
平成３０年第８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８回教育委員会定例会議事日程 

                   平成３０年８月２０日（月）

                    午後１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 その他 



諸 般 の 報 告

 平成３０年第７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２５日、「平成３０年度仙台管内教育委員会総務主管課長連絡協議会課長会

議」が県庁仙台合同庁舎で開催され、副教育長が出席しました。 

■学校教育課関係 

７月２６日、「家庭教育講演会」を市民活動サポートセンターで開催しました。

ＬＩＮＥオフィシャルインストラクターの柴田保
やす

文
ふみ

氏を講師に、子どものネット

トラブルを防ぐための対策をテーマにした講演会には保護者６７名の参加があり

ました。 

７月３０日から東北各地で開催された中学校総合体育大会東北大会には、体操、

水泳、剣道の各競技に選手が出場しました。全国大会には、弓道、剣道が出場い

たします。 

８月２日、「平成３０年度第１回学校給食センター運営審議会」を市役所で開

催し、平成２９年度事業の決算及び平成３０年度事業計画について承認されまし

た。 

８月３日から２４日までの予定で、東北学院大学との連携協力協定に基づく教

職員対象の研修事業「２１世紀のキーテクノロジーを学ぶⅡ」が開催され、市内

小中学校から５名の先生方が参加し、科学教育の研修が実施されております。 

市内小中学校の夏休みは８月２５日で終了しますが、現在のところ大きな事故

等もなく第二学期を迎えようとしております。 

■生涯学習課関係 

７月２８日、「多賀城市民スポーツ大会ドッヂビー大会」が総合体育館で開催

され、１８チーム１８８人が参加しました。優勝は鶴ケ谷Ａチーム、準優勝は笠

神東Ｂチーム、３位は桜木北Ｃチームでした。 
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７月３０日、復興への取組を発信し、全国と被災地の絆を深める「未来
あ し た

への道

１０００ｋｍ縦断リレー２０１８」が実施され、市内の中継地点となる市役所駐

車場において運営支援を行いました。 

７月３１日から８月１日まで、「多賀城市ジュニア・リーダー初級研修」を国

立花山青少年自然の家で開催しました。ジュニア・リーダー「エステバン」から

指導者８人、小学校６年生６人、中学生４人の参加がありました。地域子ども会

等の事業で活躍できるよう、自然体験活動やキャンドルサービス、野外炊飯など

を行い、コミュニケーション能力や様々な技術の習得を目指しました。 

８月３日、「平成３０年度多賀城市小中学校教職員協働教育研修会」を開催し

ました。宮城教育大学学長付特任教授の野澤令
よし

照
てる

氏を講師として、「これからの

協働教育の在り方について」の講演とワークショップを行いました。 

８月８日、「二市三町ジュニア・リーダー合同キャンプ」が山王地区公民館で

開催され、本市のジュニア・リーダー「エステバン」から１１人が参加し、交流

を深めました。 

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 

７月２６及び２７日、「平成３０年度全国史跡整備市町村協議会東北地区協議

会総会及び視察研修会」が一関市で開催され、教育長、文化財課長が出席しまし

た。２６日の総会では、平成２９年度事業報告、収支決算報告及び平成３０年度

事業計画、収支予算等について承認されました。２７日は、国指定名勝厳
げん

美渓
び け い

や

国指定史跡骨
ほね

寺村
でらむら

荘園遺跡等を視察しました。 

７月２９日、５月２６日から開催していた平成３０年度速報展「発掘された遺

跡－平成２９年度の調査成果」が終了しました。５５日間で、１，７８３名の来

館者がありました。 

８月１６日から、平成３０年度資料展「天童家三代 頼澄・重頼・頼長の時代」

を埋蔵文化財調査センター展示室で開催しています。期間は、９月２４日までで

す。 
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（別表）社会教育事業等の開催状況 

（平成３０年８月２０日現在） 

開催日 内   容 参加者数 会場 

７月２６日 青少年教育事業「親子小学生硬式テニス体験教室」 

講師：多賀城市民スポーツクラブ指導者 

荒木 朱美氏、田畑 やよい氏 

１９名 山公 

７月２６日 英会話に挑戦！Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃａｆｅ 

運営：市立図書館指定管理者 

８名 市図 

７月２６日、

２７日 

学校開放講座「教科書に載った絵本講座」 

講師：多賀城小学校主幹教諭 小幡 浩喜氏 

１０名 多小 

７月２６日、 

２７日 

地域交流事業「集いの広場」 

（スポーツ、学習などに公民館体育室を開放） 

６１名 大公 

７月２６日、

２７日、２８

日 

小学生短期水泳教室 

運営：体育施設指定管理者 

１６０名 ﾌﾟｰﾙ 

７月２６日～ 

８月９日 

地域スポーツ指導者派遣事業 

（運動指導、筋トレ等） 

団体：山王地区公民館、トゥインクルたがじょう、

新田二区 

４７名 市内 

７月２８日 視聴覚教材事業「子ども映画会」 

（「ハローキティのふしぎなみずうみ」他） 

２５名 中公 

７月２８日 青少年教育事業「子ども英会話教室」 

講師：エリサ氏（フィリピン出身） 

１４名 大公 

７月２８日 つくってあそぼう！キッズクラフト 

運営：市立図書館指定管理者 

１９名 市図 

７月３０日 学校開放講座「初心者のための似顔絵教室」 

講師：天真小学校教諭 永沢 祐介氏 

６名 天真

小 

７月３１日 成人教育事業「モザイクでコースターを作ろう」 

講師：東北生活文化大学教授 森 敏美氏 

１９名 山公 

８月１日 学校開放講座「親子理科実験教室」 

講師：高崎中学校教諭 加藤 亨氏 

２１名 高崎

中 

８月１日 学校開放講座「親子で楽しいバドミントン」 

講師：高崎中学校教諭 佐藤 隆司氏 

１７名 高崎

中 

８月１日 英語の本を楽しもう 英語多読サロン 

運営：市立図書館指定管理者 

２名 市図 

８月２日 青少年教育事業「地元の工場見学」 

（宮城県中南部下水道事務所） 

講師：宮城県下水道公社仙塩浄化センター 

１１名 大公 
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８月２日～７

日 

介護福祉課委託事業「健康ストレッチ教室」 

運営：体育施設指定管理者 

１９１名 ｼﾙﾊﾞｰ

他 

８月３日 Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ ＹＯＧＡ 

講師：ヨガインストラクター 工藤 葉子氏 

１２名 市図 

８月３日 青少年教育事業「オボン（お盆）～山王の怪談２～」

運営協力：城南小学校放課後子ども教室スタッフ 

４６名 山公 

８月３日 青少年教育事業「子ども広場」 

（子どもたちの学習や異年齢交流として、公民館体

育室を開放） 

３０名 大公 

８月４日 学校開放講座「パッククッキング」 

講師：東豊中学校教諭 平井 美江氏 

８名 東豊

中 

８月４日 成人教育事業「日本一長い！？料理教室」 

（種植えした野菜を収穫して料理し、自作の皿に盛

りつけし味わう） 

講師：荒川 英久子氏 

１６名 山公 

８月４日 つくってあそぼう！キッズクラフト～七夕かざり～ 

運営：市立図書館指定管理者 

１８名 市図 

８月５日 文化センターリレーコンサート２０１８ 

（参加者全員で音楽のバトンをつないで創る参加者

主体のコンサート） 

運営：文化センター指定管理者 

２２１名 市会 

８月５日 大人の食育 とうもろこし 

講師：野菜ソムリエプロ 中川 牧子氏 

６名 市図 

８月７日 縄文文化を体験しよう！網代編みコースター作り 

講師：多賀城市埋蔵文化財調査センター職員 

１５名 市図 

８月９日、 

１０日 

青少年育成事業「防災キャンプ」 

協力：多賀城高等学校、東豊中学校、大代地区婦人

防火クラブ、大代地区コミュニティ推進協議

会、大代地区防災対策協議会 

２３名 大公 

８月１１日 アンパンマンがやってくる！～歌って踊ろう＆写真

撮影会～ 

協力：蔦屋書店、スターバックスコーヒー 

1,008 名 市図 

【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８月２０日提出 

                        多賀城市教育委員会 

                         教育長 小畑 幸彦 
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