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平成２８年 多賀城市教育委員会第４回定例会会議録

１ 会議の年月日 平成２８年４月２８日（木） 

２ 招集場所   市役所５階 ５０１会議室

３ 出席委員   委員長 浅野 憲隆  委 員 菊池 すみ子 

  委 員 今野 喜弘  委 員 樋渡 奈奈子（途中入室） 

  教育長 菊地 昭吾 

４ 欠席委員   なし 

５ 説明のため出席した事務局職員 

副教育長兼教育総務課長 大森 晃  

学校教育課長   身崎 裕司 

生涯学習課長   萱場 賢一 

文化財課長    郷右近 正晃 

参事兼教育総務課長補佐  佐藤 良彦 

６ 傍 聴 人  なし 

７ 記 録 係  教育総務課副主幹 伊東 芳恵 

８ 開会の時刻  午後６時 

９ 議事日程 

   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 

   日程第４  議 事 

臨時代理事務報告第５号 平成２７年度多賀城市一般会計補正予算（第

１０号）に対する意見について 

臨時代理事務報告第６号 平成２８年度多賀城市一般会計補正予算（第

１号）に対する意見について 

日程第５  その他 

委員長   

ただいまの出席委員は４名であります。定足数に達しておりますので、これ

より平成２８年第４回定例会を開会します。 

日程第１ 前回会議録の承認について
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委員長   

はじめに、前回定例会の会議録について、承認を求めます。 

会議録については、事前にお配りをいたしておりますので、本日は朗読を省

略します。前回定例会の会議録について承認を求めますが、御異議ありません

か。 

  （異議なしの声あり） 

委員長 

     異議がないものと認め、前回定例会の会議録については、承認されました。 

日程第２ 会議録署名委員の指名について

委員長  

       続きまして、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、多賀城

市教育委員会会議規則第２２条第３項の規定により、今野委員、菊池すみ子委

員を指名します。よろしくお願いいたします。 

日程第３ 諸般の報告について

        事務事業等の報告

委員長 

      これより、本会議に入ります。はじめに、事務事業等の報告について、教育

長の説明を求めます。 

教育長   

諸般の報告をいたします。平成２８年第３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、３月２８日、市議会第１回臨時会が開会されました。教育

委員会関係では、「平成２７年度多賀城市一般会計補正予算（第１０号）」「平

成２８年度多賀城市一般会計補正予算（第１号）」が審議され、原案のとおり

可決されました。 

３月３１日、同日付けで退職となる定年退職者１名と依願退職者１名に辞令

を交付しました。 

４月１日、同日付けの人事異動に伴う辞令交付式を行い、新規採用３名、任

期付き職員の期間延長２名、再任用１名、自治法派遣４名、配置換え等２０名、

昇任３名の計３３名に辞令を交付しました。 
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４月１５日、「宮城県都市教育長協議会の役員会及び平成２８年度総会」が

宮城県庁で開催され、教育長、副教育長等が出席いたしました。平成２７年度

は本市が事務局を務めましたが、２５日に本年度の会長市である岩沼市に事務

引継ぎを行いました。 

４月２０日、市議会全員協議会が開催され、教育委員会関係では先月の第３

回定例会で承認いただきました「名勝おくのほそ道の風景地『壺碑（つぼの石

ぶみ）・興井・末の松山』保存活用計画」について説明いたしました。 

４月２１日、２２日の両日、「平成２８年度東北都市教育長協議会定期総会

及び研修会」が秋田県男鹿市において開催され、教育長が出席いたしました。 

４月２６日、市議会文教厚生常任委員会が開催され、副教育長、各課長等が

出席し、教育委員会所管の平成２８年度事務について説明いたしました。 

４月２７日、「平成２８年度市町村等教育委員会教育長･総務担当課長会議」

が宮城県庁で開催され、教育長、副教育長が出席いたしました。平成２８年度

の宮城県教育委員会の重点施策等の説明がありました。 

学校教育課関係、４月４日、「平成２８年度多賀城市教職員服務宣誓式」を

市庁舎６階会議室で執り行いました。今年度は、小学校教職員２４名、中学校

教職員１０名の合計３４名が本市に着任し、服務宣誓を行いました。 

（午後６時５分 樋渡委員入室） 

４月８日、市内小中学校の始業式並びに入学式が滞りなく行われ、新年度に

入っております。 

４月８日現在の児童生徒数は、小学校が新入児童５２２名を含む３,３８５名、

中学校は新入生５５５名を含む１,７２０名で、合計５,１０５名となっており

ます。 

４月２０日、市内小中学校の教職員を会員とした「多賀城市教育研究会総会」

が山王小学校で開催され、学校教育課長が出席しております。 

学校給食費の支払い督促については、昨年度新たに１件、仙台簡易裁判所へ

支払督促申立てを行いました。債務者より異議申立てがあり、今後、口頭弁論

の期日調整が行われる予定です。 

生涯学習課関係、３月２１日に開館した市立図書館のある多賀城駅北再開発

ビルＡ棟の来館者数は、開館１５日目の４月４日に１０万名を超え、開館３７

日目の４月２６日には、２０万人を超えております。 

３月２６日、２７日に市立図書館で実施したタイル等を使ったワークショッ

プには１４４名の参加がありました。 

３月２５日、「子ども映画会」を中央公民館で開催し、ファイナルファンタ

ジーなどアニメ作品３本を上映し、３２名の来場者がありました。 
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３月２９日、「絵本大好きたがぶん絵本なパーティ」が文化センターで開催

され、高校生や家庭文庫を運営する市民が読み聞かせやワークショップを実施

し、２６０名の来館者がありました。この催しは、３月１９日から３０日まで

行われた多賀城世界絵本フェスタのイベントとして開催されたものです。 

４月９日、「モンキーマジックジャパンツアー２０１６」が文化センター大

ホールで開催され、１,０００名の入場者がありました。同グループは、多賀城

ゆかりのアーティストとして、市立図書館のオープニングでも演奏を披露して

います。 

４月１４日から２０日にかけて、中学校区ごとの「学校支援地域本部事業地

域教育協議会」が開催され、これまでの活動報告と今後の運営について、地域

連携担当教員と地域住民の皆さんとの話合いが行われました。 

４月１８日から２５日まで、各小学校の放課後子ども教室「わくわく広場」

の保護者説明会を各小学校で実施しました。 

文化財課関係、４月７日、平成２８年度多賀城地区ほ場整備事業に伴う発掘

調査事業の推進について、宮城県教育庁文化財保護課と協議が行われ、文化財

課長と埋蔵文化財調査センター所長が出席いたしました。 

４月１２日、東北歴史博物館の笠原副館長等が着任の挨拶のため来庁し、教

育長、文化財課長が応対しました。併せて、平成２８年度の博物館の展示計画

について説明がありました。 

平成２８年４月２８日提出、教育長、以上でございます。 

委員長   

ただいまの教育長の事務事業等の説明について、何か質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

委員長 

質疑がないものと認め、事務事業等の報告を承認します。 

日程第４ 議事 

臨時代理事務報告第５号  平成２７年度多賀城市一般会計補正予算（第

１０号）に対する意見について 

委員長   

次に、臨時代理事務報告第５号平成２７年度多賀城市一般会計補正予算（第

１０号）に対する意見について、教育長の説明を求めます。 

教育長   
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臨時代理事務報告第５号平成２７年度多賀城市一般会計補正予算（第１０

号）に対する意見について、副教育長から説明させます。 

委員長  

  副教育長。 

副教育長  

臨時代理事務報告第５号平成２７年度多賀城市一般会計補正予算（第１０

号）に対する意見についてですが、市長から地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第２９条の規定に基づく意見を求められたことから、平成２８年

３月２３日に臨時代理により別紙のとおり回答したので報告するものです。 

別紙ですが、次のページをご覧ください。こちらにありますとおり、異議

ない旨回答しております。今回の、補正予算の内容等につきましては、次の

５ページからの、資料に基づきまして、順にご説明いたします。 

こちらは、市議会に提案された議案でございます。この議案につきまして

は、３月２８日に開催された市議会臨時会で、承認を得ております。 

資料の８ページをご覧下さい。歳出合計ですが、今回の補正額は、１６億

２，８７８万９，０００円の増額で、補正後の一般会計の予算額については、

４１６億９，２００万９，０００円となるものです。 

１０款教育費につきましては、教育総務費から保健体育費まで補正をして

いますが、前のページ、７ページをご覧ください。 

教育費の補正額は合計６億２，１０９万１，０００円の増額で、補正後の

教育費の予算額は、５４億４，８０３万６，０００円となるものです。 

内容の詳細につきましては、順にご説明いたします。それでは、歳出から

内容をご説明いたしますので、２０ページ、２１ページをお願いいたします。 

今回の補正につきましては、国の人事院勧告に準拠して、職員の人件費の

改定を行うのが主なものでございます。 

人件費の主な改正内容としましては、職員の給料は月額で平均０．４％の

改定、勤勉手当の支給率の１００分の１０の引き上げ、地域手当の支給率を

平成２７年度で、５％から７％に引き上げるというもので、平成２７年４月

にさかのぼって適用されます。これが主な改正内容になります 

１０款１項の教育総務費、次の２２ページになりますが、１０款４項の社

会教育費、１０款５項の保健体育費は、人件費で総務課所管分なので、説明

は省略いたします。 

教育費においても、人件費の補正のほかに、城南小学校の校舎大規模改造

事業等の補正がございます。その内容についてご説明しますので、２２ペー

ジの小学校費をご覧ください。 
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１０款２項１目小学校の学校管理費で、６億１，５００万円の増額補正で

ございます。説明欄の教育総務課関係ですが、１の城南小学校校舎大規模改

造事業（長寿命化改良工事）で、大規模改造工事（２期）の工事請負費で、

５億９，５００万円の増額です。 

工事の内容は、平成２７年度に行っている事業と同様になりますが、長寿

命化改良工事ということで、省エネ、高耐久、教育環境の向上、を行うもの

でございます。 

平成２８年度の予算の説明の際に、お話申し上げた内容と一部重複する部

分もございますが、改めて国の補助金の動向についてご説明いたします。 

この事業は、平成２８年度事業として、国に事業計画をあげ、平成２８年

度の本市の予算に計上させていただいていたところですが、平成２８年２月

１８日に、国から補助の内定の通知が届いております。そして、その国の補

助の財源が、平成２７年度の国の一般会計の第１次補正予算を財源とするも

のでございました。 

そのため、平成２８年度予算に予算計上をしておりましたが、今回の補正

予算において、平成２８年度予算を減額し、その金額を平成２７年度予算に

組み替えをさせていただくものでございます。 

なお、平成２８年度予算では、全体で６億７，０４５万９，０００円の予

算計上をしておりました。差額の７，５４５万９，０００円につきましては、

単独事業になりますが、職員室の増築工事分、５，５００万円が主なもので、

その他には、関係する事務費、給食運搬業務委託、廃棄物処理業務委託、消

耗品、備品の購入費、外構工事が主なものでございます。 

それらの単独事業の経費につきましては、平成２８年度予算にそのまま計

上するものでございます。 

次に、２の城南小学校増築校舎太陽光発電設備設置事業で、工事請負費、

２，０００万円の増額でございます。 

これは、２月の補正予算において、城南小学校の増築校舎に予定していた

太陽光発電設備工事を、国の補助の見通しが難しいということで、減額した

ところですが、こちらの補助についても、国の補正予算で内定をいただきま

したので、あらためて予算を計上させていただくものでございます。 

太陽光発電設備、１０．４ＫＷ（キロワット）の設置と、蓄電池２．４Ｋ

Ｗ（キロワット）の設置でございます。 

ここで、繰越明許費の説明をいたしますので、同じ資料の９ページをお開

きください。第２表繰越明許費補正（追加）です。 

１０款教育費、２項小学校費ですが、ただいま、ご説明いたしました、城
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南小学校校舎大規模改造事業（長寿命化改良工事）、５億９，５００万円を

繰り越すもので、事業の完了は、平成２９年３月末を予定しております。 

次に、城南小学校校舎太陽光発電設備設置事業で、２，０００万円を繰り

越すものですが、事業の完了は、平成２９年１月末を予定しております。 

次に、歳入の説明をいたしますので、資料の１４、１５ページをご覧くだ

さい。１４款２項３目、教育費国庫補助金で、１億１，４９６万８，０００

円の増額補正ですが、説明欄の教育総務課関係で、学校施設環境改善交付金

ですが、内訳は、先ほど、歳出でご説明した、１の城南小学校増築校舎太陽

光発電設備設置事業交付金で、５２３万６，０００円ですが、次のページを

ご覧ください。補助基本額が、１，０４７万２，０００円で、補助率は２分

の１でございます。 

２の城南小学校校舎大規模改造事業交付金で、１億９７３万２，０００円

ですが、補助率は３分の１でございます。 

次に、１８款１項４目、教育施設及び文化施設管理基金繰入金で、１３万

２，０００円の補正です。内容ですが、ただ今申し上げた二つの事業につい

てですが、その財源として、国庫補助金のほか、地方債を充て、その残り分

については、この基金を充てるというものでございます。 

次のページをご覧ください。２１款１項４目、教育債で、４億９，９９０

万円の増額補正です。こちらも、先ほどご説明した二つの事業に充てるもの

でございます。 

説明については、以上でございます。 

委員長   

ただいまの説明について、何か質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

質疑がないものと認め、臨時代理事務報告第５号について、承認します。

         臨時代理事務報告第６号 平成２８年度多賀城市一般会計補正予算（第

１号）に対する意見について 

委員長  

           次に、臨時代理事務報告第６号平成２８年度多賀城市一般会計補正予算（第

１号）に対する意見について、教育長の説明を求めます。 

教育長   

臨時代理事務報告第６号平成２８年度多賀城市一般会計補正予算（第１号）
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に対する意見について、副教育長から説明いたします。 

副教育長  

臨時代理事務報告第６号平成２８年度多賀城市一般会計補正予算（第１号）

に対する意見についてですが、市長から地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２９条の規定に基づく意見を求められたことから、平成２８年３月２３

日に臨時代理により別紙のとおり回答したので報告するものです。 

別紙ですが、次のページをご覧ください。こちらにありますとおり、異議な

い旨回答しております。今回の、補正予算の内容等につきましては、次の２９

ページからの、資料に基づきまして、順にご説明いたします。 

こちらは、市議会に提案された議案でございます。この議案につきましては、

３月２８日に開催された市議会臨時会で、承認を得ております。 

資料の３２ページをご覧下さい。歳出合計になりますが、今回の補正額は、

３億５，３２６万５，０００円の減額で、補正後の一般会計の予算額について

は、２６７億６７３万５，０００円となるものです。 

１０款教育費につきましては、教育総務費から保健体育費まで補正をしてい

ますが、補正額は合計５億７，５３４万４，０００円の減額で、補正後の教育

費の予算額は、２６億９，５６３万４，０００円となるものです。 

内容の詳細につきましては、順にご説明いたします。それでは、歳出から内

容をご説明いたしますので、４４ページ、４５ページをお願いいたします。 

今回の補正につきましては、さきほど、平成２７年度の補正予算でもご説明

しましたが、国の人事院勧告に準拠して、職員の人件費の改定を行うのが主な

ものでございます。職員の給料は月額で平均０．４％の改定、勤勉手当の支給

率の１００分の１０の引き上げ、地域手当の支給率を平成２８年度は、７％か

ら１０％に引き上げるものです。 

この、平成２７年度の人事院勧告に準じた改正により、平成２８年度の人件

費分の予算の補正も必要になってくるものです。 

また、職員の給与等の改正に伴い、非常勤職員、臨時職員等の報酬や賃金に

ついても、職員に準じて改定を行うこととなったため、所要の改正を行ったも

のです。 

人件費につきましては、総務課所管分のほか、教育委員会の各担当課所管の

分もございますが、一般職員以外の非常勤職員等の平成２７年度と比較した、

平成２８年度の改定の状況は、資料として一覧表を提出しております。 

５３ページから５５ページまでになります。詳細は後ほどご覧いただきたい

と存じます。非常勤職員、臨時職員について、平成２７年度から平成２８年度

に対して、このように改定しているものです。改定率等については、一般職員
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に準じたものになっております。この関係で、今回の補正予算を組んでおりま

す。今回の補正のうち、人件費分につきましては、各項目ごとの説明は省略さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

以上のように、教育費においても、人件費の補正が主なものですが、他に、

城南小学校の校舎大規模改造事業の補正がございます。 

次に、４４、４５ページをご覧ください。１０款２項１目小学校の学校管理

費で、５億９，４２６万円の減額補正でございます。説明欄の教育総務課関係

ですが、１の城南小学校校舎大規模改造事業（長寿命化改良工事）ですが、工

事請負費で、５億９，５００万円の減額です。 

これは、先ほど、平成２７年度予算の際に、ご説明申し上げたとおり、平成

２７年度の予算に組み替えをするための減額でございます。以上が、歳出の補

正内容でございます。これ以外は、人件費関係でございます。 

続きまして、歳入の補正内容についてご説明いたしますので、資料の３８ペ

ージをお願いいたします。 

１４款２項５目、教育費国庫補助金で、１億８６３万２，０００円の減額補

正ですが、説明欄の教育総務課関係で、学校施設環境改善交付金ですが、内訳

は、先ほど、歳出でご説明した、１の城南小学校校舎大規模改造事業交付金で、

１億８６４万６，０００円ですが、平成２７年度予算に組み替えを行うため、

全額を減額するものでございます。 

なお、先ほど平成２７年度予算の歳入予算では、１億９７３万２，０００円

を歳入予算に計上しておりますが、その差額１０８万６，０００円につきまし

ては、事務費相当額分が補助金の内定の際に追加されており、その金額につい

ては工事費のほうに充てることも可能ですので、その分を加えた金額になって

いるものでございます。次に、学校教育課関係で、１の理科教育設備整備費等

補助金で、１万４，０００円ですが、これは、人事院勧告に伴う人件費の歳出

補正増額に伴う、歳入の増額補正でございます。 

次のページをお願いします。１８款１項４目、教育施設及び文化施設管理基

金繰入金で、８，９１５万４，０００円の減額補正です。城南小学校の事業を

平成２７年度予算に組み替えたことによる減額でございます。 

次に、２１款１項４目、教育債で、３億９，７２０万円の減額補正です。こ

ちらも、城南小学校の事業を平成２７年度予算に組み替えたことによる減額で

ございます。 

説明については、以上でございます。 

委員長   

ただいまの説明について、質疑ありませんか。 



- 10 - 
5/17/2016 10:06:20 AM 

（質疑なしの声あり） 

           質疑がないものと認め、臨時代理事務報告第６号を承認します。 

日程第５ その他

委員長 

          次にその他に入ります。各委員から特に議題にしたい事項などありましたら

お願いします。 

（「なし」の声あり） 

ないようですので、本日の議案等の審議はすべて終了します。これをもっ

て、多賀城市教育委員会第４回定例会を終了いたします。 

     午後６時３０分閉会 

      この会議録の作成者は次のとおりである。 

              教育総務課 副主幹 伊東 芳恵 

この会議録の正確なことを認め、ここに署名する。 

平成２８年５月２５日  

多賀城市教育委員会 

 委員長                印 

 委 員                               印 

 委 員                                印 


