
平成２８年 多賀城市教育委員会第５回定例会会議録

１ 会議の年月日 平成２８年５月２５日（水） 

２ 招集場所   市役所３階 第２委員会室

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 

  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  １人 

７ 記 録 係  教育総務課副主幹 伊東 芳恵 

８ 開会の時刻  午後４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 

議案第２０号 多賀城市いじめ問題専門委員会の人事について 

議案第２１号 多賀城市立図書館運営審議会の人事について 

日程第５  その他 

委員長   

ただいまの出席委員は５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５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

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、菊池すみ子委員、今野委

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４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、５月１７日、「平成２８年度宮城県市町村教育委員会協議

会定期総会」が塩竈市のふれあいエスプ塩竈で開催され、浅野委員長、菊池す

み子委員、樋渡委員が出席いたしました。 

５月１９日と２０日、「第６８回全国都市教育長協議会定期総会・研究大会」

が徳島県徳島市を会場に開催され、教育長が出席しました。 

学校教育課関係、５月１日現在の児童・生徒数並びに学級数は、小学校が男

子１,７６５名、女子１,６１８名の計３,３８３名で、１２３学級、中学校は、

男子８４６名、女子８７４名の計１,７２０名で、６１学級となっています。 

 小中学校の合計では、男子２,６１１名、女子２,４９２名の計５,１０３名

で、１８４学級となり、昨年と比較しますと、小学校で９３名、中学校で４３

名と共に減となっております。学級数では、小学校が３学級、中学校が２学級



の減となっています。 

小中学校の運動会（体育祭）の開催状況ですが、４月２３日に多賀城中学校、

４月２９日に高崎中学校、５月１４日に天真小学校が終了しております。なお、

５月２１日は雨天となりましたが、山王小学校は当日終了し、多賀城東小学校

は５月２１日と２２日に、城南小学校は、２１日と２４日の２日に分けて終了

しております。今後、５月２８日に多賀城八幡小学校、９月３日に第二中学校

と東豊中学校、１０月８日に多賀城小学校で開催される予定です。 

中学校の修学旅行につきましては、４月２１日から第二中学校、５月９日か

ら多賀城中学校、５月１２日から東豊中学校、５月１８日から高崎中学校で、

それぞれ２泊３日の行程により東京・千葉・神奈川・埼玉方面へ出かけ無事終

了しております。 

学校給食費の支払い督促につきましては、債務者より異議申立てがありまし

たが、債務者の都合により取下げられたため、今後、仮執行宣言付支払督促申

立を実施予定です。 

生涯学習課関係、４月２８日、「第 1 回目の子ども映画会」を市民会館展示

室で開催し、アニメ三銃士「女優ナナの宝石」等の上映に２９名の来場があり

ました。 

５月５日、舞台演奏用の高級ピアノを弾く催し「スタインウェイを弾いてみ

よう」が文化センター大ホールで開催され、１２組５３名の参加がありました。 

５月６日、市立図書館が開催したヨガ教室には１１名の参加がありました。 

５月１１日、大代地区公民館の「貯筋運動教室」がスタートしました。この

事業は、６０歳以上を対象に４回シリーズで開催され、１３名の申し込みがあ

りました。 

５月１２日、「スポーツ少年団定期総会」が総合体育館で開催されました。 

５月１７日、「青少年健全育成市民会議理事会・総会」が中央公民館で開催

され、平成２８年度の事業計画等が承認されました。 

同日、「社会教育振興員会議」を開催し、各行政区から４１名の出席があり

ました。この会議では、社会教育振興員の役割や事業の進め方等を説明し、意

見交換を行いました。 

５月１８日、東北学院大学との連携事業「地域市民のための大学公開講座」

が開講しました。「生活を豊かにする知識あれこれ」をテーマに、全８回の講

座が実施され、６９名の申込者がありました。 

５月２１日、多賀城ゆかりのバイオリニストである郷古廉さんのコンサート

が文化センター大ホールで開催され、ウイーン室内オーケストラとの共演で、   

７３８名の観客を魅了しました。 



５月２４日、「青少年育成センター運営協議会」を市庁舎で開催いたしまし

た。同日、「スポーツ振興員会議」を開催し、各行政区から４０名の出席があ

りました。市民スポーツ大会など今年度の事業計画を説明しました。 

文化財課関係、５月１３日、「平成２８年度第１回多賀城跡連絡協議会」が

市役所で開催され、文化財課長等が出席いたしました。宮城県多賀城跡調査研

究所、東北歴史博物館、多賀城市教育委員会における平成２８年度の事業計画

について報告の後、特別史跡多賀城跡復元整備事業等について審議が行われま

した。 

５月１７日、本市に所在する名勝の日本遺産認定に伴い、「『 “伊達”な文

化』魅力発信推進事業実行委員会」の設立が宮城県庁であり、文化財課長、都

市計画課長、商工観光課長等が出席いたしました。今後、当該実行委員会にお

いて事業が展開されます。 

平成２８年５月２５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報告について、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 

議案第２０号 多賀城市いじめ問題専門委員会の人事について 

委員長   

議事に入ります。議案第２０号多賀城市いじめ問題専門委員会の人事につい

て、教育長の説明を求めます。 

教育長   

議案第２０号多賀城市いじめ問題専門委員会の人事について、学校教育課長

から説明させます。

委員長  

  学校教育課長。 

学校教育課長  

それでは、議案第２０号多賀城市いじめ問題専門委員会の人事について、

ご説明いたします。議案書３ページをご覧ください。 

多賀城市いじめ問題専門委員会につきましては、平成２８年２月１０日に



開催された「平成２８年第１回教育員会臨時会」におきまして、「多賀城市

いじめ問題対策連絡協議会等設置条例」に基づき、教育、法律、医療、心理、

福祉等に関し専門的知識及び経験を有する方々から選任する９名の委員の承

認を受け委嘱いたしました。任期は２年で、平成２８年２月２５日から平成

３０年２月２４日でありますが、行政機関の委員のうち２名の委員が、今年

４月の人事異動で異動いたしましたので、その２名の委員を解職し、後任者

を任命したいというものでございます。 

今回、解職する委員は、前宮城県仙台保健福祉事務所（塩釜保健所）技術

次長 高橋あつ子様、前塩釜警察署生活安全課長 佐藤文俊様になります。 

新たに任命する委員は、宮城県仙台保健福祉事務所（塩釜保健所）技術副

参事兼技術次長（総括担当） 遠藤三恵様、塩釜警察署生活安全課長 松川光

太様でございます。発令年月日は、それぞれ記載のとおりでございます。 

別紙資料をご覧ください。同条例（任期）第９条に「委員の任期は２年と

する。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。」とありますので、今回、任命する委員の任期は平成２８年

６月１日から平成３０年２月２４日までとなります。 

以上で説明を終わります。 

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、採決に入ります。議案第２０号について御異議あり

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、議案第２０号について原案のとおり決定します。

議案第２１号 多賀城市立図書館運営審議会の人事について 

委員長   

次に、議案第２１号多賀城市立図書館運営審議会の人事について、教育長の

説明を求めます。 

教育長   

議案第２１号多賀城市立図書館運営審議会の人事について、生涯学習課長か

ら説明させます。

委員長  



  生涯学習課長。 

生涯学習課長  

それでは、議案第２１号多賀城市立図書館運営審議会の人事について、ご

説明いたします。 

本案は、議案書５ページの表に記載のとおり多賀城市立図書館運営審議会

委員を任命するというものです。本日は、別途、議案関係資料を配付させて

いただいておりますので、併せて御覧いただきたいと存じます。 

多賀城市立図書館運営審議会につきましては、市立図書館の指定管理者制

度導入に伴い、館長の諮問機関であった多賀城市立図書館協議会の機能充実

と教育委員会の主体性と責任のある市立図書館の円滑な運営を図るために従

来の図書館協議会に代えて設置したものですが、図書館協議会の委員の任期

途中ということもあり、当該任期が満了するまでの間は図書館協議会委員で

ある方に図書館運営審議会委員に就任していただいているところです。 

現在の図書館運営審議会委員の任期は平成２８年５月３１日をもって満了

となりますので、多賀城市立図書館運営審議会条例第３条第２項の規定に基

づき、同項第１号から第３号までに掲げる「学校教育及び社会教育に関係す

る者」、「家庭教育の向上に資する活動を行う者」、「学識経験のある者」

の区分から、資料５ページの表に記載の１０名を図書館運営審議会委員とし

て任命することとするものです。 

今回の任命予定の１０名のうち、中島順也氏、原義夫氏、五代儀良子氏、

宮城裕子氏の４名につきましては、再任ということになります。 

一方、新任は６名となりますが、多賀城小学校長 高砂弘之氏、多賀城東小

学校教諭 菊地路子氏、高崎中学校教諭 二階堂睦美氏、菊地氏と二階堂氏は

いずれも司書教諭です。婦人会連合会副会長 笹原うた子氏、子ども会連合会

長 佐々木正範氏、市内で家庭文庫を主宰されている 佐々木優美氏となりま

す。 

なお、任期につきましては、多賀城市立図書館運営審議会条例第３条第３

項の規定により２年とされており、平成２８年６月１日から平成３０年５月

３１日までとなります。 

以上で説明を終わります。 

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、採決に入ります。議案第２１号について御異議あり

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、議案第２１号について原案のとおり決定します。

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５回定例会を終了いたします。 

     午後４時１６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６月２２日  

多賀城市教育委員会 

 委員長                印 

 委 員                               印 

 委 員                                印 


