

そ の 他 （1）５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３年４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。
本日の議事のうち、議事日程第２、議第 20 号 別府市費負担職員人事原
案について、及び議事日程第３、議第 21 号 別府市任期付職員の採用に
ついては、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。この案件を非公開とすることに賛成の委員の挙手をお
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。議
事日程第２、議第 20 号 別府市費負担職員人事原案について、及び議事
日程第３、議第 21 号 別府市任期付職員の採用についての審議を最後に
行いたいと思います。

◎ 別府市社会教育委員の委嘱について
寺岡教育長 それでは議事に入ります。議事日程第４、議第 22 号 別府市社会教育委
員の委嘱について説明をお願いいたします。
社会教育課長 それでは議案３ページをご覧ください。議第 22 号につきましては、規定
により議決を求めるものでございます。
４ページをご覧ください。令和３，４年度の別府市社会教育委員の委嘱に
ついて名簿を掲げております。社会教育委員の任期は２年で、前回の任期
は平成 31 年４月から令和３年３月でしたので、今回は令和３年４月から
令和５年３月までの２年間となります。14 名の候補のうち、新規の委員は、
明豊中学・高等学校校長の岩武茂代様、別府市青少年育成市民会議会長の
上村松治様の２名でございます。他 12 名の方につきましては再任となっ
ております。この 14 名にお願いしたいと考えておりますので、ご審議の
ほどよろしくお願いいたします。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ご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。
山 本 委 員 新任の２人に関しては、例えば私立学校や青少年育成市民会議の長が選出
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されるという充て職の形なのでしょうか。
社会教育課長 新任のお二人につきましては充て職ではございません。明豊中学・高等学
校長につきましては、学校教育という選出分野で市内の小学校・中学校長
からの選任をいただいております。今回市内の高校からということで、明
豊高校の岩武校長先生を推薦しております。上村様につきましては、これ
まで長年にわたり青少年育成事業に貢献をしていただいた方ということ
から、団体推薦ということで上村様を推薦しておりますので、充て職とい
う形ではございません。
寺岡教育長 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、議第 22 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ございますので、議第 22 号は議決することに決定いたし
ました。

◎ 別府市公民館運営審議会委員の委嘱について
寺岡教育長 次に議事日程第５、議第 23 号 別府市公民館運営審議会委員の委嘱につ
いての説明をお願いいたします。
社会教育課長 ５ページをご覧ください。議第 23 号につきましては、規定により議決を
求めるものでございます。
６ページをご覧ください。公民館運営委審議会委員の任期につきましては、
令和４年６月 30 日までとなっております。しかしながら、今回学校関係
者の異動に伴い、前中部中学校長の亀川義徳が辞任いたしまして、新たに
中部中学校長として着任された佐藤裕一を委嘱したいと考えております
ので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。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ご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 23 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ございますので、議第 23 号は議決することに決定いたし
ました。
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◎ 別府市子どもの読書活動推進計画策定委員会委員の委嘱ついて
寺岡教育長 次に議事日程第６、議第 24 号 別府市子どもの読書活動推進計画策定委
員会委員の委嘱についての説明をお願いいたします。
社会教育課長 ７ページをご覧ください。議第 24 号につきましては、規定により議決を
求めるものでございます。
８ページをご覧ください。別府市子どもの読書活動推進計画策定委員会委
員につきましては、昨年 12 月の定例教育委員会で承認をいただていてお
りますが、今回新しく委員になっていただく補充委員３名、辞任委員３名
ということで、提案をさせていただいております。補充、辞任とも全て行
政関係者で、辞任の理由といたしましては、退職２名、人事異動１名とな
っております。補充委員の西澤和江は、本年度図書館整備担当として新採
用されました課長参事でございます。図書館司書としての勤務実績があり、
今回の計画策定にあたり、その専門職としての現場経験を活かしていただ
けることから今回委嘱するものであります。他２名につきましては、人事
異動に伴う代替となっております。ご審議のほどよろしくお願いいたしま
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ご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 24 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ございますので、議第 24 号は議決することに決定いたし
ました。

◎ その他（１）
【 概 要 】 ※令和３年５月定例教育委員会の開催日程について、令和３年５月 24 日
（月）17：30 より開催することが決まった。

◎ 別府市費負担職員人事原案について

※非公開

寺岡教育長 ここからは非公開となります。関係者以外の方は申し訳ありませんが、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。議事日程第２、議第 20 号 別府市費負担職員
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人事原案についての説明をお願いいたします。

以下非公開

◎ 別府市任期付職員の採用について

※非公開

寺岡教育長 次に議事日程第３、議第 21 号
をお願いいたします。

別府市任期付職員の採用についての説明

以下非公開

◎ 閉会
寺岡教育長 以上を持ちまして、令和３年４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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