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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 別府市費負担職員人事案について【議第 41 号】 ※非公開
第３ 令和３年度「２１世紀を担う別府っ子表彰」被表彰者の選考につい
て【議第 42 号】
報告事項 （1）教育長による事務の臨時代理について【報告第 18 号】 ※非公開
（2）令和３年第３回市議会定例会について【報告第 19 号】
そ の 他 （1）10 月定例教育委員会の開催日程について
（2）令和４年別府市成人式について

議
◎ 開

事

録

会

寺岡教育長 ただいまより令和３年９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、本日は福島委員に
お願いいたします。
本日の議事のうち、議事日程第２、議第 41 号 別府市費負担職員人事案
について、及び報告第 18 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 41 号 別府市費負担職員人事案について、及び報告第
18 号 教育長による事務の臨時代理につきましての審議を最後に行いた
いと思います。

◎ 令和３年度「２１世紀を担う別府っ子表彰」被表彰者の選考について
寺岡教育長 それでは議事に入ります。議事日程第３、議第 42 号 令和３年度「２１
世紀を担う別府っ子表彰」被表彰者の選考についての説明をお願いいたし
ます。
社会教育課長 それでは２ページをご覧ください。議第 42 号につきましては、規定によ
り議決を求めるものであります。
３ページをご覧ください。今年度第 24 回目になります別府っ子表彰被表
彰者の選考について、推薦の状況でございます。青少年の部個人が２名、
青少年の部団体が２団体、指導者の部個人が４名、指導者の部団体が４団
体で、被表彰者の総計につきましては、個人が６名、団体が６団体という
ことになっております。
続きまして４ページをお願いいたします。実施要項でございます。表彰の
趣旨でございますが、２１世紀を担う青少年を健全に育成するために、地
域活動やボランティア活動に積極的に取り組んでいる青少年や、青少年の
健全育成に貢献している指導者、あるいは団体を発見して顕彰し、その功
績を称え、激励するとともに、今後の青少年健全育成の振興に資すること
を目的としています。
表彰の日時、会場でございますが、令和３年 11 月 29 日、市役所１階レセ
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プションホールを予定しております。表彰式の次第、参列者につきまして
は、項番４と５のとおりでございます。また項番６の推薦依頼でございま
すが（1）のとおり顕彰要項によるとなっております。
資料が飛びますが 10 ページをお願いいたします。顕彰要項でございます。
この中で、表彰対象及び表彰基準、推薦、選考などを定めております。表
彰の対象及び表彰基準ですが、項番４にありますとおり、青少年の部につ
きましては、地域活動やボランティア活動に積極的に参加をして優れた活
動をしている児童生徒または団体で、概ね３年活動をしていることとなっ
ております。次に指導者の部につきましては、地域活動やボランティア活
動などを通して青少年の健全育成に積極的に関わり、先進的な役割を果た
している指導者または団体で、概ね５年活動をしていることとなっており
ます。今回、項番６にあります各団体から推薦を受けた個人・団体につい
て教育委員会で選考決定をお願いするものでございます。
５ページをご覧ください。今回の被表彰者及び推薦者の一覧でございます。
なお、６ページから９ページにそれぞれ推薦をいただいている団体・個人
の方の活動概要等を示しています。
まず６ページからご説明させていただきます。青少年の部個人２名でござ
います。１人目は明豊高等学校３年岡田麗央さんです。岡田さんは、中学
校時代ソーランチームとしてお祭りイベントに年 20 か所参加をし、明豊
高校入学後はインターアクト部に入部、１年から幹事を務め、２年３年は
会長として部全体を取りまとめております。活動内容は概要にありますよ
うに、これまで赤い羽根募金、24 時間テレビ募金等、様々な募金活動への
参加、イベントの手伝い、放課後清掃などの活動を行っております。これ
らの活動は、令和元年にインターアクト賞、令和２年に大分県青少年育成
会議県知事賞を受賞し、今年度は、おおいたうつくし作戦功労者表彰を 10
月に受賞予定です。
２人目は、別府溝部学園高校３年鶴田翔さんです。鶴田さんは、同校に入
学後、個人で地域活動やボランティア活動などに積極的に取り組んでおり
まして、他の生徒の模範になっております。
続きまして７ページ、青少年の部団体３団体でございます。最初の団体は、
別府市立上人小学校児童会です。2013 年より継続して行っているあいさつ
運動で、あいさつや笑顔溢れる学校づくりに取り組んでおります。また児
童会だけでなく、全校が交代で朝のあいさつ運動を行うなかよし班あいさ
つ運動に取り組み、全校の意欲喚起につなげております。
２団体目は、大分県立別府翔青高等学校グローバルコミュニケーション科
でございます。同科は、グローバル社会に対応できる豊かな教養とコミュ
ニケーション能力を備えた人材育成を教育目標に掲げ、2015 年の開校より
国際交流や外国語によるボランティア活動等を行っております。特に 2019
年のラグビーワールドカップでは、概要にありますように、通訳ボランテ
ィアや国際交流を行ってまいりました。昨年からはコロナ禍で直接的な国
際交流やボランティア活動は実施できておりませんが、現在は防災学習を
行い、別府市在住や観光客の外国人への支援を英語で行う活動に意欲的に
取り組んでおります。
続きまして８ページです。指導者の部個人４名です。１人目の方は、別府
市石垣東３丁目の郷司義明様です。郷司様は平成 17 年から４年間にわた
って別府市教育長を務め、現在は別府市自治委員、境川地区自治委員会副
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会長を務めており、防犯パトロールや交通指導を通じて青少年健全育成に
ご尽力されております。また、境川小学校運営協議会の会長、中部ひとま
もり・まちまもり協議会委員として健全な地域づくりにも欠かせない方で
ございます。
２人目の方は、実相寺の松川孝一様です。松川様は 10 余年にわたり緑丘
校区青少年育成協議会活動に取り組まれ、校区・地区青少年の育成にご尽
力されております。特に緑丘校区のどんど焼催行への貢献は極めて顕著で
あり、緑丘小学校区における地域学校協働活動にも積極的に参加され、地
域の教育力向上の活性化にむけ、他の模範となる活動を続けている方です。
3 人目の方は、千代町の山本博司様です。山本様は 10 年以上にわたり別府
市青少年補導員協議会の補導員として、青少年の健全育成に尽力されてお
られます。また、日常的にも放課後公園などで過ごす子どもたちへの声か
けを積極的に行うなど、南小校区における見守り活動の充実、発展に貢献
されております。
４人目の方は、秋葉町の矢野洋子様です。矢野様は子ども会の育成者とし
て地区・校区子ども会の各事業の企画や運営スタッフとして参画し、平成
26 年度からは別府市子ども会育成連合会の常任理事として青少年の健全
育成に長年尽くされた方です。また、他の育成者・指導者への指導・助言
にも努め、指導者の模範となっている方でございます。
続きまして９ページをお願いします。指導者の部４団体でございます。
最初の団体は「父ちゃん会」でございます。当会は平成 17 年７月に旧浜
脇中学校の保護者を中心に結成されたボランティア団体でございます。活
動内容は、ここにありますように献血の啓発運動、草刈り、バザーの収益
寄附、校舎修繕などの学校支援や、長期休業中の野外活動などを積極的に
取り組んでおります。
２団体目は浜脇３丁目の「浜脇母親クラブ」でございます。同会は昭和 56
年に設立されて以来、南小学校児童登校時における交通安全指導、あいさ
つ運動における児童の見守りに尽力されております。また、概要にありま
すとおり、児童福祉の向上に寄与する様々な活動を継続して行っており、
青少年の健全育成にも寄与されております。
３団体目は、内竈の「内竈堂面棚田を守る会」でございます。同会は令和
元年に、これまで当地区内で結成されておりました「堂面棚田を再生する
会」の活動を継承し、田植え、稲刈り、おにぎり会などを地区の園児・児
童を招待し、作ってから食べるまでの一連の活動を通した食育活動により、
青少年の社会参加を促し、健全育成に貢献する活動を行っております。こ
の活動は地域環境を活かし、その環境に地域の子どもたちを溶け込ませ、
地域住民と共に昔を学ぶ郊外型授業の模範となっております。
４団体目は、火売の「朝日校区子ども会育成会連合会」でございます。同
会は、朝日校区の単位子ども会の連合組織として単位子ども会の課題解決
を行っております。また、概要にもありますが、子どもたちの心身の成長
発達の促進が図られる活動や、各種地域活動にも積極的に参画し、青少年
の健全育成に尽力をされている団体でございます。以上が被表彰候補者の
活動概要でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
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
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いようでございますので、以上で質疑を打ち切り、議第 42 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 42 号は議決することに決定い
たしました。

◎ 報告事項（２）
寺岡教育長 次に報告事項に入ります。報告第 19 号 令和３年第３回市議会定例会に
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。
※ 別冊資料に基づき、各担当課長より、予算決算特別委員会及び一般質問にかかる質
疑応答の概要をそれぞれ報告した。

寺岡教育長 ただいま各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。
福 島 委 員 図書館についての答弁で、知の創造拠点という機能を活かして、というこ
とが書かれているのですが、今は少子高齢化ですが、高齢の方は行く場所
がないんですよね。だから高齢者に優しい空間を作るとか、その辺を一文
入れて欲しいし、そういう空間というかそういう図書館を作ってほしいな
という気持ちがあるものですから。高齢者が行ける場所が、やっぱり我々
としては非常に欲しいんですよね。
教育政策課参事 ご意見ありがとうございます。一般質問に関しての答弁の内容ということ
で、先程の社会教育課長の答弁からの流れで、どういうふうな情報提供を
するかという視点での答弁になったかと思います。委員ご指摘のとおり、
図書館が本を置いている、借りて帰る、勉強する、だけではなくて、高齢
者も子どもも居場所としてサードプレイスというふらりと行っても受け
入れてくれる居場所である、これは基本計画にある主な役割と言いますか、
そういうふうな位置づけもしておりますので、これから設計に入っていき
ますけども、その辺りをしっかりと設計業者と打ち合わせをしながら進め
てまいりたいと思います。
福 島 委 員 子どもたちの居心地がいい空間と高齢者の居心地がいい空間というのが
違うんですよね。だから一緒くたにしている感じがするんです。こうやれ
ば高齢者が来るだろう、こうすれば学生が来て自習をするだろうという。
高齢者はやはり椅子が良くて、明るくないとだめなんですよ。じゃあ子ど
もたちはというと、明るいに越したことはないけど、勉強したい人はちょ
っと薄暗いほうが気が散らずに勉強がしやすいんですよね。だから一緒く
たにならないように、是非ともお願いします。
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教育政策課参事 いろんな方のご意見を聞きながら、しっかり進めてまいりたいと思います。
新 谷 委 員 学校教育課関係ですが、コロナのことで議員からたくさん質問が出ていて、
私が思ったのは、日名子議員のところで、運動会・体育大会、修学旅行な
どの行事について出ています。それなりに人数を限定してとか工夫して、
できるだけのことを実施しているということで、子どもたちの感想という
か声もあると思うのですが、もし、校長先生や他の先生方でもいいのです
が、小規模だけどやってよかったという声があれば聞かせていただけます
か。
学校教育課長 今年度の体育大会等の感想はまだないのですが、昨年の文化祭のときに、
体育館で全校を集めてということができなかったのですが、生徒会が中心
となって、演劇部が演劇をしたのを録画して、校内放送で流したりとか、
その昼の放送を使って子どもたちが企画をしたりとか、制限のある中で、
知恵を出し合ってやってきた子どもたちが成長した部分があるというよ
うなことが聞かれています。子どもたちがいろいろ考えて、充実した行事
ができているのではないかと考えています。
新 谷 委 員 子どもたちがかわいいそうだという意見が巷には多いのですが、学校の中
で工夫しているなということはちらほら伺うので、今お話を聞けてよかっ
たです。ありがとうございました。
寺岡教育長 その他に何かございますでしょうか。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）
【 概 要 】 ※令和３年 10 月定例教育委員会の開催日程について、令和３年 10 月 29
日（金）17：00 より開催することが決まった。

◎ 別府市費負担職員人事案について

※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、議事日程第２、議第 41 号 別府市費負担職員人事案について
の説明をお願いいたします。
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以下非公開

◎ 報告事項（１）

※非公開

寺岡教育長 次に報告第 18 号 教育長による事務の臨時代理についての説明をお願い
いたします。

以下非公開

◎ その他（２）
寺岡教育長 ここで、追加でその他事項がありますので、議事に加えたいと思いますが、
教育委員の皆様よろしいでしょうか。
※異議なし
寺岡教育長 それでは、その他（２）令和４年別府市成人式についての説明をお願いい
たします。
社会教育課長 それでは、令和４年別府市成人式についてご説明させていただきます。令
和３年の成人式につきましては延期をさせていただき、８月 14 日、中央
公民館で YouTube ライブ配信ということで、成人の代表者２名が参加する
中で執り行いました。今回、令和４年の成人式の日程でございますが、日
時につきましては、令和４年１月９日（日）11 時から、場所につきまして
は、ビーコンプラザフィルハーモニアホールを予定しております。実施の
方針につきましては、会場での式典および、８月に行いました YouTube で
のライブ配信を同時に行うという形で実施する予定です。フィルハーモニ
アホールのキャパは 1,200 人程度でございますが、過去３年の成人式の参
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加者が約 680 名程度ということで、キャパの半分くらいで対応できるとい
うこと、更にライブ配信を同時に行うことで、式典の参加を躊躇している
成人の方にもライブ配信の視聴で参加可能であることから、式典会場の密
を避けることができるのではというところがございます。仮に、今のよう
な状態から、再度感染者が増大した場合、当初からライブ配信等を計画の
中に入れておけば、開催ができないという状況でも８月のように全員の方
にライブ配信の視聴で、式典が執行できるということから同時配信という
形を取らせていただきました。対象者につきましては、平成 13 年４月２
日から平成 14 年４月１日までに生まれた方を対象としております。次第
につきましては、こちらに記載のとおり、基本的には例年と同じ流れにし
ております。案内・広報につきましては、ある基準日を設けまして、別府
市に住民登録されている対象年齢の方に案内を発送したいと考えており
ます。また、広報につきましては、ホームページ、市報、ケーブルテレビ
等で、なるべく早めに皆様に周知したいと考えております。その他ですが、
今回につきましても来賓の方、ボランティアなどの参加者をできる限り縮
減をして、コロナウイルス感染対策に努めながら実施をしていきたいと考
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。
成人式につきましては、社会教育課が大変苦労をしております。大きな行
事の一つでございますので、来年はこのような形で行いたいということで
ございますが、教育委員の皆様、何かございますでしょうか。
山 本 委 員 今年の８月 14 日に行ったときは、大体どのくらいの人が会場に来たりラ
イブ動画を見たりしたのですか。
社会教育課長 実際に会場に招致したのは、登壇していただく新成人の代表の方、誓いの
言葉を述べる方の２名だけに限定させていただきました。あとは実行委員
という形で携わっていた成人の方がいらっしゃいましたので、その方が５
名程度、したがいまして参加者につきましては、１桁という形になります。
来賓につきましても、市長、教育長、議長の３名のみという形で実施させ
ていただきました。ライブ配信の視聴者数につきましては、こちらのほう
でまだ把握しておりません。一方通行で配信させていただいたので、何名
の方が視聴しているのかという正式な数字は把握しておりません。
山 本 委 員 一方向の配信だと、ほんとにそのときに見ているかなというか、やはり成
人式なので参加型の何かアイデアがあるといいなと思っています。例えば
これを見ると何か特典がありますよとか、事前に何かを出したらそれが配
信でも出されて自分も参加している感じになるとか、私は教育委員になっ
てから１回成人式に参加しましたけど、実行委員さんがほんとにいろいろ
な考えやアイデアを出してやっているので、ぜひ完全一方向というのでは
なく、何か参加が増えるようなものを中に入れ込むといいのでないかなと
思います。
社会教育課長 ありがとうございます。今年一方向にさせていただいたのが、実際の対象
者の数が 1,000 人を超えるということもございまして、大きな式典の初め
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てのライブ配信ということで、双方向にしますと通信の関係でフリーズす
るという懸念もございまして、確実な配信をということで、初めての試み
の中で一方向にさせていただきました。式典後、実行委員会の企画という
ものも考えていたのですが、ライブ配信となりますと、どうしても著作権
の問題等もございまして、なかなか配信できない状況で、企画については
断念をいたしました。代わりにという形にはなるのですが、当日は成人の
代表の方が４名、大学生であったり就職している方であったりするのです
が、市長との 30 分程度のフリートークディスカッションを式典に引き続
き行いまして、式典とディスカッションでトータル１時間程度ライブ配信
をいたしました。市長と新成人がどういった考えを持たれているかという
ことや別府市のあり方というところを配信させていただきました。来年の
１月につきましては、当初からライブ配信を計画いたしますので、実行委
員会の企画についても、著作権問題等に抵触しない内容のものを作り込ん
でいただく中で併せて配信をしたいと考えております。双方向で、見てい
る方の感想を拾うというような部分については、チャットなどでできるよ
うな形が可能であれば、そういった形でリアルタイムでキャッチボールが
できるような内容でさせていただきたいと考えております。
山 本 委 員 必ずしも相互でなくても、何か参加している感じがあるといいなと思うの
と、成人式って何といってもみんな振袖を着て写真を撮って、成人式の記
念の写真が残るというようなことが、なくなってきているのが心配で、例
えばそういう写真でも当日流すとか、そういうことがあってもいいのでは
ないかなと思います。
社会教育課長 現時点で日時等の確定をさせていただいております。ここまで実行委員会
との協議や方向性については、今委員からいただきましたご意見等を参考
にしながら、十分検討しながら準備を進めてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
寺岡教育長 山本委員がおっしゃった件ですが、昨年大分市はフォトコンテストを行っ
ていてですね、見ると特典があるとかそういうものでしたね。
山 本 委 員 例年参加すると何かもらって帰れるのですか。
社会教育課長 記念品はございます。今年はそういった形でライブ配信になりましたので
案内状を送っている新成人の方には、今は社会教育課で保管しているので
すが、案内状を持参していただければ、本年いっぱいまでは交換期間とい
うことで、トートバッグをお渡ししております。
寺岡教育長 令和４年は成人が 18 歳からになりますか。
社会教育課長 その部分につきましては、昨年の教育委員会でお話をさせていただいて、
別府市においては、成人式については令和５年の法改正後も二十歳の方を
対象として、成人式という名称については今後検討させていただきたいと
思います。今調べる限りでは、県内の８割くらいの市町村は、対象者は二
十歳という形でほぼ決定しているところが多いようです。
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寺岡教育長 コロナウイルス感染症の状況によっては変更になるかもしれませんが、現
在はそのような状況でございます。
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たいと思います。

◎ 閉会
寺岡教育長 以上を持ちまして、令和３年９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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