
令和元年第１２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１２回教育委員会定例会議事日程 

                   令和元年１２月２４日（火）

                    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（議会の議決を経るべ
報告第１９号  き事件の議案の作成に係る意見（地方公務員法
        及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に
        伴う関係条例の整理に関する条例））

臨時代理事務  臨時代理の報告について（議会の議決を経るべ
報告第２０号  き事件の議案の作成に係る意見（指定管理者の
        指定））

臨時代理事務  臨時代理の報告について（平成３１年度多賀城
報告第２１号  市一般会計補正予算（第５号）に対する意見）

臨時代理事務  臨時代理の報告について（職員の人事）
報告第２２号  

臨時代理事務  臨時代理の報告について（平成３１年度多賀城
報告第２３号  市一般会計補正予算（第６号）に対する意見）

議案第１８号  平成３１年度多賀城市教育功績者等表彰につい
        て

日程第５ その他 



諸 般 の 報 告

 令和元年第１１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 

１２月９日から２０日まで１２日間の会期で、「令和元年第４回多賀城市議会定

例会」が開催され、教育委員会関係議案では、本日臨時代理事務報告をいたします

「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例」、「指定管理者の指定」、「平成３１年度多賀城市一般会計補正予

算（第５号）」及び「平成３１年度多賀城市一般会計補正予算（第６号）」につ

いて、原案のとおり可決されました。一般質問は、１２月１２日及び１３日の２

日間行われ、教育委員会関係は３名から３件の質問がありました。なお、質問内容

及び回答要旨は別紙のとおりです。 

１２月１６日、１２月１５日付けで依願退職となった職員１名に辞令を交付しま

した。 

■学校教育課関係 

１２月１７日、多賀城東小学校、東豊中学校、多賀城高等学校及び地域の方々

が連携し、ともに手をつなぎ、守り、生かし合う、地域パートナーシップスペー

スの創造をテーマにした「令和元年度宮城県教育委員会指定志教育支援事業多賀

城地区東豊中学校区実践発表会」を開催しました。 

小中学校のインフルエンザについては、１２月１８日現在、山王小学校の６ク

ラス、天真小学校の４クラス、多賀城東小学校の１クラスが、それぞれ２日から

３日間学級閉鎖としました。引き続き、流行の未然防止のために、各小中学校に

対し、うがいや手洗いの励行を指導してまいります。 

市内小中学校では、１２月２３日に２学期の終業式を迎え、来年１月７日まで

の冬休みに入ります。 

■生涯学習課関係 

１２月３日、青少年健全育成多賀城市民会議主催の「青少年育成研修会」が開

催されました。東北学院大学教養学部教授の平野幹雄氏を講師として、「困難を

有する青少年の現状と地域におけるかかわり方について」と題した講演が行われ、

９３名が参加しました。 
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１２月１４日、多賀城市子ども会育成連合会主催の「こどもまつり」が文化セ

ンターで開催されました。舞台発表、工作や体験コーナー、スタンプラリー企画

のほか、食育と保育の展示も行われ、８２０名が来場しました。 

１２月１４日及び１５日、仙台・多賀城・仙台育英学園－キューバ交流事業実

行委員会主催の「キューバ共和国バレーボール交流事業」を開催しました。バレ

ーボール競技の元キューバ代表、ミレーヤ・ルイス氏らをお招きし、１４日はト

ークショーを開催し、約２００名が来場しました。翌１５日は、仙台育英学園高

等学校、第二中学校及び東豊中学校等の女子バレーボール部員を対象としたバレ

ーボール・クリニックを開催し、６８名が参加しました。 

１２月１９日、「放課後子ども教室推進事業スタッフ研修会」を開催しました。

宮城職業能力開発促進センター職業訓練指導員の阿部ふみ氏を講師として、「粘

土キャンドルを行う際の事前準備とその作り方」についての実技研修を行いまし

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 

１１月３０日、一般社団法人日本善行会主催の「令和元年度秋季善行表彰」に

おいて、４０年間にわたり本市の郷土芸能の普及・啓発を行ってきた多賀城鹿踊

保存会、多賀城太鼓保存会が表彰を受けました。 

１２月１０日、「古代米の食体験」が開催されました。１１月に刈取りした古

代米のごはん炊きと食味体験を行い、城南小学校５年生１２６名が参加しました。 

（別表）社会教育事業等の開催状況 

（令和元年１２月１６日現在）

○中央公民館 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 12月8日 
家庭教育事業「簡単に作れる折り紙教室」 

講師：三浦幸子氏 
21名 中公 

 12月14日 

青少年教育事業「子どもコマ大戦ｉｎ多賀城中央公

民館場所＆決勝大会」 

講師：株式会社岩沼精工 

24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 

 12月8日 

「山王クリスマスミュージックアートフェスティバ

ル」 

出演：多賀城吹奏楽団、第二中学校吹奏楽部、山王

小学校ほなみ合唱団 

359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 

 12月1日 

地域交流事業「音楽まつり」 

出演：多賀城太鼓保存会、アサノタケフミ、東豊中

学校吹奏楽部、陸上自衛隊よさこい部、多賀

城スターズ 

320名 大公 

 12月4日 
成人教育事業「最近の手口を学ぶ消費者講座」 

講師：塩釜警察署生活安全課 大黒氏 
11名 大公 

12月5日、 

6日、13日 

地域交流事業「集いの広場」 

（体育室、視聴覚室） 
83名 大公 

 12月11日 

高齢者教育事業「山茶花大学後期第３回 イライラ

にさようなら 怒りを人生の原動力に！～アンガ

ーマネジメントのすすめ～」 

講師：Edu Support Office 川上淳子氏 

21名 大公 

 12月14日 
家庭教育事業「親子料理教室」 

講師：大代地区食生活改善推進委員 
17名 大公 

○市民会館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 12月1日 
共催事業「第７回全国小・中学校リズムダンスふれ

あいコンクール 宮城県中学生大会」 
300名 市会 

12月7日、 

8日 

共催事業「しまじろうコンサート サンタのくにの

クリスマスレストラン」 
6,095名 市会 

 12月14日 
主催事業「WAKU☆WAKU☆舞台スタッフ体験2019 

 『どんぐりと山猫』『注文の多い料理店』」 
200名 市会 

 12月15日 
共催事業「～歌声の集う街 多賀城～親子３世代で

聴きたい「おもいでのうたコンサート」」 
730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 

 11月30日 「キッズクラフト 三色食品群ペンダントを作ろう」 14名 市図 

 11月30日 

「沖縄美ら海水族館「黒潮の海」３Ｄ上映 ジンベ

イザメの生態」 

講師：沖縄美ら海水族館 佐藤圭一氏 

60名 市図 

 12月1日 

「重度の知的障害を乗り越えて「四角いおんぷが生

んだ奇跡」の朗読と講演会」 

講師：目黒明子氏 

21名 市図 

 12月1日 
「大人の食育～柑橘類～」 

講師：野菜ソムリエプロ 中川牧子氏、塚本譲氏 
10名 市図 

 12月4日 「英語の本を楽しもう 英語多読サロン」 4名 市図 

 12月15日 
「本のソムリエ」 

講師：本のソムリエ 二本柳保氏 
5名 市図 

○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 

11月29日、

12月3日 

社会体育事業「健康・スポーツ相談室」 

講師：株式会社activebody 
1名 総体 

11月30日、

12月7日、 

14日 

社会体育事業「遊びから学ぼう！元気隊（山王小学

校）」（ニュースポーツなど） 

講師：メイトランド、山王ミニバス、山王小ファイ

ターズ 

33名 山小 

12月1日、 

15日 

社会体育事業「遊びから学ぼう！元気隊（多賀城東

小学校）」（ドッジボール、バレーボール） 

講師：トライパック、汐見サンライズ 

9名 東小 

 12月2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） 
13名 総体 

12月3日、 

5日、7日、

11日 

介護福祉課委託事業「健康ストレッチ教室」 214名

山公 

大公 

ヘルス 
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12月4日～ 

13日 

地域スポーツ指導者派遣事業 

申請団体：高崎多賀モリさくらの会、健康体操教室、

ロジュマンフィットネスクラブ、トウィンクルた

がじょう、東田中南自治会多賀モリ会、下馬サロ

ン、スマイル桜木、あすなろ会 

209名 市内 

12月5日、 

12日 
「親子体操教室」 40名 総体 

12月7日、 

14日 
「スポーツてらこや後期」 82名 総体 

 12月15日 「おとなの朝活（朝ヨガ）」 10名 総体 

【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１２月２４日提出 

                        多賀城市教育委員会 

                         教育長 麻生川 敦 
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令和元年第１２回 
教育委員会定例会議案 

多賀城市教育委員会 
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臨時代理事務報告第１９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。  

  令和元年１２月２４日提出  

                    多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  
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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。  

令和元年１１月２９日  

多賀城市教育委員会   

教育長  麻生川  敦   

議会の議決を経るべき事件の議案の作成に係る意見について 

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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令和元年第１２回 
教育委員会定例会議案 

多賀城市教育委員会 
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11

臨時代理事務報告第１９号関係資料
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臨時代理事務報告第２０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。  

  令和元年１２月２４日提出  

                    多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  
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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。  

令和元年１１月２９日  

多賀城市教育委員会   

教育長  麻生川  敦   

議会の議決を経るべき事件の議案の作成に係る意見について 

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２０号関係資料
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臨時代理事務報告第２１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。  

  令和元年１２月２４日提出  

                     多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  
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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。  

令和元年１１月２９日  

多賀城市教育委員会   

教育長  麻生川  敦   

平成３１年度多賀城市一般会計補正予算（第５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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臨時代理事務報告第２２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。  

  令和元年１２月２４日提出  

                     多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  
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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。  

令和元年１２月９日  

多賀城市教育委員会   

教育長  麻生川  敦   

職員の人事について  

このことについて、別紙のとおり発令する。  
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【教育委員会の事務部局】 令和1年12月16日

現所属・職名 氏名 異動区分 発令事項 異動区分 発令事項 氏名 現所属・職名

所長 埋蔵文化財調査セ
ンター

伊藤　文昭 事務取扱 事務局文化財課調査普及
係長事務取扱

人　　事　　異　　動　　内　　示　　書

異　　　　　　　　　　動 転　　　　　　　　　　　　　　　入
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臨時代理事務報告第２１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。  

  令和元年１２月２４日提出  

                     多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  
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臨時代理事務報告第２３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。  

  令和元年１２月２４日提出  

                     多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  
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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。  

令和元年１２月１６日  

多賀城市教育委員会   

教育長  麻生川  敦   

平成３１年度多賀城市一般会計補正予算（第６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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臨時代理事務報告第２２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。  

  令和元年１２月２４日提出  

                     多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  
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議 案 第 １ ８ 号

平 成 ３ １ 年 度 多 賀 城 市 教 育 功 績 者 等 表 彰 に つ い て  

こ の こ と に つ い て 、 次 の と お り 決 定 す る 。  

令 和 元 年 １ ２ 月 ２ ４ 日 提 出

多 賀 城 市 教 育 委 員 会   

教 育 長  麻 生 川  敦  
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