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平成２８年 多賀城市教育委員会第７回定例会会議録

１ 会議の年月日 平成２８年７月２７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  

学校教育課長補佐 及川 廣之 

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 

学校教育課指導主事 高橋 豊 

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１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２５号 多賀城市文化財保護委員会委員の人事について 

議案第２６号 平成２９年度使用教科用図書の採択について 

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７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、第６回定例会、第２回臨時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。前回定例会等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、前回定例会等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、委員長において菊池すみ

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６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、７月１２日、「平成２８年第２回教育委員会臨時会」が行

われ、「平成２９年度使用教科用図書の採択について」を審議しました。 

７月１５日、「平成２８年度東北六県市町村教育委員会連合会教育委員・教

育長研修会」が松島町のホテル大観荘で開催され、浅野委員長、菊池すみ子委

員、樋渡委員、今野委員が参加いたしました。 

学校教育課関係、７月２０日、市内の小・中学校では第１学期の終業式が行

われ、７月２１日から８月２５日まで、３６日間の夏休みに入っております。 

７月２２日から２５日までの期間、「宮城県中学校総合体育大会」が県内各

地で開催され、当市代表として市中総体を勝ち上がった多くの選手が出場し、

熱戦を繰り広げました。結果は、高崎中学校の木村優香（きむらゆうか）さん
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が水泳で全国大会へ、東豊中学校の剣道部男子と多賀城中学校の水泳女子チー

ムが東北大会へ出場するほか、個人でも４名の生徒が東北大会へ出場します。 

７月２１日、「第２回仙台地区教科用図書採択協議会」が塩竈市で開催され、

教育長が出席いたしました。同協議会での結果を踏まえて、本日の定例会に議

案を提出しております。 

同日、「平成２８年度第１回多賀城市いじめ問題専門委員会」を市役所で開

催し、いじめ防止マニュアルの作成と配布及び児童・生徒対象いじめアンケー

ト調査の結果について審議しました。後ほど、本日配布いたしました資料によ

り担当者からご説明いたします。 

学校給食費につきましては、仙台簡易裁判所へ仮執行宣言付支払督促申立て

を行い、債務名義が確定した１件について、その後、債務者より遅延損害金等

も含め一括で納入され、完納となりました。また、未納がある２３１件の保護

者等に本年度第１回目の文書による催告を実施しております。 

生涯学習課関係、６月３０日、ＮＨＫＢＳ放送の「新ＢＳ日本のうた」公開

収録が文化センターで実施され、多数の応募者の中から当選した８８３名が県

内外から来場しました。 

７月５日、「少年の主張仙台地区大会」が岩沼中学校で開催され、多賀城市

代表として参加した第二中学校の川村萌々華（かわむらももか）さんは、優良

賞となりました。 

７月６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」の

閉講式が工学部で行われ、５４名の受講者に修了証が授与されました。受講登

録者は７５名、８回の講座に延べ４２５名が参加しました。 

７月１５日、「スポーツ推進審議会」が開催され、平成２７年度事業報告及

び２８年度事業計画について審議しました。 

７月１７日、「多賀城市民スポーツ大会ソフトボール大会」が中央公園野球

場ほかで開催され、２０チーム２７７名が参加しました。鶴ケ谷区が優勝、２

位は笠神西区、３位は新田二区・髙橋北区でした。 

７月１８日、文化センターで行われた「ロビーステージ」には、歌やダンス、

楽器演奏など１９団体１，９３３名の参加がありました。同日の「サークルフ

ェア」には、２４団体３００名が参加しました。 

７月１９日、「平成２９年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）の

多賀城市実行委員会設立総会及び第１回総会」が開催され、同委員会の役員の

選出、会則や規程の制定などについて承認されました。 

７月２１日、「宮婦連中央ブロック研修会」が文化センター小ホールで開催

され、各地区の会員２２３名が参加しました。 



- 4 - 
8/4/2016 2:48:04 PM 

前回定例会以降に実施された主な社会教育事業等は別表のとおりです。 

文化財課関係、７月２日、「多賀城市遺跡調査成果報告会」を市民活動サポ

ートセンターで開催し、７０名の参加がありました。 

７月７日、８日の両日、「全史協東北地区協議会総会及び研修会」が名取市

で開催され、文化財課長が出席いたしました。平成２７年度の事業報告及び平 

成２８年度事業計画等について審議が行われ、了承されました。 

７月１１日、「日本遺産に係る『伊達な文化』魅力発信推進事業実行委員会」

が県庁において開催され、文化財課長等が出席いたしました。平成２８年度事

業計画等について審議が行われました。 

７月１２日、「宮城県史跡整備市町村協議会文化財担当者第１回幹事会」が

市役所で開催され、文化財課長等が出席いたしました。平成２８年度担当者会

議第１回定例会について審議が行われました。 

７月１３日、「多賀城跡内歴史的食文化体験学習」として、城南小学校６年

生が、多賀城跡大畑地区において蕎麦の種まきを実施しました。この刈り取り

は１０月の予定です。 

７月２０日、２１日の両日、「多賀城跡復元整備事業の先進地調査」のため、

市長と文化財課長が栃木県下野市の下野薬師寺跡（しもつけやくしじあと）と、

福島県磐梯町の慧日寺跡（えにちじあと）を視察いたしました。 

平成２８年７月２７日提出、教育長、以上でございます。 

なお、ただ今報告しましたが、「平成２８年度第１回多賀城市いじめ問題専

門委員会」を開催しましたが、その際に「児童・生徒対象いじめアンケート調

査の結果」について説明しております。その内容について、本日配布いたしま

した資料により学校教育課長補佐からご説明いたします。 

委員長 

学校教育課長補佐。 

学校教育課長補佐 

平成２８年度第１回多賀城市いじめ問題専門委員会で報告した、児童・生徒

対象いじめアンケート調査の結果の概略についてご説明いたします。 

別冊資料をご覧ください。資料１ページの平成２８年度多賀城市立小・中学

校「安心して過ごせる学校を目指して」調査実施要項に基づき、市立小・中学

校の全児童・生徒を対象に実施いたしました。 

２ページをご覧ください。このアンケートで実施いたしましたが、小学生に

は漢字にふりがなをふっております。また、小学校の低学年には、担任の先生

が読み上げ、そして説明しながら実施しております。 

４ページをお開きください。Ａ３の１枚目は、小学校の集計で各々の数値と
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割合が記載されております。２枚目は中学校の集計でございます。 

小学校の調査項目１２の上段をご覧ください。結果として安心とほぼ安心の

合計が、８４．７％、同じく中学校の場合は、７８．２％となっております。 

６ページをご覧ください。これは小学校の学年別・男女別の「嫌なことをさ

れた」と申告した児童の実数で、下段は、中学校の学年別・男女別の「嫌なこ

とをされた」と申告した生徒の実数でございます。 

次の７ページをご覧ください。これらは各学校から出されたものですが、今

後の改善のための対策として、「いじめの未然防止」のための取り組み、「い

じめの発見」のための取り組み、「いじめの対応」の取り組みを記載しており

ます。以上で概要の説明を終わらせていただきます。 

委員長   

ただいまの教育長の事務事業等の報告、また、いじめの調査結果について、

何か質疑ありませんか。菊池すみ子委員。 

菊池すみ子委員   

今すぐということですと、なかなかまとまってはいません。 

委員長   

そうですね。この調査の数字等も、各委員によく読みこんでいただいて、

この次の時でもご質問やご意見があれば出していただくということで、この

件については、継続的に見ていきたいと思います。 

私のほうから一つだけお願いします。「嫌なことをされた人数」、「安心、

ほぼ安心の割合」とありますが、率直に言って教育委員会として想定してい

た数と比べてみて、だいたい想定内の数字だったとか、予想よりどうとかこ

うとか、そういうところまでは分析していますか。学校教育課指導主事。 

学校教育課指導主事   

だいたい８割ぐらいの子ども達が、安心できていると想定しておりました

ので、小学校では８割を超えていますので、かなり安心感のある学校になっ

ているといえます。ただ、中学校では７８％という結果がでていますが、こ

れは友達関係だけではなく、部活や勉強とかもありますし、生活全般での不

安感というものもありますので、その辺はいたし方ないのかなという捉え方

はしております。 

委員長   

この件につきましては、学校との関係も考えていただいて、それぞれの学

校で安心して生活ができるようにしていただきたいと思います。樋渡委員。 

樋渡委員   

安心して過ごせる学校を目指すということで、小学校と中学校でまとめて
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いますが、小学校の「８ 人をたたいたり、蹴ったりする」が「ない」が４

７．７％ということは、逆に言うとあるということが５０％以上になります。

各学校で学校ごとに違いがあるのか、どこの学校でどういう比率なのか、こ

れから分析する時に教えてもらいたいと思います。 

「７ 嫌がることをネットの掲示板に書いたり、メールで送ったりする」と

いうものがありますが、９４％がないと言っていますので、非常に少ないと

いうことになりますが、ネット社会の中で実態が反映されているのか、極小

化されているのか、わかったら教えてください。中学のほうが「ない」とい

う割合が少なくなっていますが、それは実際多くなっているということなの

かお願いします。考えていたものより少ない気がします。今日でなくて後で

まとめられてからで結構です。 

学校教育課指導主事   

いま、わかる範囲でお答えします。先日出ました宮城県の学力学習状況調査

の結果をみますと、多賀城市内の小中学生の携帯電話・スマホの所持率は、県

の平均よりかなり上回っているのが実態です。それと比較すると今回の数字は

少なかったというのが実感としてあります。 

生徒指導関係の調査を文科省でやっていますが、各学校から出てくる数値を

みると予想していたものより少ないというのが実態です。ただ、スクールソー

シャルワーカーからの情報によると、表面化していないけれども、内在的には

かなりあるのではないかということです。その辺は、子ども達も今回、表に出

してきておりませんので、これから注目していかなければならない点だと思っ

ております。 

委員長   

この件につきましては、今後教育委員会としても話し合いを深めていきた

いと思います。他に質疑ありませんか。 

（「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２５号 多賀城市文化財保護委員会委員の人事について 

委員長 

次に、議案第２５号多賀城市文化財保護委員会委員の人事について、教育長
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の説明を求めます。 

教育長 

           議案第２５号多賀城市文化財保護委員会委員の人事について、担当課長から

説明させます。 

委員長  

   文化財課長。 

文化財課長  

議案第２５号多賀城市文化財保護委員会委員の人事について、ご説明いたし

ます。議案書５ページをご覧ください。 

はじめに、当該保護委員会につきましては、次の６ページの議案第２５号関

係資料をお願いします。 

この資料の後段にも記載しておりますが、多賀城市文化財保護条例第６条の

規定により、市指定文化財の指定及び文化財の保存活用など重要事項を調査審

議するため設置されており、委員定数は１０名以内、任期が２年と定められて

おります。 

前段の保護委員名簿をご覧いただきたいと存じます。今回の人事については、

NO６の多賀城鹿踊保存会会長の加藤文男氏、NO１０の多賀城跡調査研究所所長

の須田良平氏を除き、外の８名につきましては、再任の任命を行いたいという

ものです。 

NO６の多賀城鹿踊保存会会長の加藤文男氏につきましては、本市の郷土芸能

分野から多賀城太鼓保存会と多賀城鹿踊保存会で、１期ごと交替での委員就任

を慣例としておりまして、今回は、多賀城鹿踊保存会からの委員として、当該

保存会の代表を選任するものでございます。 

また、NO１０の多賀城跡調査研究所所長の須田良平氏につきましては、今年

の４月１日に所長として就任いたしましたので、多賀城跡調査研究所長として

の充て職として委員に任命するものです。 

５ページをお願いいたします。つきましては、ただ今御説明いたしましたと

おり、本年８月１日付けでの多賀城市文化財保護委員会委員１０名の任命を提

案するものです。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、質疑ありませんか。樋渡委員。 

樋渡委員  

   宮城学院女子大学の先生が３名いらっしゃって、比率として高いのですが、

お互いの研究とかの関係でそうなっているのでしょうか。多賀城市には工学部

ですが東北学院大学もあるので、その年によって東北学院大学の先生や東北大
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学の先生が入っていたこともあったのか教えてください。 

文化財課長  

たまたまそのようになっていますが、例えば飯淵先生は東北大学の先生で、

退官されて宮城学院大学に行っております。また、モリス先生は古文書の大家

でございまして、天童家文書の関係などでお世話になっております。 

それから大平先生につきましては、多賀城市の海軍工廠がございますが、そ

の近代史に長けている先生ということです。 

広く県の文化財保護課などの意見を聴きながら、多賀城市にとって素晴らし

い方々を選出して進めているところです。 

樋渡委員  

   ありがとうございました。 

委員長  

   他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

委員長   

質疑がないものと認め、採決に入ります。議案第２５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２５号について原案のとおり決定します。

      議案第２６号 平成２９年度使用教科用図書の採択について

委員長   

次に、議案第２６号平成２９年度使用教科用図書の採択について、教育長の

説明を求めます。 

教育長   

議案第２６号平成２９年度使用教科用図書の採択について、担当者から説明

させます。

委員長  

  学校教育課長補佐。 

学校教育課長補佐  

議案第２６号平成２９年度使用教科用図書の採択について、ご説明いたし

ます。議案書７ページをご覧ください。 

「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１３条第４項」
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に基づき設置されている「仙台地区教科用図書採択協議会」から、仙台地区

で平成２９年度に使用する教科用図書を採択する旨の通知がありました。 

８ページから１１ページをご覧ください。今回、採択された平成２９年度

特別支援学級で使用する教科用図書が、一覧になっております。８ページに

は、文部科学省著作本（☆（ほし）本）を、９ページから１１ページには、

一般図書（学校教育法附則第９条本）を記載しております。 

次に、採択についてですが、「仙台地区教科用図書採択協議会」では、採

択協議会が委嘱した特別支援教育の専門委員が独自に教科用図書を調査・研

究した結果を、平成２９年度使用小中学校教科用図書採択参考資料「特別支

援学級用」として示し、その後、各市町村から使用希望のあった教科用図書

について協議されました。 

その結果、多賀城市から希望したのものすべてに加えて、他市町村から希

望のあったものすべてが採択されました。 

なお、特別支援教育用教科用図書の採択については、毎年行われます。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） 

委員長 

質疑がないものと認め、採決に入ります。議案第２６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２６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。 

菊池すみ子委員 

議題としたい事項ではありませんが、その他でお願いします。私の耳に入

ってきたことなのですが、昨年、山王地区公民館で熱中症になって救急搬送

された方がいたということを、最近伺いました。 

一般のご家庭でもクーラーや水分をとることで熱中症を予防していると思
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います。急な予算化は難しいのでしょうが、来年、再来年に向け、クーラー

の予算を確保していただきたいと思い、提案いたします。 

あと、中央公民館は設備がありますが、大代地区公民館はどうなっている

でしょうか。 

生涯学習課長  

初めに山王地区公民館ですが、平成２６年度の年度末でしたが、仮設住宅

にあったエアコンを和室に取り付けております。そして熱中症で体調を悪く

した方がいたということで、平成２８年度の予算で調理室にエアコンを設置

しております。予算的な制約もあり、調理室にしかつけることはできません

でした。 

これから来年度の予算編成に向けていろいろと検討していきますが、その

他の会議室などの部分についても予算を要求していくということで、事務を

進めているところです。以上が山王地区公民館の状況です。 

大代地区公民館ですが、こちらは震災の時の復旧工事と併せて大規模改修

工事を行っていますが、その際に概ね空調設備は入っております。ただ１箇

所、調理室に入っていなかったということで、こちらも来年度予算化に向け

て準備を進めているところです。 

大代地区公民館では、今まで印刷室として使っていた場所がありますが、

指定管理者である大代地区コミュニティ推進協議会で部屋を改造して、コミ

ュニティスペースとして開放することにしております。ここには、指定管理

者が独自にエアコンを設置することとなっております。 

以上のように、大代地区公民館ではほぼ全館冷房が入っておりますので、

調理室の部分につきましては、来年度予算を獲得できるよう進めているとこ

ろでございます。 

菊池すみ子委員 

ありがとうございます。利用団体が夏の間休んでしまうということをうか

がったので、よろしくお願いいたします。

委員長 

   他にございませんか。

（「なし」の声あり） 

無いようですので、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７回定例会を終了いたします。 

     午後１時３２分閉会 
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