
平成２６年第２回

教育委員会定例会議案

多賀城市教育委員会



平成２６年第２回教育委員会定例会議事日程 

                 平成２６年２月２７日（木） 

                 午後１時 開会 

多賀城市役所５階 ５０１会議室  

日程第１ 前回会議録の承認について 

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

日程第３ 諸般の報告 

   事務事業等の報告 

臨時代理事務報告第２号  平成２５年度多賀城市一般会計補

正予算（第７号）に対する意見につ

いて

臨時代理事務報告第３号  平成２６年度多賀城市一般会計予

算に対する意見について 

議案第６号  多賀城市立小中学校区の見直しについて

日程第４ その他 



諸 般 の 報 告

 平成２６年第１回教育委員会定例会以降の事務事業の執行状況及び諸会議等

の状況は、次のとおりです。 

○教育総務課関係 

１月３０日、仙台市内において、平成２５年度宮城県市町村教育委員・教

育長研修会が開催され、各委員が出席いたしました。 

また同日、議員説明会が開催され、多賀城市立小中学校区の見直しについ

て説明を行いました。 

２月５日、平成２５年度多賀城市教育功績者等表彰式を行いました。今回

の受賞者は個人２１名と１団体でした。 

２月１３日、第１回教育委員会臨時会を行いました。議案は、「県費負担

教職員の任免等の内申について」でした。 

２月１２日から平成２６年第１回市議会定例会が開会し、会期は３月７日

までの２４日間となっております。教育委員会関係議案は、先月の定例会で可

決しました「多賀城市社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条

例」、「和解及び損害賠償の額の決定」、及び本日ご審議いただきます「平成

２５年度一般会計補正予算（第７号）」、「平成２６年度一般会計予算」です。

一般質問については、１４名の質問中、教育委員会関係は３名でした。質問及

び回答要旨は別紙のとおりです。 

○学校教育課関係 

 ２月４日、第４回多賀城市立小中学校通学区域検討会議が開催され、最終の

意見書が作成されました。本日の議案でご説明いたします。 

２月７日、文化センターにおきまして、「平成２５年度教育研究論文表彰式

及び学校運営研修会」を開催いたしました。 市内小・中学校の先生方から１６

点の応募があり、内容が特に優れている論文３点に対し、教育委員長より、優

秀賞及び奨励賞を授与しました。その後、表彰論文の発表がありました。 

 また、続いて行われた学校運営研修会では３校の先生方からそれぞれの学校

の実践研究の発表がありました。

 １月３０日、多賀城市立城南小学校でノロウィルスによる欠席と思われる児

童が、１クラスで１１人発生したため、このクラスを１月３１日学級閉鎖の措

置をとりました。その後、状況は好転しており、欠席は全校で３名程度ですが、

現在も症状が疑われる児童については、保健所に報告し、指導を受けておりま

す。 

○生涯学習課関係 

２月１日、市民会館小ホールにおいて、生涯学習１００年構想実践委員会の

主催する「ゆめ大会」が開催され、市内１０校の児童生徒が意見発表を行いま

した。

 ２月２日、中央公民館において、介護講座を開催し、２０名が認知症や福祉

サービスなど家庭や地域で役立つ介護の基本を学びました。

２月５日、青少年健全育成多賀城市民会議主催による平成２５年度青少年善
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行者表彰式を開催しました。明るい社会、住みよい地域社会をつくるため善行

を行った、又は行っている個人３名を表彰しました。

また同日、スポーツ推進審議会を開催し、平成２６年度の策定を予定してい

る多賀城市のスポーツ推進計画案について審議を行いました。

 ２月１６日、文化センターにおいて、親子のためのドリームフェスティバル

未来につなぐ Family 笑顔 Day を開催しました。これは昨年に引き続き、アサ
ヒグループホールディングスからの寄付を活用した事業で、９７３名が入場し

ました。

２月２３日、総合体育館においてスポーツ推進研修会を開催し、スポーツを

通じたまちづくりの有意性について、各地区のスポーツ振興員やスポーツ活動

の実践者等５１名の市民が学ぶ機会を持ちました。

○文化財課関係 

１月２２日、文化センターにおいて、宮城県史跡整備市町村協議会文化財担

当者連絡会議第２回定例会が開催され、文化財課長と担当者が出席いたしまし

た。「東日本大震災における文化財レスキュー活動について」と題して、ＮＰＯ

法人宮城歴史資料保全ネットワーク事務局長佐藤大介氏の講演が行われ、石巻

市と亘理町から活動報告が行われました。 

 １月２４日、財務省三田共用会議所において、文化庁主催による東日本大震

災に伴う埋蔵文化財保護に関する平成２６年度職員派遣説明会が開催され、文

化財課長と担当者が出席いたしました。 

１月２９日、「名勝おくのほそ道の風景地」追加指定に係る意見具申書を宮

城県に提出しました。 

    平成２６年２月２７日提出 

                        多賀城市教育委員会 

                         教育長 菊地 昭吾 
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臨時代理事務報告第２号

平成２５年度多賀城市一般会計補正予算（第７号）

に対する意見について

 このことについて、市長から地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づく

意見を求められたが、平成２６年１月３０日臨時代理により別紙

のとおり回答したので報告する。

平成２６年２月２７日提出

                  多賀城市教育委員会

                   教育長 菊地 昭吾
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議案第   号  

   平成２５年度多賀城市一般会計補正予算（第７号）  

 平成２５年度多賀城市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定める

ところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，７８６，８３６千円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２９，３７６，６１１

千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

（繰越明許費）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規

定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表  

 繰越明許費」による。  

 （債務負担行為の補正）  

第 ３条  債 務負 担行為の追加及 び変更は、「第３表  債 務負担 行為補

正」による。  

 （地方債の補正）  

第４条  地方債の変更は、「第４表  地方債補正」による。  

  平成２６年２月   日提出  

                   多賀城市長  菊地  健次郎  
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10 5,399,331 △848,699 4,550,632

1 地方交付税 5,399,331 △848,699 4,550,632

12 215,970 △11,739 204,231

1 負担金 214,969 △11,739 203,230

13 214,746 500 215,246

2 手数料 81,780 500 82,280

14 8,268,373 △602,530 7,665,843

1 国庫負担金 2,234,262 11,077 2,245,339

2 国庫補助金 6,021,607 △613,607 5,408,000

15 2,526,751 △16,056 2,510,695

1 県負担金 716,466 △2,402 714,064

2 県補助金 1,651,438 △9,475 1,641,963

3 県委託金 158,847 △4,179 154,668

16 144,571 △10,746 133,825

1 財産運用収入 42,524 △6,900 35,624

2 財産売払収入 102,047 △3,846 98,201

17 7,153 11,558 18,711

1 寄附金 7,153 11,558 18,711

18 4,711,449 △998,610 3,712,839

1 基金繰入金 4,654,483 △998,610 3,655,873

20 715,446 1,486 716,932

1 延滞金、加算金及び過料 2,001 5,158 7,159

4 受託事業収入 55,104 △16,988 38,116

5 雑入 379,617 13,316 392,933

21 1,834,200 △312,000 1,522,200

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

地方交付税

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金

諸収入

市債
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歳　　出
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第２表　　繰越明許費

事 業 名 金 額

千円

６ 農林水産業費 １ 農業費 大区画ほ場整備促進事業 16,500

８ 土 木 費 ２ 道路橋りょう費
（都）新田南錦町線道路改築事業
［補助］

29,400

（都）南宮北福室線道路改築事業
［補助］

30,000

緊急避難路・物流路（笠神八幡線）
整備事業

26,000

緊急避難路整備事業（橋梁耐震化） 195,800

４ 都市計画費 景観計画策定事業 10,390

多賀城駅北地区再開発事業 75,400

（都）駅西小路線道路改築事業 62,400

緊急避難路・物流路（清水沢多賀城
線）整備事業

175,550

清水沢多賀城線整備負担金 5,000

県営加瀬沼公園整備負担金 2,042

中央公園整備事業 70,500

宮内地区被災市街地復興土地区画整
理事業

7,250

宮内地区被災市街地復興土地区画整
理効果促進事業（盛土材確保）

26,516

連続立体交差事業 34,629

多賀城駅周辺土地区画整理事業（単
独）

45,902

多賀城駅周辺土地区画整理事業（旧
通常）

78,500

款 項
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第３表　　債務負担行為補正

（追加）

固定資産税路線価鑑定評価業務委託 162 千円

平成２６年度

平成２６年度

宮城県共同電子申請サービス利用負担
金

7 千円

自動交付機借上料 343 千円
平成２６年度から

平成２８年度まで

中央公園仮設トイレ借上料
平成２６年度から

32 千円
平成２７年度まで

単年度契約事務に係る各種業務委託等 651,374 千円平成２６年度

平成２９年度まで

建物等機械警備業務委託
平成２６年度から

3,515 千円
平成３０年度まで

印刷機等借上料
平成２６年度から

平成３０年度まで
1,944 千円

施設備品借上料
平成２６年度から

20 千円

494 千円
平成２７年度まで

事 項 期 間 限 度 額

バス運行業務委託
平成２６年度から

40,080 千円
平成２７年度まで

小中学校外国語活動指導支援業務委託
平成２６年度から

1,548 千円
平成２８年度まで

仮設店舗等用地借上料
平成２６年度から

4,112 千円
平成２７年度まで

国府多賀城駅観光案内用プレハブ
借上料

平成２６年度から

すみれ学級プレハブ借上料
平成２６年度から

145 千円
平成２８年度まで

自家用電気工作物保安管理業務委託
平成２６年度から

192 千円
平成２８年度まで

文化センター指定管理業務委託
平成２６年度から

3,648 千円
平成２７年度まで

単価契約に係る複合機の使用
平成２６年度から平成３１年度まで
の各年度の予算の範囲内

平成２６年度から

平成３１年度まで

平成２６年度単価契約に係る各種業務委託等 平成２６年度予算の範囲内
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（変更）

平成２６年度

業務支援システム借
上料

平成２６年度から
61,633 千円

平成２６年度から
75,088 千円

平成３１年度まで 平成３１年度まで

721,294 千円
平成３０年度まで 平成３０年度まで

各種管理業務等委託
平成２６年度から

433,789 千円
平成２６年度から

子ども・子育て支援
事業計画策定業務委
託

変 更 前

期 間 限 度 額
事 項

変 更 後

期 間 限 度 額

盛土仮置き場借上料

平成２６年度から
373,204

千円2,020

25,908

学校給食調理等業務
委託

平成２６年度から
363,194 千円

平成３０年度まで

千円
平成２７年度まで 平成２７年度まで

平成２６年度から
21,465 千円

各種保守点検業務委
託

平成２６年度から
27,052 千円

平成２６年度から

千円
平成３０年度まで

各種清掃業務委託

83,197 千円
平成２８年度まで 平成２８年度まで

平成２６年度から
28,865 千円

平成２６年度から
50,544 千円

平成２８年度まで 平成２８年度まで

平成２６年度から

千円 2,075平成２６年度
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１　総　　括

（歳　　入）

歳入歳出補正予算事項別明細書
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３　歳　出
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162平成26年度

すみれ学級プレ
ハブ借上料

平成25年度分 145

平成26年度

145 145～

平成28年度

固定資産税路線
価鑑定評価業務
委託

平成25年度分 162 162

7平成26年度

自動交付機借上
料

平成25年度分 343

平成26年度

343 343～

平成28年度

宮城県共同電子
申請サービス利
用負担金

平成25年度分 7 7

234,189
205,000

12,238

平成26年度
(諸)単年度契約事務

に係る各種業務
委託等

平成25年度分 651,374 651,374 199,947

(使)

平成25年度分 1,944

平成26年度

1,944 1,944～

平成30年度

施設備品借上料 平成25年度分 20

平成26年度

20 20～

平成29年度

印刷機等借上料

建物等機械警備
業務委託

平成25年度分 3,515

平成26年度

3,515

平成28年度

3,515～

平成30年度

4,112

平成26年度

4,112

(繰入)

～ 4,112

平成27年度

平成26年度

平成26年度

192 192～

3,648～

平成27年度

3,648

千円 千円 千円 千円 千円

1,548

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額

又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

事 項 限 度 額

前年度末までの
支出（見込）額

当該年度以降の
支出予定額

左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源 一 般
財 源期 間 金 額 期 間 金 額 国（県）支出金 市 債 そ の 他

千円 千円

文化センター指
定管理業務委託

平成25年度分 3,648

中央公園仮設ト
イレ借上料

平成25年度分 32

小中学校外国語
活動指導支援業
務委託

平成25年度分 1,548

自家用電気工作
物保安管理業務
委託

平成25年度分 192

国府多賀城駅観
光案内用プレハ
ブ借上料

平成25年度分 494

40,080

平成26年度

1,548

平成26年度

バス運行業務委
託

平成25年度分 40,080

平成26年度

～

平成27年度

仮設店舗等用地
借上料

平成25年度分

40,080～

平成27年度

32

494～

平成27年度

～

平成28年度

平成26年度

494

32
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千円 千円 千円 千円 千円

事 項 限 度 額

前年度末までの
支出（見込）額

当該年度以降の
支出予定額

左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源 一 般
財 源期 間 金 額 期 間 金 額 国（県）支出金 市 債 そ の 他

千円 千円

限度額に
同 じ

～

平成31年度

単価契約に係る
複合機の使用

平成25年度分

平成26年度
から平成31
年度までの
各年度の予
算の範囲内

平成26年度

限度額に
同 じ

単価契約に係る
各種業務委託等

平成25年度分
平成26年度
予算の範囲
内

限度額に
同 じ

限度額に
同 じ

平成26年度

50,544～

平成28年度

各種保守点検業
務委託

平成25年度分 83,197

平成26年度

83,197

(使)

82,648～ 549

平成28年度

各種清掃業務委
託

平成25年度分 50,544

平成26年度

50,544

(繰入)

64,360～ 2,628

平成31年度

各種管理業務等
委託

平成25年度分 721,294

平成26年度

721,294 721,294～

平成30年度

業務支援システ
ム借上料

平成25年度分 75,088

平成26年度

75,088 8,100

373,204～

平成30年度

学校給食調理等
業務委託

平成25年度分 373,204

平成26年度

373,204

2,075平成26年度

盛土仮置き場借
り上げ料

平成25年度分 25,908

平成26年度

25,908

(繰入)

5,182～ 20,726

平成27年度

子ども・子育て
支援事業計画策
定業務委託

平成25年度分 2,075 2,075
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平成２５年度債務負担行為補正内訳表

（追加）

限度額
千円

40,080 1. バス運行業務(市長公室) (40,080千円)

7 1. 宮城県共同電子申請サービス負担金（総務課）(7千円)※

343 1. 自動交付機借上料（市民課）(343千円)※

162 1.

494 1. 国府多賀城駅観光案内用プレハブ借上料（商工観光課）(494千円)

4,112 1. 仮設店舗等用地借上料（商工観光課）（4,112千円）

145 1. すみれ学級プレハブ借上料（こども福祉課）(145千円）※

32 1. 中央公園仮設トイレ借上料（道路公園課）(32千円）※

1,548 1. 小中学校外国語活動支援業務（学校教育課）（1,548千円）※

3,648 1. 文化センター指定管理業務（生涯学習課）（3,648千円）◆

192 1. 市民活動サポートセンター自家用電気工作物保安管理業務（地域コミュニティ課)（12千円）※

2. 市庁舎自家用電気工作物保守管理業務（管財課)（28千円)※

3. 太陽の家自家用電気工作物保守管理業務（社会福祉課)（9千円)※

4. 各小学校自家用電気工作物保守管理業務（教育総務課)（65千円)※

5. 各中学校自家用電気工作物保守管理業務（教育総務課)（43千円)※

6. 学校給食センター自家用電気工作物保守管理業務（学校給食センター)（19千円)※

7. 山王地区公民館自家用電気工作物保守管理業務（山王地区公民館)（8千円)※

8. 市立図書館自家用電気工作物保守管理業務（市立図書館)（8千円)※

3,515 1. 市庁舎建物等機械警備業務（管財課)（26千円)※

2. 市民活動サポートセンター建物等機械警備業務(地域コミュニティ課）(2千円)※

バス運行業務委託

自動交付機借上料

建物等機械警備業務委託

固定資産税路線価鑑定評価業
務委託

文化センター指定管理業務委
託

自家用電気工作物保安管理業
務委託

国府多賀城駅観光案内用プレ
ハブ借上料

事 項

固定資産税路線価鑑定評価業務(税務課)（162千円)※

内 訳

宮城県共同電子申請サービス
利用負担金

仮設店舗等用地借上料

すみれ学級プレハブ借上料

中央公園仮設トイレ借上料

小中学校外国語活動指導支援
業務委託

2. 市民活動サポートセンター建物等機械警備業務(地域コミュニティ課）(2千円)※

3. 多賀城駅前警察官立寄所建物等機械警備業務（交通防災課）(778千円)

4. 太陽の家建物等機械警備業務（社会福祉課）（8千円）※

5. コスモスホール建物等機械警備業務（社会福祉課）（8千円）※

6. 各保育所建物等機械警備業務（こども福祉課）（18千円）※

7. 鶴ヶ谷児童館及び西部児童センター建物等機械警備業務（こども福祉課）（1,296千円）

8. 子育てサポートセンター建物等機械警備業務（こども福祉課）（182千円）

9. 母子健康センター建物等機械警備業務（健康課）（6千円）※

10. あやめ園機械警備業務（道路公園課）（290千円）

11. 各小学校建物等機械警備業務（教育総務課)（190千円)※

12. 各中学校建物等機械警備業務（教育総務課)（127千円)※

13. 埋蔵文化財調査センター建物等機械警備業務（埋蔵文化財調査センター）（137千円）

14. 山王地区公民館建物等機械警備業務（山王地区公民館）(2千円）※

15. 学校給食センター建物等機械警備業務（学校給食センター分）（2千円）※

16. 市立図書館建物等機械警備業務（市立図書館）（2千円）※

17. 選挙管理委員会事務局建物等機械警備業務(選挙管理委員会事務局）（441千円）

1,944 1. 印刷機等借上料（教育総務課）（1,944千円）

20 1. CD-BGM借上料（市立図書館）（20千円)※

※は消費税率８%引上げに伴うもの、◆は消費税増額分及びその他の理由によるものである。

印刷機等借上料

施設備品借上料
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（追加）単年度契約事務に係る各種業務委託等

限度額

千円

651,374 1. 浄書業務（732千円）

2. 法令改廃情報提供システム利用料（総務課）（260千円）

3. 印刷機借上げ（総務課）（130千円）

4. 顧問弁護士業務（総務課）（778千円）

5. シュレッダー借上げ（総務課）（32千円）

6. 電子版現行法規利用料（総務課）(273千円）

7. データパンチ業務（総務課）(1,041千円)

8. 電子計算室環境設備機器保守業務（総務課）(1,672千円)

9. 自治法派遣職員の受入に係るアパート借上等業務（総務課）(38,085千円）

10. 庁内ネットワーク保守業務（4,277千円）（総務課）

11. 育成評価入力システム利用料（972千円)（総務課)

12. 防災行政無線（同報系）保守点検業務（交通防災課）（3,857千円)

13. 塵芥収集運搬業務（生活環境課）（140,940千円）

14. 環境放射線量測定業務（生活環境課）（1,582千円）

15. 公的個人認証サービス装置ハードウエア保守（市民課）（98千円）

16. 大代地区公民館自動交付機管理業務（市民課）（43千円）

17.

18.

19. 多賀城市勤労者生活安定資金貸付預託金（商工観光課）（15,000千円）

20. 勤労者福祉一般貸付預託金（商工観光課）（30,000千円）

21. 中小企業振興資金融資制度保証料（商工観光課）（20,000千円）

22. 中小企業振興資金等貸付預託金（商工観光課）（150,000千円）

23. 多賀城・七ヶ浜商工会会員融資制度預託金（商工観光課）(10,000千円）

末の松山駐車場施設清掃業務（商工観光課）（425千円）

■市長公室

事 項 内 訳

■市民経済部

観光推進体制整備業務（商工観光課）（2,800千円）

単年度契約事務に係る各種業
務委託等

■総務部

23. 多賀城・七ヶ浜商工会会員融資制度預託金（商工観光課）(10,000千円）

24. 国府多賀城駅観光案内所設置業務（商工観光課）（463千円）

25. 小規模事業者事業協同化推進業務（商工観光課）（2,500千円)

26. 仮設店舗消防用設備保守点検業務（商工観光課）（97千円)

27. 仮設工場消防用設備保守点検業務（商工観光課）（70千円)

28. 観光資源発掘業務（商工観光課）（23,843千円）

29. 多賀城駅観光案内所用地借上料（商工観光課）（6千円）

30. 生活保護レセプト点検業務（社会福祉課）（466千円）

31. レセプト管理システム保守点検業務（社会福祉課）（237千円）

32. 災害時要援護者支援システム保守点検業務（社会福祉課）(405千円）

33. 障害福祉相談支援業務（社会福祉課）（23,943千円）

34. 虐待対応専門職チーム委託料（社会福祉課）（92千円）

35. 支え合い体制業務（生活再建支援室）（3,157千円）

36. 仮設住宅管理運営業務（生活再建支援室）（75,600千円）

37. 復興支え合い業務（生活再建支援室）（53,304千円）

38. 各種検診受診券等作成業務（健康課）（4,443千円）

39. こころのケア巡回訪問業務（健康課）（1,824千円）

40. 被災者訪問指導等業務（健康課）（6,904千円）

41. 元気回復こもらないで事業（介護福祉課）（3,427千円）

42. 移動支援事業（介護福祉課）（2,483千円）

■保健福祉部
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（追加）単年度契約事務に係る各種業務委託等つづき

限度額

43.

44.

45.

46.

47.

48. 券売機借上料（道路公園課）（278千円）

49. 駐輪場用地借上（道路公園課）（114千円）

50. 浮島こ線橋借上（道路公園課）（12千円）

51. 多賀城駅前広場仮設トイレ借上（道路公園課）（447千円）

52. 多賀城駅自転車等駐車場管理業務（道路公園課）（6,786千円）

53.

54. 浄化槽点検業務（文化財課）（292千円）

55. 多賀城跡附寺跡維持管理業務（文化財課）（1,088千円）

56. 記録図面・写真スキャニング業務（埋蔵文化財調査センター）（5,654千円）

57. 昇降機保守点検業務（市立図書館）（506千円）

（追加）単価契約に係る各種業務委託等

限度額

1. 再生紙購入（総務課）

2. 印刷製本機消耗品購入（総務課）

3. 印刷機消耗品購入（総務課）

4. 作業服購入（総務課）

多賀城駅前自転車等駐車場消防用設備保守点検業務（道路公園課）（39千円）

工事費積算システム使用料（復興建設課）（2,160千円）

多賀城駅前花苗植栽業務（道路公園課）（970千円）

国府多賀城駅前広場花苗植栽業務（道路公園課）（481千円）

■建設部

多賀城駅前自転車等駐車場管理業務（道路公園課）（5,021千円）

平 成 ２ ６
年度予算
の範囲内

■総務部

中央公園グラウンド管理業務（道路公園課）（1,265千円）

単価契約に係る各種業務委託
等

内 訳

内 訳

事 項

事 項

■教育委員会

4. 作業服購入（総務課）

5. 労働者派遣（育児休業等代替派遣）（総務課）

6. 職員給与・人件費計算業務（総務課）

7. 不動産鑑定業務（管財課）

8. 一般廃棄物収集運搬処理業務（管財課）

9. 産業廃棄物（廃プラスチック）処理業務（管財課）

10. ガソリン・軽油・A重油購入（管財課）

11. プロパン(LP）ガス購入（管財課）

12. 灯油購入（管財課）

13. 有料複写機借上げ（管財課）

14. 保全情報システム利用サービス業務（管財課）

15. 広報多賀城印刷業務（地域コミュニティ課）

16. 複写機借上げ（地域コミュニティ課）

17. 労働者派遣（案内業務）（市民課）

18. 環境美化推進事業時排出物収集業務（生活環境課）

19. 動物死体処理業務（生活環境課）

20. 地域清掃ごみ収集運搬業務（生活環境課）

21. 市民持込み食材放射能測定業務（生活環境課）

22. 給食提供業務（太陽の家）

23. 移動支援事業（社会福祉課）

■保健福祉部

■市民経済部
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（追加）単価契約に係る各種業務委託等つづき

限度額

24. コミュニケーション支援事業（社会福祉課）

25. 訪問入浴サービス事業（社会福祉課）

26. 日中一時支援事業（社会福祉課）

27. 障害者等自動車等燃料費助成事業（社会福祉課）

28. 複合機借上げ（生活再建支援室）

29. 配食サービス業務（介護福祉課）

30. 短期入所施設サービス業務（介護福祉課）

31. 生活管理指導短期宿泊業務（介護福祉課）

32. 軽度生活援助業務（介護福祉課）

33.

34.

35.

36. 妊婦健康診査業務（健康課）

37. 乳児家庭全戸訪問及び養育支援訪問業務（健康課）

38. 宮城県広域化予防接種業務（健康課）

39. 個別予防接種業務（健康課）

40. がん検診推進事業無料クーポン券等作成業務（健康課）

41. 高齢者肺炎球菌予防接種業務（健康課）

42. 乳児健康診査業務（健康課）

43. ３歳児健康診査（聴覚検査）業務（健康課）

44. ３歳児健康診査（聴覚精密検査）業務（健康課）

45. がん検診等健康診査業務（健康課）

46. 妊婦乳幼児歯科健康診査業務（健康課）

47. 図面焼付業務（都市計画課）

複写機借上げ（各保育所、鶴ヶ谷児童館、西部児童センター、子育てサポートセンター、太陽
の家）

保育所給食食材、学校給食放射能測定検査業務（こども福祉課）

内 訳

■建設部

保育所等施設職員検便及びぎょう虫検査業務（健康課、各保育所、太陽の家、学校給食セン
ター）（こども福祉課）

事 項

47. 図面焼付業務（都市計画課）

48. 道路照明灯修繕（道路公園課）

49. 道路反射鏡（カーブミラー）修繕（道路公園課）

50. 道路維持業務（汚泥浚渫・汚泥処理）（道路公園課）

51. 道路等維持管理用機械類借上げ（道路公園課）

52. 道路維持修繕（道路公園課）

53. 道路維持除草等作業に係る業務（道路公園課）

54. 公園管理草刈等作業に係る業務（道路公園課）

55. 道路補修材料購入（道路公園課）

56.

57. 学校給食残食塵芥収集業務（学校給食センター）

58. 学校給食用材料調達業務（学校給食センター）

59. 複写機借上げ（市立図書館）

60.

61.

■教育委員会

市議会会議録及び委員会等会議記録作成業務

■議会事務局

印刷機消耗品購入（各小中学校、市立図書館、各地区公民館、学校給食センター）（教育総
務課）

多賀城市議会だより印刷業務
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（追加）単価契約に係る複合機の使用

限度額

1.

（変更）

変更前
限度額

千円

2,020 1. 子ども・子育て支援事業計画策定業務（こども福祉課）(2,075千円)※

21,465 1. 盛土仮置き場借上料（市街地整備課)（25,908千円）

363,194 1. 学校給食調理等業務（学校給食センター）(373,204千円)※

1. 地方税電子申告ＡＳＰサービス利用料（税務課）（89千円）※

2. 戸籍電算処理システム借上料（市民課）(9千円)※

3. 障害福祉システム借上料（社会福祉課）（1,504千円）◆

4. 生活保護システム借上料（社会福祉課）(11,340千円）

5. 災害援護資金システム借上料(生活再建支援室)（114千円)※

6. 給食管理システム（献立ソフト）借上げ（学校給食センター）(3千円)※

7. 図書館情報システム借上料（市立図書館）（320千円)※

8. 図書検索用TOOLi借上料（市立図書館）（60千円）※

9. 図書検索用TOOLi二次借上料（小学校分）（市立図書館）（16千円）※

1. 市民活動サポートセンター運営業務・市民活動促進事業業務(地域コミュニティ課)
（129,000千円)

2. 防災情報業務（交通防災課）(96千円）※

3. 特定建築物環境衛生管理業務（管財課）（57千円)※

■総務部

事 項

単価契約に係る複合機の使用
単価契約に係る複合機の使用（天真小、市立図書館）（教育総務課）

内 訳事 項

子ども・子育て支援事業計画策
定業務委託

内 訳
変更後
限度額

平成２６
年度から
平成３１
年度まで
の各年度
の予算の
範囲内

盛土仮置き場借上料 25,908

61,633業務支援システム借上料

■教育委員会

学校給食調理等業務委託

75,088

千円

2,075

373,204

3. 特定建築物環境衛生管理業務（管財課）（57千円)※

4. 市庁舎警備業務（管財課）(13,583千円）※

5. 電話交換業務(管財課)（172千円）※

6. 市庁舎周辺等樹木剪定業務（管財課）（49千円）※

7. 市庁舎玄関周辺花壇整備業務（管財課）（15千円）※

8. 街路樹管理業務（道路公園課）（32,820千円）

9. 公園樹木管理業務（道路公園課）（31,230千円）

10. バラ園管理業務（道路公園課）（6,372千円）

11. 多賀城駅前広場花苗植栽業務（道路公園課）（1,422千円）

12. あやめ園管理業務（道路公園課）（67,485千円）

13. 学校環境測定業務（多小）(教育総務課）（2,602千円）

14. 学校環境測定業務（多中）(教育総務課）（2,602千円）

※は消費税率８%引上げに伴うもの、◆は消費税増額分及びその他の理由によるものである。

各種管理業務等委託 433,789 721,294
■建設部
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28,865 1. 清掃業務（管財課）（768千円)※

2. 市役所他2施設受水槽等清掃業務（管財課）（23千円）※

3. 国府多賀城駅トイレ・自由通路清掃業務（道路公園課）（1,119千円）

4. 公園トイレ清掃業務（道路公園課）（4,092千円）

5. 清掃業務（太陽の家）（3,566千円）

6. 沈殿分離槽・油分離槽清掃（4保育所）（26千円）※

7. 清掃業務（鶴ヶ谷児童館、西部児童センター）（7,211千円）

8. 清掃業務（子育てサポートセンター）（1,176千円）

9. 清掃業務（母子健康センター）（健康課）（966千円）

10. 受水槽等清掃業務（母子健康センター）（健康課）（1千円）※

11. 各小学校受水槽等の清掃業務（教育総務課）（8千円）※

12. 各中学校受水槽等の清掃業務（教育総務課）（6千円）※

13. 雑排水槽清掃業務（学校給食センター）（3千円）※

14. 清掃業務（埋蔵文化財調査センター）（2,528千円）

15. 清掃業務（山王地区公民館）（88千円）※

16. 受水槽清掃業務（山王地区公民館）（2千円）※

17. 清掃業務（市立図書館）（96千円）※

各種保守点検業務委託 27,052 1. 自動扉保守業務（総務課）（480千円）

2. 雨量計保守点検業務（交通防災課）（8千円）※

3. 市民活動サポートセンター消防用設備保守点検業務 （地域コミュニティ課）（453千
円）

4. 市民活動サポートセンターエレベーター保守点検業務（地域コミュニティ課）（2,333
千円）

5. 市庁舎電話設備保守点検業務（管財課）（261千円）◆

6. 自動ドア保守業務（管財課）(133千円）◆

7. 機械設備保守点検業務（管財課）（270千円）※

8. 市庁舎等エレベーター保守業務（管財課）（420千円）◆

9. 自動制御設備保守業務（管財課）（865千円）◆

10. 機械整備運転保守業務（管財課）（336千円）※

11. 市庁舎外２施設消防用設備保守点検業務（管財課）（48千円）※

50,544

83,197

各種清掃業務委託

11. 市庁舎外２施設消防用設備保守点検業務（管財課）（48千円）※

12. 多賀城駅自転車等駐車場消防用設備保守点検業務（道路公園課）（249千円）

13. 多賀城駅自転車等駐車場券売機保守点検業務(道路公園課）（300千円）

14. 国府多賀城駅消防用設備保守点検業務（道路公園課）（243千円）

15. 国府多賀城駅エレベーター遠隔管理システム業務（道路公園課）（4,668千円）

16. 自動ドア保守点検業務（母子健康センター）（健康課）（150千円）

17. 冷暖房設備保守点検業務（母子健康センター）（健康課）（1,038千円）

18. 冷暖房設備保守点検業務（太陽の家）（1,575千円）

19. 消防用設備保守点検業務（太陽の家）（7千円）※

20. 消防用設備保守点検（各保育所、各留守家庭児童学級）（こども福祉課）（11千円）
※

21. 消防用設備保守点検業務（鶴ヶ谷児童館）（2千円）※

22. 消防用設備保守点検業務（西部児童センター）（2千円）※

23. 消防用設備保守点検業務（子育てサポートセンター）（1千円）※

24. 消防用設備保守点検業務（母子健康センター）（健康課）（3千円）※

※は消費税率８%引上げに伴うもの、◆は消費税増額分及びその他の理由によるものである。
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（追加）各種保守点検業務委託つづき

25. 消防用設備保守点検業務（老人憩の家）（介護福祉課）（1千円）※

26. 昇降機保守点検業務（多小、天真小）（教育総務課）（4,161千円）

27. 昇降機保守点検業務（小学校4校）（教育総務課）（6,727千円）

28. 昇降機保守点検業務（中学校）（教育総務課）（5,910千円）

29. プールろ過器保守点検業務（小学校）（教育総務課）（900千円）

30. プールろ過器保守点検業務（中学校）（教育総務課）（600千円）

31. 東豊中学校昇降機保守点検業務（教育総務課）（6千円）※

32. 小学校塩素滅菌器保守点検業務（教育総務課）（3千円）※

33. 中学校塩素滅菌器保守点検業務(教育総務課）（5千円）※

34. 小学校消防用設備保守点検業務(教育総務課)（65千円）※

35. 中学校消防用設備保守点検業務（教育総務課）（53千円)※

36. 冷暖房設備及び付属設備保守点検業務（埋蔵文化財調査センター)（1,337千円)

37. ボイラー空調設備保守点検業務（学校給食センター）(14,580千円）

38. 除外施設保守点検業務（学校給食センター)（7,776千円）

39. 消防用施設保守点検業務（学校給食センター）（10千円）※

40. 小荷物専用昇降機保守点検業務（学校給食センター）（4千円）※

41. 自動ドア保守点検業務（学校給食センター）（18千円）※

42. 厨房機器保守点検業務（学校給食センター）（32千円）※

43. 電動シャッター保守点検業務（学校給食センター）（3千円）※

44. エアシャワー保守点検業務（学校給食センター）（2千円）※

45. 受水槽保守点検業務（学校給食センター）（6千円)※

46. 消防用設備保守点検業務（山王地区公民館）（16千円）※

47. 消防用施設保守点検業務（市立図書館）（12千円）※

48. 冷暖房設備付属設備保守点検業務（市立図書館）（22千円）※

49. 自動ドア保守点検業務（市立図書館）（4千円）※

50. 自動ドア保守点検業務（埋蔵文化財調査センター）（4千円）※

51. 消防用設備保守点検業務（埋蔵文化財調査センター）（2千円）※51. 消防用設備保守点検業務（埋蔵文化財調査センター）（2千円）※

52. 昇降機保守点検業務（埋蔵文化財調査センター）（30千円）

※は消費税率８%引上げに伴うものである。
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臨時代理事務報告第３号

平成２６年度多賀城市一般会計予算に対する意見について

 このことについて、市長から地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づく

意見を求められたが、平成２６年２月４日臨時代理により別紙の

とおり回答したので報告する。

 平成２６年２月２７日提出

                  多賀城市教育委員会

                   教育長 菊地 昭吾
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議案第６号

多賀城市立小中学校区の見直しについて

このことについては、震災後の人口流動や震災復興事業等が落ち着いた

後に改めて検討することとし、現時点においては、多賀城市立小中学校区

の見直しは行わない。

平成２６年２月２７日提出

                    多賀城市教育委員会

                     教育長  菊地 昭吾
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