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平成２６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２６年７月３０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   教育長 菊地 昭吾 

４ 欠席委員   委 員 樋渡 奈奈子      

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   髙砂 弘之 

生涯学習課長   武者 義典 

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 記録係    教育総務課副主幹 伊東 芳恵 

７ 開会の時刻  午後１時 

８ 議事日程 

   日程第１  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  

事務事業の報告 

日程第４  議事 

議 案 第 ２ ０ 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 ２ １ 号 平成２７年度使用教科用図書の採択につい

て 

日程第５  その他 



- 2 - 

委員長  ただいまの出席委員は４名であります。樋渡委員から本日の定例会に

は欠席する旨の連絡がありましたのでご報告します。定足数には達して

おりますので、これより平成２６年第７回定例会を開会します。 

日程第１ 会議録の承認について

委員長  先ず、前回定例会及び第５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。前回定例会及び第５回臨時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、前回定例会及び第５回臨時会の会議録につい

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、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。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  はい。諸般の報告をいたします。平成２６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。６月２７日、仙台合同庁舎において、平成２６年度

第２回仙台管内教育委員会教育長会議が開催され、教育長が出席しまし

た。 

７月１４日、平成２６年第５回教育委員会臨時会が行われました。議 

事は、平成２７年度使用教科用図書の採択についてでした 。 

７月１８日、岩手県盛岡市において、平成２６年度東北六県市町村教
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育委員会連合会教育委員・教育長研修会が開催され、浅野委員長が出席

いたしました。 

学校教育課関係。７月９日、宮城県庁において、前教育長の故櫻井茂

男氏に対する叙位・叙勲として、従五位・瑞宝双光章の伝達式が執り行

われ、御遺族及び事務局学校教育課担当者が出席いたしました。 

７月１８日、市内の小・中学校では第１学期終業式が行われ、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２０日から２３日にかけて、県内各地で宮城県中学校総合体育大

会が開催され、当市代表として多くの選手が出場し活躍しましたが、そ

の中で多賀城中学校のバレーボール女子、弓道男子、女子が優勝し、東

北大会、全国大会に出場することになりました。 

        ７月２４日、平成２６年度第１回多賀城市学校給食センター運営審議

会を開催いたしました。 

    生涯学習課関係。６月２４日、多賀城東小学校で、学校支援地域本部

事業として地域のボランティア５名が裁縫の指導を行いました。子ども

たちは、糸通しや玉結びの方法など基礎的な技術を学びました。このほ

か山王小学校では、読み聞かせが行われています。 

     ６月２５日、大衡村平林会館で、仙台管内社会教育委員連絡協議会総

会・研修会が開催され、山田委員が出席しました。 

６月２８日、大代地区公民館会議室で「落語講座」を実施し、２８名

が参加しました。東北大学落語研究部の落語披露があり、演者と参加者

とが交流しました。 

６月３０日、少年の主張多賀城市大会が高崎中学校で開催され、同校生

徒のほか地元住民約９０名が参加しました。４つの中学校の代表が発表を

おこない、第二中学校３年三浦茜さんが優秀賞となり、７月８日に亘理中

学校で開催された仙台地区大会に出場しました。なお、この大会おいても

優秀賞を受賞して、宮城県大会への出場が決定しました。 

７月４日、山王地区公民館で「心をひきつける話し方教室」を開講し、

参加者２５名が司会力やプレゼンテーションの技術を学びました。  

同日、文化センターにおいてトランペットとピアノの生演奏を気軽に楽

しむ「トワイライトコンサート」が開催され、２１２名が参加しました。 

７月５日、山王地区公民館においてチアダンス体験教室を開催しまし

た。仙台８９ＥＲＳチアーズコミュニケーションから講師を招き、３２名

の子どもとその保護者が参加しました。 

７月６日、図書館において、簡単な実験を通して科学の本の楽しみを広



- 4 - 

げる「ガリレオ工房がやってくる Ｌｅｔ‘ｓ理科読」が開催され、５５

名が参加しました。 

７月１３日、中央公民館料理実習室及び屋外広場において、ジュニア

リーダー技術研修会を行いました。夏のキャンプでの指導力向上のため、

野外炊飯・レクリエーションダンスとゲームの技術研修を行い、８名が

参加しました。 

７月２０日、中央公民館創作室において、青少年教育事業「夏休み子

ども造形教室」を開催しました。２２名の子どもたちが英語の新聞紙に

大好きな絵を描いてエコバックを作りました。 

文化財課関係。７月１日から１８日まで、市役所１階ロビーにおいて、

「おくのほそ道風景地」名勝指定記念パネル展を開催しました。 

７月４日、東京都千代田区の都市センターホテルにおいて全国史跡整備

市町村協議会第１回役員会が開催され、教育長と文化財課長が出席いたし

ました。平成２５年度の事業報告及び平成２６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１０日、１１日の両日、全史協東北地区協議会総会及び研修会が福

島県白河市で行われ、市長と文化財課長が出席いたしました。平成２５年

度の事業報告及び平成２６年度事業計画等について審議が行われ、了承さ

れました。翌日の研修会では、白河小峰城跡等を視察いたしました。 

７月１２日、中央公民館第３・４会議室において「多賀城市遺跡調査成

果報告会」を開催し６０名の参加がありました。６月２８日から９月１５

日までの間、埋蔵文化財調査センター企画展示室において開催しておりま

す速報展「発掘された遺跡―平成２５年度の調査成果―」の関連企画とし

て開催したものです。 

７月２８日、市役所３階３０１会議室において、宮城県史跡整備市町村

協議会文化財担当者第１回幹事会が開催され、史跡の維持管理に係る協議

について事前打合せが行われました。 

   平成２６年７月３０日提出、多賀城市教育委員会教育長菊地昭吾。 

委員長  ただいまの説明について、質疑ありませんか。 

委員長  今野委員。 

今野委員 教育総務課の方なんですが、７月１８日の盛岡市で開催された会議で

すが、これの出席者については、教育委員となっている以上、我々が参

加するべきものだと思うのですが、だれが出席するのかということは、

どこで決めるのでしょうか。 

副教育長 この研修会については、東北六県の教育委員会の教育委員さん、教育
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長が対象ということです。この時は、浅野委員長さんに行っていただい

たわけなんですが、教育委員会の事務局の教育委員さんの研修会に係る

旅費等の関係がございまして、委員さん皆さんに声がけをすべきところ

だったのかもしれませんけれど、なかなか皆さんに声がけということが

できなかったものですから、委員長さんにお声がけをして、委員長さん

に今回の場合は行っていただいたという経過になっております。 

その他、県内あるいは県外で行われる研修会等、色々とあるわけです

けれども、その際には、各委員さん方、それぞれその時のご都合とかも

ありますので、その際には声がけをしていく予定でございます。 

今野委員 予算の都合というのが一番ですか。 

委員長  ということで、今後色々同じ様な研修があった場合には、委員さんの

中で打ち合わせをして、今回はどなたに行っていただくという形で考え

ていきたいということで。ただ、今回については、旅費の関係もあった

ということでしたので、ご了解いただきたいと思います。 

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、事務事業等の報告を承認します。 

議案第２０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２０号多賀城市文化財保護委員会委員の人事について教

育長の説明を求めます。 

教育長  議案第２０号多賀城市文化財保護委員会委員の人事について、文化財

課長から説明させます。 

文化財課長 それでは、資料３ページをご覧いただきたいと思います。議案第２０

号多賀城市文化財保護委員会委員の人事ついてご説明いたします。 

はじめに、当該保護委員会につきましては、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。 

次のページをお願いいたします。これは、現在の保護委員の名簿であり

ますが、今回の人事については、今月末で任期が満了いたします委員の内、

多賀城鹿踊保存会会長である加藤文男委員を除く、７名の委員に対して再

任の任命を行うとともに、ここで、３ページにお戻り願います。加藤文男

委員の後任に多賀城太鼓保存会会長の鈴木新津男氏を任命いたすもので
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す。これは、本市の郷土芸能分野から多賀城鹿踊保存会と多賀城太鼓保存

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、次期は多賀城

太鼓保存会が委員就任となり、当保存会の代表を選任するものでございま

す。 

また、大平聡委員の退任及び任命についてでございますが、先ほどご説

明いたしました、今回任命を行う８名の委員と任期を合わせるための措置

もとらせていただきたいと存じます。 

つきましては、ここにご提案いたしましたとおり、２名の退任と９名の

任命を行うものでございます。 

      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、質疑ありませんか。 

（質疑なしの声あり） 

委員長  質疑がないようですので、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  平成２７年度使用教科用図書の採択について 

委員長  次に、議案第２１号平成２７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２１号平成２７年度使用教科用図書の採択について、学校教育

課長から説明させます。 

学校教育課長 それでは議案第２１号についてご説明いたします。議案の６ペー

ジをお開きください。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項に基づき設置されております「仙台地区教科用図書

採択協議会」が 7 月２２日に行われました。そこで仙台地区で平成２７

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。採択され

た教科用図書は、６ページには、平成２７年度から小学校で使用する教

科用図書を記載しております。 

続いて、７ページ、８ページ、９ページとございます。そこには、平

成２７年度に特別支援学校、特別支援学級で使用する文部科学省著作本

及び教科用図書を記載しております。今回の採択により、小学校教科用

図書については、平成２７年度に使用することになりますが、通常は４
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年間使用することになります。特別支援教育用教科用図書については、

平成２７年度に使用する教科用図書です。特別支援教育用教科用図書に

ついて、採択は毎年行われます。 

     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各教科の専門委員が独自に教科用図書を調査・研究

した結果が示された後に、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、議案にあるとおりの教科用図書が採

択されました。特別支援教育については、多賀城市希望のものに加えて、

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、中学校の教科用図書については、今年度の採択はありませんが、

平成２７年度において、今年度と同様の流れで、平成２８年度以降に使

用する教科用図書について協議することとなります。 

     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、質疑ありませんか。 

（質疑なしの声あり） 

委員長  質疑がないようですので、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４ 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） 

委員長  ないようですので、以上で、本日の議案等の審議をすべて終了いたし

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。ありがとうございました。 

     午後１時２０分閉会 
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      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２６年８月２８日  

多賀城市教育委員会 

 委員長                印 

 委 員                               印 

 委 員                                印 
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各課からの連絡事項

１ 教育総務課

・平成２６年第８回定例会について 

  平成２６年８月２８日（木） 午後６時 第２委員会室

・「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律に

ついて」の説明

２ 学校教育課

  特になし 

３ 生涯学習課 

  特になし

４ 文化財課

 ・速報展「発掘された遺跡」が開催されています。

  定例会議終了後、ご案内します。


