
平成３０年第９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９回教育委員会定例会議事日程 

                   平成３０年９月２６日（水）

                    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 議 事 

臨時代理事務  臨時代理の報告について（平成２９年度多賀城
報告第１０号  市一般会計歳入歳出決算に対する意見）

臨時代理事務  臨時代理の報告について（平成３０年度多賀城
報告第１１号  市一般会計補正予算（第４号）に対する意見）

日程第５ その他 



諸 般 の 報 告

 平成３０年第８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 

９月７日、「平成３０年第３回多賀城市議会定例会」が開会し、９月２８日まで

の２２日間の会期で開催されております。教育委員会関係議案は、教育委員の任命

に係る人事案件１件について、菊池すみ子委員が再任された他、本日臨時代理事務

報告をいたします「平成２９年度多賀城市一般会計歳入歳出決算」及び「平成３０

年度多賀城市一般会計補正予算（第４号）」について、原案のとおり可決されまし

た。また、教育委員会関係の一般質問は、６名から９件の質問が通告されています。 

■学校教育課関係 

８月２０日から２４日までの５日間、「多賀城スコーレ（サマースクール）」

を東北学院大学多賀城キャンパスで開催しました。小学生１０３名、中学生３０

名の計１３３名の参加申込があり、延べ参加人数は小学生４７２名、中学生１１４

名となりました。 

８月２１日、「平成３０年度新採・転入教職員研修会Ⅱ」を市民活動サポート

センターで開催しました。多賀城市教育委員会文化財課埋蔵文化財調査センター

の丹野修太氏を講師として「多賀城市の歴史」と題した講演、展示室や史遊館、

史跡の見学などに４２名が参加しました。 

８月２２日、市内小中学校教職員全員を対象とした「多賀城市全教職員研修会」

を文化センター小ホールで開催しました。「主体的・対話的で深い学び」につい

て文部科学省初等中等教育局教育課程課の高瀬智美氏を講師に招き、２６５名が

参加しました。 

８月２９日、「第２３回多賀城市中学校駅伝競走大会」が仙台港多賀城緩衝緑

地で開催され、男子８チーム、女子８チームの参加の下、熱戦が繰り広げられま

した。男子は、２０連覇中の多賀城中学校を抑え、第二中学校Ａチームが優勝し

ました。女子は、第二中学校Ａチームが優勝し、４連覇を果たしました。両校と

も県大会へ出場いたします。 

９月８日、東豊中学校で体育祭が開催されました。２９日には第二中学校で開

催が予定されています。 

９月８日、「キャリアセミナー」が多賀城中学校で開催されました。報道記者、

地元美容院の経営者、卒業生、一般企業の社員、市役所職員など多彩な社会人を

講師に、地域の実情を知り自分たちの役割を考える学びに取り組みました。 
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各小学校５年生の「国立花山少年自然の家」への２泊３日の宿泊学習は、９月

に多賀城小学校、多賀城東小学校、山王小学校、天真小学校、多賀城八幡小学校

が無事終了しております。城南小学校は１０月３日に出発する予定です。 

また、各小学校６年生の修学旅行は、福島県会津若松方面へ１泊２日で実施し、

多賀城東小学校、天真小学校が無事終了しました。２７日には山王小学校が出発

する予定です。 

９月２２日、「第２３回多賀城市中学校新人体育大会」が市内各会場で開催さ

れ、各競技において熱戦が繰り広げられました。 

■生涯学習課関係 

８月２６日、「平成３０年度第４５回東北総合体育大会銃剣道競技大会」が総

合体育館で開催され、東北６県代表の選手が熱戦を繰り広げました。 

８月２８日で応募を締め切った「第４０回大伴家持のつどい短歌大会」には、

県内各地から一般６２首、小中学生１，４０１首の応募がありました。入選作は、

１０月７日の表彰式で披露されます。 

８月３０日から９月１２日にかけて、中学校区ごとの「第２回学校支援地域本

部事業地域教育協議会」を開催し、１学期の活動報告と２学期の運営について、

地域連携担当教員と地域住民の皆さんとの話し合いを行いました。 

９月２日、東日本大震災により仮設住宅用地として使用していた多賀城公園野

球場グラウンド等の復旧工事及び野球場設備改修工事完了に伴い、「多賀城公園

野球場リニューアル完成オープニングセレモニー」が多賀城公園で開催されまし

た。同月３日から野球場の供用が再開され、指定管理者（多賀城市民スポーツク

ラブ）による維持管理運営を行っております。 

９月１２日、東北学院大学との連携事業「秋期地域市民のための大学公開講座」

が東北学院大学工学部で開講しました。「工学からみた安全・安心な社会」をテ

ーマに全５回の講座を予定しており、申込者は５４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 

８月２７日、「平成３０年度多賀城市文化財保護委員会」を市役所で開催しま

した。新任委員への委嘱状の交付及び会長、副会長の選出を行い、平成３０年度

事業進捗状況について報告しました。 

８月３１日、「平成３０年度全国史跡整備市町村協議会担当部課長会議」が東

京都で開催され、文化財課長が出席しました。同協議会の平成３０年度第５３回

大会の開催要項、日程等を審議しました。 

９月２４日、８月１６日から開催していた平成３０年度資料展「天童家三代 頼

澄・重頼・頼長の時代」が終了しました。 
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（別表）社会教育事業等の開催状況 

（平成３０年９月１８日現在） 

開催日 内   容 参加者数 会場 

８月２１日 青少年教育事業「多賀城市ジュニア・リーダー初級

研修事後研修」（全３回の研修を終了した小中学生

にジュニア・リーダー手帳を交付）※交付者１０人 

１８名 中公 

８月２１日～

９月１５日 

介護福祉課委託事業「健康ストレッチ教室」 

運営：体育施設等指定管理者 

４１０名 ｼﾙﾊﾞ

ｰ、山

公、大

公 

８月２２日～

９月１４日 

地域スポーツ指導者派遣事業 

（運動指導、筋肉トレーニングなど） 

申請団体：城南小学校２学年行事、多賀城はるかぜ

保育園、西部児童センター、トゥインク

ルたがじょう、旭ヶ岡町内会、高橋多賀

モリ会 

運営：体育施設等指定管理者 

３６０名 市内 

８月２３日 高齢者教育事業「多賀城大学前期第４回講座 天気

予報ができるまで～ウォッチン！みやぎの舞台裏～」

講師：東北放送ＴＢＣ気象台気象予報士 

佐藤 正則氏 

７１名 中公 

８月２３日 英語に挑戦！Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃａｆｅ 

運営：市立図書館指定管理者 

８名 市図 

８月２３日、

３１日、９月

７日、１４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

室や視聴覚室を開放） 

６２名 大公 

８月２４日、

９月７日、 

１０日 

健康・スポーツ相談室（運動指導、栄養相談） 

講師：セントラルスポーツほか 

２名 総体 

８月２４日 青少年教育事業「ソニー・サイエンスプログラム～

手づくり電池実験ワークショップ～」 

講師：株式会社ソニー ソニー仙台ＦＣ ５名 

１３名 山公 

８月２４日 青少年教育事業「子ども広場」 

（子どもたちの交流として公民館体育室などを開放）

２０名 大公 

８月２５日、

２６日 

第７０回全日本合唱コンクール宮城県大会 

主催：（公財）宮城県文化振興団、宮城県高等学校

文化連盟 

運営：文化センター指定管理者（共催事業） 

5,041 名 市会 
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８月２５日、

９月１日、 

８日、１５日 

青少年教育事業「子ども英会話教室」 

（外国のゲームや歌、単語カードを使用して発音や

会話を練習する） 

講師：ジョイ、エルサ（フィリピン出身） 

アンディ（インドネシア出身） 

７３名 大公 

８月２５日、

９月１日、 

１５日 

遊びから学ぼう！元気隊 

（なぎなた、ドッヂボール、少年野球） 

協力：体育協会、スポーツ少年団 

運営：体育施設等指定管理者 

１１名 天真

小 

８月２６日 大人の朝活～ヨガ～ 

講師：諏訪 由美氏 

１０名 総体 

８月２６日 調べる、体験するキッズバリスタ 

運営：市立図書館指定管理者 

１２名 市図 

８月２６日 大人と子供の防災ひろば 

（消火器体験、日めくりカレンダー作成、シンポジ

ウム他） 

主催：塩釜青年会議所 

協力：多賀城高等学校災害科学科 

運営：市立図書館指定管理者（共催事業） 

５０名 市図 

８月２９日 高齢者教育事業「山茶花大学前期第４回講座 天気

予報ができるまで～ウォッチン！みやぎの舞台裏～」

講師：東北放送ＴＢＣ気象台気象予報士 

佐藤 正則氏 

１５名 大公 

９月１日 青少年教育事業「山王コマ大戦２０１８～世界に１

つだけの金属コマを作って対戦しよう～」 

講師：株式会社岩沼精工 

４８名 山公 

９月１日 成人教育事業「キラキラ美食講座～薬膳料理～」 

講師：国際薬膳師・中医師 岡野定
おかのじょう

 玲子氏 

１９名 中公 

９月２日 大人の食育～なし（梨）～ 

講師：野菜ソムリエプロ 中川 牧子氏 

８名 市図 

９月５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 

３名 市図 

９月７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 

１１名 市図 

９月８日 成人教育事業「キラキラ美腸講座～リンパの基礎知

識と美腸を作る深リンパケア～」 

講師：リンパケア＆リンパケア体操インストラクター

藤原 寛子氏 

１７名 中公 
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９月８日 家庭教育事業「ＡＭラジオ作り教室」 

講師：宮城県電波利用推進員協議会会長 

金津
か な つ

 智洋
ともひろ

氏ほか５人 

２８名 中公 

９月１４日 ベビーマッサージ～ママは赤ちゃんの笑顔がだいす

き～ 

講師：ＪＡＤＰ認定ベビーマッサージインストラク

ター 髙橋 歩美氏 

２０名 市図 

９月１５日 成人教育事業「ミニ苔玉作り教室～苔玉を育てる楽

しみ～」 

講師：株式会社泉緑化ガーデンナーセリー・グリー

ンスポット店長 松本 明美氏 

１３名 中公 

９月１５日 本の講師に学ぶ もう迷わない！自分に合う本の選

び方 

講師：Ｒｅａｄ Ｆｏｒ Ａｃｔｉｏｎ認定講師  

二階堂 真悟氏 

６名 市図 

９月１６日 本のソムリエに学ぶ 人生をちょっとだけ変える習

慣術 

講師：本のソムリエ 二本柳 保氏 

５名 市図 

９月１７日 コンサートで避難訓練２０１８ 

（「仙台ベンチャーズ」のコンサート中に避難訓練

を実施、防災モニターを募集し、避難訓練をモニタ

リング）※参加者１０人 

ファシリテーター：東北学院大学特任准教授 

 菊池 広人氏 

協力：東北学院大学地域共生推進機構 

運営：文化センター指定管理者 

１５４名 市会 

【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９月２６日提出 

                        多賀城市教育委員会 

                         教育長 小畑 幸彦 
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臨時代理事務報告第１０号  

   臨時代理の報告について  

 教育長に対する事務委任等規則（昭和４７年多賀城市教育委員会規則

第７号）第３条の規定により、次のとおり臨時に代理したので、同規則

第６条第４号の規定により報告する。  

  平成３０年９月２６日提出  

                     多賀城市教育委員会  

教育長 小畑  幸彦  
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臨時代理書  

教育長に対する事務委任等規則（昭和４７年多賀城市教育委員会規則

第７号）第３条の規定により、次のとおり臨時に代理する。  

平成３０年８月２４日  

多賀城市教育委員会   

教育長  小畑  幸彦   

平成２９年度多賀城市一般会計歳入歳出決算に対する意見  

について  

このことについて、市長から地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づく意見を求めら

れたことから、異議ない旨回答する。  
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臨時代理事務報告第１１号  

   臨時代理の報告について  

 教育長に対する事務委任等規則（昭和４７年多賀城市教育委員会規則

第７号）第３条の規定により、次のとおり臨時に代理したので、同規則

第６条第４号の規定により報告する。  

  平成３０年９月２６日提出  

                     多賀城市教育委員会  

教育長 小畑  幸彦  
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臨時代理書  

教育長に対する事務委任等規則（昭和４７年多賀城市教育委員会規則

第７号）第３条の規定により、次のとおり臨時に代理する。  

平成３０年８月２９日  

多賀城市教育委員会   

教育長  小畑  幸彦   

平成３０年度多賀城市一般会計補正予算（第４号）に対す  

る意見について  

このことについて、市長から地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づく意見を求めら

れたことから、異議ない旨回答する。  
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