
令和元年第１１回 
教育委員会定例会議案 

多賀城市教育委員会 



令和元年第１１回教育委員会定例会議事日程 

                   令和元年１１月２８日（木）

                    正午 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

 令和元年第１０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 

１１月１日、「令和元年多賀城市市政功労者表彰式典」が文化センターで行われ、

地方自治功労として教育委員の浅野憲隆氏が、教育文化功労として個人６名と１団

体がそれぞれ受彰されました。 

１１月１４日、「令和元年度宮城県教育委員会・市町村教育委員会教育懇話会全

体会議」が仙台市内で開催され、浅野職務代理者が出席しました。 

１１月１３日、教育委員会部局に所属する６０歳主査に関し、セクシャル・ハラ

スメントに該当する全体の奉仕者としてふさわしくない行為があったことから、停

職４月１８日の懲戒処分を行いました。なお、当該職員は同日付けで依願退職いた

しました。 

■学校教育課関係 

来年度新入学児童を対象とした「就学時健康診断」は、１１月１日に多賀城小

学校、１１月１３日に天真小学校、１１月１５日に城南小学校、１１月２０日に

多賀城八幡小学校で行われ、全ての小学校が終了しました。 

各中学校の「職場体験学習」は、１０月３０日から３１日まで多賀城中学校、

１１月６日から７日まで第二中学校が実施しました。 

１１月２７日、多賀城市学校保健会主催の「健康保持増進に努力している児童

生徒の表彰式」が開催され、小学生６名、中学生４名が表彰されました。 

■生涯学習課関係 

１１月３日、多賀城市芸術文化協会主催の「第４７回文化祭」が文化センター

で開催されました。会員による舞台・展示発表、お茶席、伝統文化子ども教室の

発表が行われ、約８６０名が来場しました。 

１１月１０日、「第３８回多賀城市民音楽祭」を文化センターで開催しました。

合唱や吹奏楽など市内で活動している音楽サークル２２団体が出演しました。ま

た、同会場では手作りの食品や雑貨を販売する「サークルフェア」や「市内中学

校美術部作品展示会」なども開催され、１，４８２名の来場者がありました。 

１１月１５日、「子供・若者育成支援強調月間 県下一斉街頭指導」の一環とし

て、多賀城市青少年育成センター等関係者による「一斉街頭指導」を実施しまし

た。ＪＲ多賀城駅周辺ほか３か所において、「啓発のチラシと野菜の種子」を市民

に配布したほか、同駅北側広場で仙台育英学園高等学校書道部によるパフォーマ

ンスを実施しました。 

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。 
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■文化財課関係 

１１月１９日、２０日、全国史跡整備市町村協議会の役員会及び臨時大会が

東京都で開催され、市長、文化財課長が出席しました。令和２年度文化財関連予

算等について宮城県選出国会議員への陳情活動を行いました。 

１１月２３日、「第２回たがじょう秋まつり」が開催され、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鹿踊りが

披露されました。 

（別表）社会教育事業等の実施状況 

（令和元年１１月１９日現在） 

○生涯学習課 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 10月29日 

家庭教育事業「子育て講座：子どもと親の心をつな

ぎ、育む読み聞かせ」 

講師：山王小学校図書館司書 

138名 山王小 

 11月16日 

家庭教育事業「子育て講座：成長のチャンスを失う

子どものゲーム依存と解決策」 

講師：仙台市放課後等デイサービス「ＢＥＥ」施設

長 西嶋茂雄氏 

※多賀城東小学校と合同開催 

46名 東豊中 

○中央公民館 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 10月24日 

高齢者教育事業「多賀城大学後期講座第１回 気象

情報と災害～知ることで備える～」 

講師：ＴＢＣ気象台気象予報士 星野誠氏 

66名 市会 

 10月27日 

家庭教育事業「ふれあい森林教室」 

講師：特定ＮＰＯ法人宮城県森林インストラクター

協会 

協力：公益財団法人ニッセイ緑の財団 

共催：ソニー株式会社仙台テクノロジーセンター 

41名 利府町 

 11月16日 

視聴覚教材事業「親子映画会」 

（ハローキティのサーカスがやってきた、けろけろ

けろっぴの友だちは魔法使い、みんなで跳んだ）

31名 市会 
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○山王地区公民館 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 11月2日 

成人教育事業「SANNOU BOOK CAMP」 

講師： 田洋一氏、阿部知子氏ほか 

主催：山王地区公民館、多賀城市立図書館山王分室

38名 山公 

 11月9日 

成人教育事業「みやぎ心の復興 ゴスペル・ワーク

ショップ」 

講師：ジョン・ルーカス氏 

主催：宮城県文化振興財団、ゴスペル・フェスティ

バル実行委員会、山王地区公民館 

35名 山公 

 11月13日 

高齢者教育事業「山王大学後期講座第２回 ネコの

文学誌～古典文学編～」 

講師：宮城学院女子大学教授 深澤昌夫氏 

15名 山公 

 11月16日 

成人教育事業「苔玉作り教室」 

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 相沢あすか氏 

20名 山公 

○大代地区公民館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 10月30日 

高齢者教育事業「山茶花大学後期講座第１回 気象

情報と災害～知ることで備える～」 

講師：ＴＢＣ気象台気象予報士 星野誠氏 

13名 大公 

10月31日、

11月8日 
地域交流事業「集いの広場」 18名 大公 

○市民会館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 11月4日 
共催事業「第７回復興の詩 独唱コンテスト」 

（中学校の部・ユースの部） 
210名 市会 

11月16日、

17日 
共催事業「渦が森団地の眠れない子たち」 2,752名 市会 
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○市立図書館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 10月26日 「キッズクラフト 紙コップおばけをつくろう」 13名 市図 

 10月26日 

「東北歴史博物館出張展示解説「蝦夷－古代エミシ

と律令国家」」 

講師：東北歴史博物館学芸員 相澤秀太郎氏 

32名 市図 

 10月27日 「調べる、体験する 親子珈琲教室」 9名 市図 

11月1日、 

15日 

「Good morning YOGA」 

講師：ヨガインストラクター 工藤葉子氏 
20名 市図 

 11月2日 「おはなしの集い」 20名 市図 

 11月2日 
「多賀城歴史トーク「歌枕と多賀城」」 

講師：埋蔵文化財調査センター職員 
15名 市図 

 11月3日 

「製本ワークショップ 自分だけの本をつくってみ

ませんか？」 

講師：有限会社カサハラ製本社製本士 笠原孝氏 

4名 市図 

 11月5日 

「大人の食育～宮城の米～」 

講師：野菜ソムリエプロ 中川牧子氏、塚本譲氏、

   佐藤雄司氏 

10名 市図 

 11月6日 「英語の本を楽しもう 英語多読サロン」 5名 市図 

 11月15日 
「今ここにしっかりと生きる マインドフルネス瞑

想」 
4名 市図 

 11月16日 
「多言語おはなし会」 

協力：国際交流協会ジュニア部 
26名 市図 

 11月17日 
「本のソムリエに学ぶ 人生計画術 実践編」 

講師：本のソムリエ 二本柳保氏 
3名 市図 
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○総合体育館・市民プール・市民テニスコート（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

10月30日 

～ 

11月17日 

地域スポーツ指導者派遣事業 

申請団体：ロジュマンフィットネスクラブ、喜多来

交流サロン、健康体操教室、トゥインクルたがじ

ょう、太白みんなdeスポフェス2019、高橋多賀モ

リ会、下馬サロン、旭ヶ丘町内会、東田中南自治

会多賀モリ会、東北発電工業株式会社 

527名 市内 

11月2日、 

17日 

社会体育事業「遊びから学ぼう！元気隊（多賀城東

小）」（野球、キャッチボール、バスケットボー

ル等） 

講師：東小イーグルス、 

   多賀城ミニバスケットボールクラブ 

16名 東小 

11月2日～ 

19日 
介護福祉課委託事業「健康ストレッチ教室」 315名

ヘルス 

大公 

山公 

 11月10日 

社会体育事業「多賀城市民スポーツ大会 卓球大会」

運営：多賀城市卓球協会、 

   塩竈市立玉川中学校卓球部 

107名 総体 

 11月11日 「おやこふれあい教室」 6名 総体 

11月11日、

18日 

社会体育事業「学校体育を克服！運動教室」 

（マット運動、跳び箱、鉄棒） 
28名 総体 

 11月16日 
社会体育事業「遊びから学ぼう！元気隊（山王小）」

（運動遊び） 
13名 山王小 

 11月17日 社会体育事業「スポーツフェスティバル（プール）」 107名 プール 

【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 

プール：市民プール  テニス：市民テニスコート 

ヘルス：シルバーヘルスプラザ 

令和元年１１月２８日提出 

                        多賀城市教育委員会 

                         教育長 麻生川 敦 
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