
平成３０年第５回 
教育委員会定例会議案 

多賀城市教育委員会 



平成３０年第５回教育委員会定例会議事日程 

                   平成３０年５月２１日（月）

                    午後５時 開 会

多賀城市役所５階 ５０１会議室

日程第１ 前回議事録の承認について 

日程第２ 議事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 ７ 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 



諸 般 の 報 告

 平成３０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 

４月２５日、「平成３０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、副教育長が出席しました。平成３０年度の宮城県教

育委員会の重点施策等の説明が行われました。 

５月７日、「平成３０年度仙台管内教育委員会協議会第１回役員会」が松島町で

開催され、浅野委員が出席しました。 

５月１５日、「平成３０年度宮城県市町村教育委員会協議会定期総会及び研修会」

が大崎市で開催され、浅野委員、菊池委員、樋渡委員が出席しました。 

５月１７日及び１８日、「第７０回全国都市教育長協議会定期総会・研究大会」

が一関市で開催され、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１，７２７名、女

子１，６１３名の計３，３４０名で、１２８学級、中学校は、男子８４６名、女

子７９０名の計１，６３６名で、５７学級となっています。 

小中学校の合計では、男子２，５７３名、女子２，４０３名の計４，９７６名

で１８５学級となり、昨年と比較しますと、小学校で１８名の増、中学校で２５

名の減となっております。学級数では、小学校が２学級、中学校が１学級の増と

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２８日に多賀城中学校と

高崎中学校、５月１２日に天真小学校、５月２０日に山王小学校と城南小学校が

終了しております。今後、５月２６日に多賀城東小学校と多賀城八幡小学校、９

月１日に第二中学校、９月８日に東豊中学校、１０月１３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、５月１０日から第二中学校と東豊中学校、

５月１６日から高崎中学校、５月１７日から多賀城中学校で、それぞれ２泊３日

の行程により東京・千葉方面へ出かけ、無事終了しております。 
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■生涯学習課関係 

４月２７日、「多賀城市体育協会定期総会」が総合体育館で開催されました。 

５月７日、「放課後子ども教室推進事業」が多賀城東小学校で開始し、その後、

市内全ての小学校において順次事業を開始しました。 

５月１１日、「多賀城市スポーツ少年団総会」が総合体育館で開催されました。 

５月１４日及び１５日、「鉄道乗車マナーアップキャンペーン」を仙石線下馬

駅前で実施しました。青少年育成センターと多賀城高等学校の生徒が、通勤及び

通学時間帯に合わせて駅や列車を利用する方々に「鉄道乗車マナー」向上につい

て掲載したポケットティッシュを配布し、乗車マナー向上の呼びかけ等を行いま

した。 

５月１５日、「平成３０年度第１回社会教育振興員会議」を開催し、各行政区

から３２名の出席がありました。 

５月１６日、東北学院大学との連携事業「春期地域市民のための大学公開講座」

が開講しました。「日々の生活を豊かにする知識を求めて」をテーマに全８回の

講座を予定しており、申込者は５３名となっております。 

前回定例会以降に実施し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 

４月２８日、「多賀城・奈良食文化まつり」が多賀城駅前広場で開催され、郷

土芸能活動の一環として多賀城太鼓保存会による多賀城太鼓と多賀城鹿踊保存会

による多賀城鹿踊りが披露されました。 

５月１７日及び１８日、「東北歴史まちづくりサミット２０１８ｉｎ多賀城」

を文化センター小ホールで開催しました。１７日は、基調講演、歴史まちづくり

の取組状況発表及びパネルディスカッションを行い、市長、建設部長、副教育長

をはじめ担当職員が出席し、国土交通省、宮城県及び東北地方の歴史まちづくり

認定都市などから出席がありました。また、１８日には、政庁跡から多賀城碑、

東大寺展の視察を行いました。 

（別表）社会教育事業等の開催状況 

（平成３０年５月１５日現在） 

開催日 内   容 参加者数 会場 

４月２５日、

５月８日、 

９日、１２日 

健康ストレッチ教室 

運営：体育施設指定管理者 

２６６人 ｼﾙﾊﾞｰ

他 
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４月２６日～

５月１１日 

地域スポーツ指導者派遣事業 

（運動指導、筋トレなど） 

申請団体：トゥインクル多賀城、向山いきいきサロ

ン、志引町内会、高橋多賀モリ会、下馬

自治会、桜木北区あすなろ会、旭ヶ岡町

内会 

運営：体育施設指定管理者 

１５１人 市内 

４月２７日、

５月４日、 

１１日 

地域交流事業「集いの広場」 

（子どもたちの学習や異世代交流として公民館体育

室、視聴覚室を開放） 

６９人 大公 

４月２８日 青少年教育事業「子ども映画会」 

（トムとジェリー「お化け騒動」「ショックで直せ」、

裸の王様、まんが日本昔ばなし「へび女房」「幽霊

飴」） 

６７人 中公 

５月４日 かえっこバザールｉｎ多賀城Ｖｏｌ．５ 

（いらなくなったおもちゃを交換する） 

運営：文化センター指定管理者 

６１８人 市会 

５月４日 Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ ＹＯＧＡ 

（朝の図書館でヨガを楽しむ） 

講師：ヨガインストラクター 工藤 葉子氏 

９人 市図 

５月５日 スタインウェイを弾いてみよう 

（市民音楽愛好者の舞台発表） 

運営：文化センター指定管理者 

７１人 市会 

５月５日 読書の講師による「ヒーローおはなし会」 

（ヒーローと一緒に絵本を楽しむ） 

講師：リードフォーアクション認定ファシリテーター 

二階堂 真悟氏 

３７人 市図 

５月６日 大人の食育「とれたてホクホク新じゃがいも」 

講師：野菜ソムリエ 中川 牧子氏 

９人 市図 

５月１０日 成人教育事業「～想像を膨らませて～和菓子作り体

験教室」 

講師：和菓子まめいち 幾世
き よ

橋
はし

 陽子氏 

２０人 山公 

【凡例】 

中公：中央公民館 山公：山王地区公民館 大公：大代地区公民館 市会：市民会館 

市図：市立図書館 総体：総合体育館 テニス：市民テニスコート ﾌﾟｰﾙ：市民プール 

ｼﾙﾊﾞｰ：シルバーヘルスプラザ 

平成３０年５月２１日提出 

                        多賀城市教育委員会 

                         教育長 小畑 幸彦 

3



4



議案第７号  

多賀城市立図書館運営審議会委員の人事について  

このことについて、下記のとおり委嘱する。  

記  

区分  発令年月日  氏名  現職等  

委嘱  平成３０年６月１日  中鉢  裕  多賀城小学校長  

委嘱  平成３０年６月１日  松尾  隆治  多賀城中学校長  

委嘱  平成３０年６月１日  米川  裕子  城南小学校教諭  

委嘱  平成３０年６月１日  佐々木 紀子  東豊中学校教諭  

委嘱  平成３０年６月１日  原  義夫  社会教育委員  

委嘱  平成３０年６月１日  五代儀 良子  社 会 教 育 委 員 、 朗 読 ボ ラ

ンティア  

委嘱  平成３０年６月１日  笹原  うた子  婦人会連合会副会長  

委嘱  平成３０年６月１日  宮城  裕子  図書館ボランティア  

委嘱  平成３０年６月１日  佐々木 正範  子ども会育成連合会会長  

委嘱  平成３０年６月１日  佐々木 優美  家庭文庫主宰  

平成３０年５月２１日提出  

多賀城市教育委員会  

教育長 小畑  幸彦  
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議案第７号関係資料

多賀城市立図書館運営審議会委員名簿 

任期 平成３０年６月１日～平成３２年５月３１日 

NO 氏名 職 条例による位置付け 備考 

1 中鉢 裕 多賀城小学校長 学校教育関係者 

2 松尾 隆治 多賀城中学校長 学校教育関係者 

3 米川 裕子 城南小学校教諭 学校教育関係者 

4 佐々木 紀子 東豊中学校教諭 学校教育関係者 

5 原 義夫 多賀城市社会教育委員 社会教育関係者 

6 五代儀 良子 多賀城市社会教育委員 社会教育関係者 

7 笹原 うた子 多賀城市婦人会連合会副会長 
家庭教育の向上に 

資する活動を行う者 

8 宮城 裕子 図書館ボランティア 
家庭教育の向上に 

資する活動を行う者 

9 佐々木 正範 
多賀城市子ども会育成連合会

会長 

家庭教育の向上に 

資する活動を行う者 

10 佐々木 優美 家庭文庫主宰 学識経験者 

○委員の構成 

学校教育関係者 4

社会教育関係者 2

家庭教育の向上に資する活動を行う者 3

学識経験者 1

その他教委員会が必要と認める者 0

計 10

～ 多賀城市立図書館運営審議会条例（抜粋） ～

（組織） 

第３条 審議会は、委員１０人以内で組織する. 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

 (1) 学校教育及び社会教育に関係する者 

 (2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

 (3) 学識経験のある者 

 (4) 前３号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。
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