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議事日程 第１ 議事録署名委員の指名について
第２ 令和３年度一般会計補正予算案（第２号）について【議第 25 号】
※非公開
第３ 工事請負契約の締結について【議第 26 号】 ※非公開
第４ 別府市知見活用委員会委員の委嘱について【議第 27 号】
報告事項 （1）寄附受納について【報告第５号】
（2）教育長による事務の臨時代理について【報告第６号】 ※非公開
そ の 他 （1）令和３（2021）年別府市成人式について
（2）６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５月の定例教育委員会を開会いたします。
本日は、所用により川崎教育委員がご欠席でございます。

◎ 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、本日は福島委員さ
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 25 号 令和３年度一般会計補正
予算案（第２号）について、議事日程第３、議第 26 号工事請負契約の締結
について、及び報告事項（２）
、報告第６号 教育長による事務の臨時代理
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 25 号 令和３年度一般会計補正予算案（第２号）につい
て、議事日程第３、議第 26 号工事請負契約の締結について、及び報告事項
（２）、報告第６号 教育長による事務の臨時代理についての審議を最後
に行いたいと思います。

◎ 別府市知見活用委員会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 27 号 別府市知見活用委
員会委員の委嘱についての説明をお願いいたします。
教育政策課参事 ７ページをご覧ください。別府市知見活用委員会委員の委嘱について、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。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26
条にございますとおり、事務の管理及び執行の状況について点検・評価を
行うもので、２項には点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識
経験を有する者の知見の活用を図るものとする、と規定されております。
それに従いまして、別府市知見活用委員会委員を、立命館アジア太平洋大
学言語教育センター本田明子教授、別府大学教育学教育課程櫻田裕美子教
授、大分大学教職大学院教育学研究科山本遼講師の３名の方にお願いした
いと考えております。昨年まで委員をしていただいていた３名の方ですが、
大分大学の山崎先生は今年教職大学院を退任されました。また、別府大学
の今井先生は今年度広島県の福山大学に異動になりました。立命館アジア
太平洋大学の新谷教授につきましては、残っていらっしゃるのですが、昨
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年度も教職を取る学生にズームで授業を行うということで、なかなか大変
な思いをされながら知見のほうもお願いしていたこともありまして、以上
の３名の方に新しく今年度お願いしたいと考えております。
10 ページをご覧ください。本田明子氏は、留学生に日本語日本文化を教え
ており、別府市社会教育課が大分県とともに進めている「やさしい日本語
講座」の講師として、日常の周知や災害時に的確な方法を知らせることに
ついての研修を行っていただいている方です。櫻田裕美子氏は、今井先生
の後任として今年度宮崎産業大学から別府大学の教職課程の教授として
着任されました。宮崎では支援学校の第三者評価委員として支援学校の取
組に対して専門的な視点からの評価を行ってまいりました。山本遼氏は、
教職大学院で新しい学びや学校現場の今日的教育課題に対応し得る高度
な実践力を持った教員の育成を行っております。
昨年度から３名の委員を替えましたが、教育及び教育行政に造詣の深い
方々でございますので、この３名にお願いしたいと考えております。以上
でございます。
寺岡教育長 ただいま教育政策課参事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。
小 野 委 員 任期は何年ですか。
教育政策課参事 １年です。毎年委員の選出を行っております。
山 本 委 員 この表の順番というのは、年齢順ということですか。それとも一番上の方
が主であるというような差があるのでしょうか。
教育政策課参事 今回は年齢順で並べさせていただきました。ここからまた３人の先生方と
お話をして、お一人に委員長をお願いすることになります。
山 本 委 員 この山本先生はどういう方ですか。
教育政策課参事 前任の山崎先生からの推薦を受けてお願いをした方になります。山崎先生
からいろんな教えを乞うておりまして、先日お会いしたときも別府市知見
活用委員会のことは伺っておりますということで、引き続きのお話をして
いただけるのではないかということでお願いしたいと考えております。
寺岡教育長 山崎先生は、本年度は大分県教育委員会の知見委員に相当する委員をなさ
るそうです。
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、議第 27 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 27 号は議決することに決定いたし
ました。
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◎ 報告事項（１）
寺岡教育長 次に報告事項に入ります。報告第５号 寄附受納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。
教委政策課長

それでは 12 ページをお開きください。教育政策課分は番号１から５まで、寄
附目的が卒業記念品となっている品目となります。小学校５校において、卒業
生保護者より、卒業記念品として、テント、長机、電波ソーラー時計、丸椅子
をいただきました。 以上でございます。

教育部次長 本日は社会教育課長が欠席ですので、私からご報告させていただきます。
番号７番から 10 番までの４点になります。いずれも別府市美術館への寄
附となっております。寄附者は別府市在住の毛利安子さんで、作品は多邨
常さんの絵画です。多邨氏は大正 14 年杵築市に生まれ、昭和 21 年に第１
回大分県美術協会展に初入選、以降、主に県美展に出展し、多くの賞を受
賞された方でございます。なお、今回ご寄附いただいた作品につきまして
は、現在別府市美術館で１点ごと定期的に入れ替えて展示しております。
以上でございます。
寺岡教育長

ただいま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 毛利安子さんという方はどういった方なのですか。
教育部次長 絵画の所有者と聞いております。杵築をテーマにした絵画なので、本来で
あればそちらにということもあるのですが、ぜひ別府のほうに寄贈したい
ということです。
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たいと思います。

◎ その他（１）
寺岡教育長 次にその他（1）令和３（2021）年別府市成人式についてでございます。こ
の件についての説明をお願いいたします。
教育部次長 17 ページをご覧ください。新型コロナの影響により延期しておりました令
和３年の別府市成人式につきまして、この度、令和３年８月 14 日土曜日
に実施することといたしましたのでお知らせいたします。実施につきまし
ては、現在も新型コロナ感染状況を鑑み、式典内容、来賓者などを縮小し、
感染拡大防止に努めてまいります。また、YouTube によるライブ配信を行
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って、会場に参加できない成人者に対する措置も講ずることとしておりま
す。詳細につきましては、まだこれから詰めていきたいと考えております
ので、延期をした成人式を８月 14 日に実施するということが決まりまし
たので取り急ぎお知らせさせていただきます。
寺岡教育長 ただいま成人式についての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。よろしいでしょうか。
それ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）
【 概 要 】 ※令和３年６月定例教育委員会の開催日程について、令和３年６月 30 日
（水）17：00 より開催することが決まった。

◎ 令和３年度一般会計補正予算案（第２号）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 25 号 令和３年度一般会
計補正予算案（第２号）についての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 次に議事日程第３、議第 26 号
願いいたします。
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工事請負契約の締結についての説明をお

以下非公開

◎ 報告事項（２）

※非公開

寺岡教育長 次に、報告第６号 教育長による事務の臨時代理についてでございます。
この件についての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３年５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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