
平成２６年第９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９回教育委員会定例会議事日程 

                 平成２６年９月２２日（月） 

                 午後５時３０分 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７号  平成２５年度多賀城市一般会計

歳入歳出決算に対する意見につい

て

臨時代理事務報告第８号  平成２６年度多賀城市一般会計

補正予算（第４号）に対する意見

について 

報告第３号        （仮）多賀城市教育振興基本計

画の策定について（中間報告） 

日程第４ その他 



諸 般 の 報 告

 平成２６年第８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 

 ９月９日、平成２６年第３回市議会定例会が開会し、９月３０日までの２２日

間の会期で開催されております。教育委員会関係議案は、教育委員の任命同意

に係る人事案件１件で、菊池すみ子委員が再任されました。その他、本日報告

をさせていただきますが、「平成２５年度一般会計歳入歳出決算」及び「平成

２６年度一般会計補正予算（第４号）」の議案が提出されています。

○学校教育課関係 

９月６日、東豊中学校、第二中学校において、運動会（体育祭）が開催され

ました。また同日、多賀城中学校において、キャリアセミナーが開催され、講

師は１学年が市職員９名、２学年は民間の方々、３学年は高校の先生と卒業生

が各々担当し、授業を行いました。

９月１０日から山王小学校が、９月１８日から天真小学校が、９月１９日か

ら多賀城小学校が国立花山少年自然の家において、２泊３日の宿泊合宿を行っ

ております。多賀城八幡小学校は２４日から、多賀城東小学校、城南小学校は

２５日から出発する予定です。

また、９月１０日から多賀城東小学校が、９月１１日から天真小学校が会津

若松方面に修学旅行に出かけました。２５日からは山王小学校が同じく会津若

松方面に出発する予定です。

９月２０日、２１日の２日間にわたり、第１９回多賀城市中学校新人体育大

会が市内各会場において開催され、各競技において熱戦が繰り広げられました。

各校のプール授業については事故も無く終了となりました。 

○生涯学習課関係 

８月３１日、中央公民館において、ジュニアリーダーエステバン交流会を開

催しました。初級研修を受講してエステバンに加入した１２名が、先輩のジュ

ニアリーダー８名の指導のもと、カレーライスづくりなどを通じて親交を深め

ました。 

８月２９日が応募締め切りとなっていた大伴家持のつどい短歌大会には県内

外から、一般７６首、小中学生１，２０７首の応募がありました。入選作品は、

１０月１２日の万葉まつりの表彰式で披露されます。 

９月６日、市川地区内の畑において、第５回家庭教育事業「はじめての親子

農業体験」を開催しました。今回は夏野菜の収穫や雑草抜き作業のほか、秋物

野菜の植え付けを行い、親子１４組３９名の参加がありました。 

９月６日と２０日、中央公園を集合場所にノルディックウオーキング教室が

開催され合わせて２９名が参加しました。 
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９月７日、市民スポーツ大会卓球大会が総合体育館で開催され、１０地区か

ら１１チームが参加しました。 

９月１２日と２０日、大代地区公民館において、ヒップホップダンス教室が

開催され、中学生から高齢者まで合わせて１０名が参加しました。 

９月２０日、２１日の両日、府中市生涯学習センターで開催された、むさし

府中青年会議所主催の復興支援事業「プロレスまつり」には、市内の小学生１１

名が参加し、府中市と大島町の子ども達との友情を育みました。 

○文化財課関係 

８月２９日、東京都都市センターホテルにおいて、全国史跡整備市町村協議

会担当部課長会議が開催され、文化財課長が出席いたしました。平成２６年度

全史協大会の運営等について協議が行われました。 

９月１日、「多賀城跡内歴史的食文化体験学習」を行い、多賀城跡大畑地区

において、城南小学校６年生が蕎麦の種まきを実施しました。刈り取りは１１

月の予定です。 

９月１５日、埋蔵文化財調査センターで開催しておりました「速報展 発掘

された遺跡 ―平成２５年度の調査成果―」が終了いたしました。入館者は、

２，０６８名でした。 

平成２６年９月２２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７号

平成２５年度多賀城市一般会計歳入歳出決算に対す

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８月２９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９月２２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８号

平成２６年度多賀城市一般会計補正予算（第４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８月２９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９月２２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２６年度多賀城市一般会計補正予算（第４号）  

 平成２６年度多賀城市の一般会計補正予算（第４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に歳入歳出それぞれ８６４，０７８千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３５，０３６，８３４

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。  

 （債務負担行為の補正）  

第２条  債務負担行為の追加は、「第２表  債務負担行為補正」による。  

（地方債の補正）  

第３条  地方債の変更は、「第３表  地方債補正」による。  

  平成２６年９月  日提出  

 多賀城市長  菊地  健次郎   
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9 26,479 5,509 31,988

1 地方特例交付金 26,479 5,509 31,988

10 6,542,502 223,793 6,766,295

1 地方交付税 6,542,502 223,793 6,766,295

14 6,774,639 129,040 6,903,679

1 国庫負担金 2,403,845 △101,782 2,302,063

2 国庫補助金 4,358,805 230,822 4,589,627

15 1,750,474 △5,407 1,745,067

1 県負担金 718,372 3,361 721,733

2 県補助金 914,844 △8,768 906,076

17 546 7,197 7,743

1 寄附金 546 7,197 7,743

18 7,400,968 686,432 8,087,400

1 基金繰入金 7,400,963 661,065 8,062,028

2 特別会計繰入金 5 25,367 25,372

19 20,000 18,334 38,334

1 繰越金 20,000 18,334 38,334

20 700,966 80 701,046

4 受託事業収入 57,548 80 57,628

21 2,743,400 △200,900 2,542,500

1 市債 2,743,400 △200,900 2,542,500

34,172,756 864,078 35,036,834

寄附金

補　正　額

繰越金

諸収入

市債

歳　　入　　合　　計

地方特例交付金

地方交付税

国庫支出金

県支出金

 千円

繰入金

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
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歳　　出
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第２表　　債務負担行為補正

（追加）
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第３表　　地方債補正

（変更）

1,144,800

水 道 高 料 金

0 8,600

対 策 事 業

計 2,743,400 2,542,500

321,000

事 業

学 校 施 設 整 備

360,700 92,600

土 地 区 画 整 理 証書借入れ又
は証券発行

年 5.0% 以 内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
資 金 に つ い
て、利率の見
直しを行った
後 に お い て
は、当該見直
し後の利率）

借入期日の翌日
から30年以内に
半年賦元利均等
償還又は元金均
等償還する。た
だし、融資条件
又は財政の都合
により償還年限
を短縮し、若し
くは繰上償還又
は低利に借換え
することができ
る。

309,800

事 業

臨時財政対策債 1,097,400

補正前
と同じ

補正前
と同じ

補 正 前
と 同 じ

起 債 の
目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額
起 債 の
方 法

利 率 償還の方法 限 度 額
起 債 の
方 法

利 率 償還の方法

千円 千円
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１　総　　括

（歳　　入）

9 地方特例交付金 26,479 5,509 31,988

10 地方交付税 6,542,502 223,793 6,766,295

14 国庫支出金 6,774,639 129,040 6,903,679

15 県支出金 1,750,474 △5,407 1,745,067

17 寄附金 546 7,197 7,743

18 繰入金 7,400,968 686,432 8,087,400

19 繰越金 20,000 18,334 38,334

20 諸収入 700,966 80 701,046

21 市債 2,743,400 △200,900 2,542,500

34,172,756 864,078 35,036,834歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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（歳　　出）
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142,878 △101,782 41,096教育費国庫負担金3

2,302,063△101,782国庫負担金 2,403,8451

14 国庫支出金 6,774,639 129,040 6,903,679

１４款　国庫支出金

　１項　国庫負担金 △101,782千円

129,040千円

6,542,502 6,766,295計 223,793

6,542,502 223,793 6,766,295地方交付税1

6,766,295223,793地方交付税 6,542,5021

10 地方交付税 6,542,502 223,793 6,766,295

5,509

１０款　地方交付税

　１項　地方交付税 223,793千円

223,793千円

26,479 31,988計

26,479 5,509 31,988地方特例交付金1

31,9885,509地方特例交付金 26,4791

9

5,509千円

5,509千円

 千円

計

地方特例交付金 26,479 5,509 31,988

 千円

款　　　　　項　　　　　目 補正前の額 補　正　額

 千円

２　　歳    入
　９款　地方特例交付金

　１項　地方特例交付金
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8,735 246,174237,439教育費国庫補助金3

土木費国庫補助金2 1,262,519 189,110 1,451,629

319,041 12,800 331,841民生費国庫補助金1

4,589,627230,822国庫補助金 4,358,8052

１４款　国庫支出金

　２項　国庫補助金 230,822千円

129,040千円

2,403,845 △101,782 2,302,063計

129,040千円

△101,782千円

 千円

計

 千円  千円  千円 千円

款　　　　　項　　　　　目 補正前の額 補　正　額

 千円

１４款　国庫支出金

　１項　国庫負担金
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630 43,72743,097教育費県補助金6

農林水産業費県補助金4 12,587 3,494 16,081

342,840 △12,892 329,948民生費県補助金2

款　　　　　項　　　　　目 補正前の額 補　正　額

 千円

△5,407千円

△8,768千円

 千円

計

　２項　県補助金

 千円

１５款　県支出金
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東日本大震災復興基金繰入金8 540,836 720,630 1,261,466

教育施設及び文化施設管理基金繰入金4 281,584 △39,787 241,797

1,453,888 △19,778 1,434,110財政調整基金繰入金1

8,062,028661,065基金繰入金 7,400,9631

18 繰入金 7,400,968 686,432 8,087,400

7,197

１８款　繰入金

　１項　基金繰入金 661,065千円

686,432千円

546 7,743計

545 7,197 7,742震災復興寄附金2

7,7437,197寄附金 5461

17 寄附金 546 7,197 7,743

１７款　寄附金

　１項　寄附金 7,197千円

7,197千円

914,844 906,076計 △8,768

款　　　　　項　　　　　目 補正前の額 補　正　額

 千円

△8,768千円

 千円

計

　２項　県補助金

 千円

１５款　県支出金 △5,407千円
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△200,9002,743,400 2,542,500計

衛生債6 0 8,600 8,600

47,400 1,144,8001,097,400臨時財政対策債5

△268,100 303,500571,600教育債4

1,003,200 11,200 1,014,400土木債3

2,542,500△200,900市債 2,743,4001

21 市債 2,743,400 △200,900 2,542,500

80

２１款　市債

　１項　市債 △200,900千円

△200,900千円

57,548 57,628計

53,386 80 53,466教育費受託事業収入3

57,62880受託事業収入 57,5484

款　　　　　項　　　　　目 補正前の額 補　正　額

 千円

80千円

80千円

 千円

計

　４項　受託事業収入

 千円

２０款　諸収入
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630275,216 275,846計 630

630
県支出金

2 271,616 630630 272,246事務局費

教育総務費1 275,216 630630 275,846

3,680,865 19,609△39,707△268,100△92,417

630千円

△380,615千円

　１項　教育総務費

１０款　教育費

△380,615 3,300,250教育費10

25,169114,031 139,200計 25,169

出金
特別会計繰
宅整備事業
災害公営住3 6,633 25,16925,169 31,802

114,031 25,169

25,169千円

413,870千円

　５項　住宅費

　８款　土木費

25,169 139,200住宅費5

43,4926,463,051 6,506,543計 30,03311,2002,259

出金
特別会計繰
下水道事業5 1,976,156 △267△267 1,975,889

事業費
4 1,586,196 30,30011,20041,500 1,627,696市街地開発

2,259
県支出金

2 1,491,921 2,2592,259 1,494,180街路事業費

30,03311,2002,25943,492 6,506,543都市計画費4 6,463,051

　８款　土木費

補　正　額　の　財　源　内　訳

 千円  千円  千円

その他地方債

補正前の額 特　　　　定　　　　財　　　　源

国県支出金

計

　４項　都市計画費

413,870千円

43,492千円

一般財源

 千円 千円

款　項　目

 千円  千円

補　正　額

　　８款　土木費　１０款　教育費

　　　印刷製本費 630
　　11 需用費 630

485630  1 自主学習支援事業
〇学校教育課需用費 63011

　　　災害公営住宅整備事業特別会計繰出金 25,169
　　28 繰出金 25,169

25,169  1 災害公営住宅整備事業特別会計繰出金
〇都市計画課

6,633
繰出金 25,16928

　　　下水道事業特別会計繰出金 △267
　　28 繰出金 △267

△267  1 下水道事業特別会計繰出金
〇都市計画課

1,976,156

　　　道路改良工事 15,000

繰出金 △26728

　　15 工事請負費 15,000
79,31115,000

  2 多賀城駅周辺土地区画整理関連事業（単独事業）
　　　道路改良工事 26,500
　　15 工事請負費 26,500

41,09026,500
  1 多賀城駅周辺土地区画整理関連事業（効果促進事業）
〇市街地整備課

　　　工事補償費 2,259

工事請負費 41,50015

　　22 補償、補填及び賠償金 2,259
び賠償金 10,2332,259  1 （都）駅西小路線道路改築事業

〇市街地整備課補償、補填及 2,25922

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円  千円 千円

既定事業費

節
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8,735ー費
国庫支出金調査センタ

埋蔵文化財9 224,202 8,7358,73517,470 241,672

80
費 諸収入
4 52,595 87480954 53,549文化財保護

9,609808,73518,424 1,764,003社会教育費4 1,745,579

18,424千円

△380,615千円

　４項　社会教育費

１０款　教育費

849,644 449,975計 10,000△39,787△268,100△101,782△399,669

△39,787△101,782
繰入金国庫支出金

1 792,923 10,000△39,787△268,100△101,782学校管理費 △399,669 393,254

 千円

10,000△39,787△268,100△101,782△399,669 449,975小学校費2 849,644

　２項　小学校費

１０款　教育費

補　正　額　の　財　源　内　訳

 千円  千円  千円

地方債

款　項　目 補　正　額補正前の額

 千円

計

△399,669千円

一般財源

 千円 千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

国県支出金 その他

△380,615千円

　１０款　教育費

　　　手数料 16
　　　通信運搬費 2借料

4,24014 　　12 役務費 18使用料及び賃
　　　光熱水費 30
　　　印刷製本費 130
　　　燃料費 12

委託料 8,41013

1812 　　　消耗品費 1,546役務費
　　11 需用費 1,718

1,71811 　　04 共済費 13需用費
　　　発掘作業員報酬 3,071

共済費 134 　　01 報酬 3,071

〇埋蔵文化財調査センター
12,0009,910  1 埋蔵文化財緊急調査事業［補助］

　　　会場等使用料 30

報酬 3,0711

　　14 使用料及び賃借料 30
　　　印刷製本費 384
　　　消耗品費 60
　　11 需用費 444
　　09 旅費 100
　　　報償金 300
　　08 報償費 300

874
3014   2 「おくのほそ道の風景地」名勝指定記念事業

借料
使用料及び賃

　　　消耗品費 33
47711 　　11 需用費 33需用費

　　08 報償費 47
　　　報償金 47

旅費 1009
80  1 被災文化財保全等事業

〇文化財課報償費 3478

　　　耐力度調査委託料 10,000
　　13 委託料 10,000

25,00010,000  2 城南小学校校舎大規模改造事業
　　　学校用備品購入費 △9,400
　　18 備品購入費 △9,400

△9,40018 　　　城南小学校増築工事 △399,345備品購入費
　　15 工事請負費 △399,345

工事請負費 △399,34515 　　　手数料 △556
　　12 役務費 △556

10,00013 　　　印刷製本費 △18委託料

　　11 需用費 △368
　　　消耗品費 △350

役務費 △55612
578,740△409,669  1 城南小学校増築事業

需用費 △36811 〇教育総務課

 千円 千円

既定事業費
区　　分

節

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

千円
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1,745,579 1,764,003計 9,609808,73518,424

地方債

計

 千円

　４項　社会教育費

１０款　教育費

補　正　額　の　財　源　内　訳

 千円  千円  千円

その他

款　項　目 補　正　額補正前の額

 千円

△380,615千円

18,424千円

一般財源

 千円 千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

国県支出金

　１０款　教育費

　　　設計業務委託料 7,560
　　13 委託料 7,560

7,560  2 埋蔵文化財調査センター改修事業
　　　測量機材借上料 33
　　　機械借上料 1,338
　　　休憩施設等借上料 749
　　　養生設備等借上料 2,120
　　14 使用料及び賃借料 4,240
　　　産業廃棄物処理委託料 8
　　　図面スキャニング業務委託料 27
　　　測量業務委託料 67
　　　土壌分析業務委託料 648
　　　仮設電気設置業務委託料 100
　　13 委託料 850

 千円 千円

既定事業費
区　　分

節

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

千円
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期 間 金 額 期 間 金 額
国（県）
支 出 金

市 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

桜木保育所
指定管理業
務委託

平成26年度分

平成27年度
から平成31
年度までの
各年度の予
算の範囲内

平成27年度
～平成31年度

限度額に同じ 限度額に同じ

（使）

4,140

（繰入）

59,555

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

250,815平成26年度分 254,955

児童発達支
援センター
運営業務委
託

平成27年度
～平成29年度

254,955

城南小学校
増築工事

平成26年度分 391,345 0平成27年度 391,345 95,890 235,900
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