
令和元年第７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７回教育委員会定例会議事日程 

                   令和元年７月２４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 

議案第１５号  令和２年度使用教科用図書の採択について

日程第５ その他 



諸 般 の 報 告

 令和元年第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 

７月５日、「令和元年度東北六県市町村教育委員会連合会教育委員・教育長研修

会」が福島県郡山市で開催され、浅野委員、副教育長が出席いたしました。 

■学校教育課関係 

７月１８日、「令和元年度第２回仙台地区教科用図書採択協議会」が名取市で

開催され、教育長が出席いたしました。同協議会での結果を踏まえて、本日の定

例会に議案を提出しております。 

７月１９日、市内の小・中学校では第１学期の終業式が行われ、７月２０日か

ら夏休みに入っております。 

■生涯学習課関係 

７月２日、「平成３１年度第１回社会教育委員会議」が開催されました。議長

及び職務代理者の選出の後、平成３０年度事業報告と平成３１年度事業計画案、

そして協働教育について審議されました。 

７月３日、東北学院大学と多賀城市の連携事業「２０１９年度春期地域市民の

ための大学公開講座」の閉講式が東北学院大学工学部で行われました。全８回の

講座には延べ３５４名が参加し、受講登録者５８名のうち４９名に修了証が授与

されました。 

７月４日、「平成３１年度多賀城市青少年育成センター専任青少年補導員第２

回情報交換会」を開催しました。新たに１名の方に委嘱状を交付したほか、巡回

に当たっての注意点について情報の共有や意見交換を行い、多賀城交番所長から

講話をいただきました。 

７月１４日、「令和元年多賀城市民スポーツ大会ソフトボール大会」が中央公
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園等で開催されました。２０チーム２７９名が参加し、優勝は八幡上一区、準優

勝は鶴ヶ谷区、第３位は八幡上二区と桜木北区でした。 

７月１７日、大和町まほろばホールで「第４０回少年の主張仙台地区大会」が

開催されました。多賀城市代表の東豊中学校３年生の和賀菜々香（わがななか）

さんは優秀賞となり、９月に開催される県大会に出場することとなりました。 

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 

６月２９日、速報展「平成３０年度の調査成果 発掘された遺跡」関連企画「多

賀城市遺跡調査報告会」を多賀城市市民活動サポートセンターで開催し、５５名

が参加しました。 

７月２日から１２日まで、「多賀城市内遺跡発掘調査１００周年記念パネル展」

を市役所１階ロビーで開催しました。 

７月４日、「令和元年度全国史跡整備市町村協議会第１回役員会」が東京都内

で開催され、市長、文化財課長が出席しました。１０月に開催予定の総会に提出

する議案について承認されました。 

７月４日及び５日、「令和元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」が青森県青森市で開催され、文化財課長補佐が出席しました。

４日の総会では、平成３０年度事業報告、収支決算報告及び令和元年度事業計画、

収支予算等について承認されました。５日の視察研修会では、国指定史跡小牧野

遺跡及び高屋敷館遺跡を視察しました。 

７月５日、「多賀城市文化遺産活用活性化実行委員会総会」が開催され、教育

長、文化財課長等が出席しました。平成３０年度事業報告、収支決算報告及び平

成３１年度事業計画、収支予算などについて承認されました。 

７月１１日、歴史的食文化体験学習の一環として、歴史学習及びそばの種まき

を多賀城政庁跡周辺等で実施し、城南小学校６年生１０９名が参加しました。 
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（別表）社会教育事業等の開催状況 

（令和元年７月１６日現在） 

開催日 内   容 参加者数 会場 

６月２７日 

  ～ 

７月１６日 

地域スポーツ指導者派遣事業 

申請団体：あすなろ会、市川地区、高橋多賀モリ会、

下馬サロン、高橋北区、向山いきいきサロン、多

賀城市食生活改善推進員協議会、トゥインクルた

がじょう、多賀城はるかぜ保育園、旭ヶ丘町内会、

スマイル桜木 

運営：体育施設等指定管理者 

３４５ 市内 

６月２７日 

７月 ４日 

  １１日 

「親子体操教室」 

運営：体育施設等指定管理者 
８ 総体 

６月２７日 

  ～ 

７月１０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 
２４５ 総体 

６月２７日 
「English Cafe」 

運営：市立図書館指定管理者 
９ 市図 

６月２８日 

  ～ 

７月１２日 

地域交流事業「集いの広場」 

（子どもの学習や異世代交流の場として体育室や視

聴覚室を開放） 

運営：大代地区公民館指定管理者 

１３１ 大公 

６月２８日 

７月 ８日 

社会体育事業「健康・スポーツ相談室」 

（運動指導・栄養相談） 

講師：アクティブボディほか 

運営：体育施設等指定管理者 

４ 総体 

６月２８日 

「多賀城×ストレッチ たがレッチ エクササイズ

編」 

講師：おおしろ接骨院 相澤真 

運営：市立図書館指定管理者 

４ 市図 

６月２９日 

７月 ６日 

青少年教育事業「子ども英会話教室」 

講師：バキト（カザフスタン） 

   フランセス（ナイジェリア） 

１８ 大公 

６月２９日 

７月 ６日 

社会体育事業「学びから遊ぼう！元気隊」（天真小）

講師：鶴ヶ谷サッカーほか 

運営：体育施設等指定管理者 

１８ 天小 
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６月２９日 

７月 ６日 

  １３日 

社会体育事業「学びから遊ぼう！元気隊」（多賀城

八幡小） 

講師：多賀城バーニングス（ミニバスケット）、多

賀城ニューパワーズ（野球）ほか 

運営：体育施設等指定管理者 

１０ 八小 

６月３０日 

社会体育事業「海の安全教室」 

講師：海上保安庁 

運営：体育施設等指定管理者 

１４ ﾌﾟｰﾙ 

６月３０日 
「スポーツてらこや」 

運営：体育施設等指定管理者 
２７ 総体 

７月 １日 

   ８日 

社会体育事業「学校体育を克服！運動教室」 

運営：体育施設等指定管理者 
２７ 総体 

７月 ３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 
１１ 市図 

７月 ４日 

「おでかけが楽しくなる！プロから教わる簡単ヘア

アレンジレッスン」 

講師：ヘアメイク・スタイリスト 猪俣夏美 

運営：市立図書館指定管理者 

９ 市図 

７月 ５日 

「Good morning YOGA」 

講師：ヨガインストラクター 工藤葉子 

運営：市立図書館指定管理者 

１０ 市図 

７月 ６日 

視聴覚教材事業「親子映画会」 

（ハローキティのみんなの森をまもれ！、ハンギョ

ドンのパラレル大作戦 恐竜王国は大さわぎ、みつ

ばちマーヤの冒険） 

運営：中央公民館 

５６ 中公 

７月 ６日 

成人教育事業「今年も日本一長い！？料理教室 ３

回目」（木のスプーン作り） 

講師：東北生活文化大学 落合里麻 

１５ 山公 

７月 ７日 
成人教育事業「夏の薬膳料理教室」 

講師：岡野定玲子 
２０ 中公 

７月 ９日 

高齢者教育事業「脳トレ！筋トレ！スクエアステッ

プ ４回目」 

講師：大代地区公民館職員 

１４ 山公 

７月 ９日 

「大人の食育 夏の野菜たち」 

講師：野菜ソムリエプロ 中川牧子、塚本譲 

運営：市立図書館指定管理者 

１０ 市図 

７月１０日 
高齢者教育事業「山茶花大学前期講座 ３回目」 

講師：小幡塾 小幡忠義 
１９ 大公 
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７月１２日 

高齢者教育事業「山王大学前期講座 ３回目」 

講師：（一社）全日本らくらくピアノ協会 

   岡崎浩子 

１９ 山公 

７月１３日 

青少年教育事業「子どもコマ大戦 大代地区公民館

場所」 

講師：（株）岩沼精工 

２１ 大公 

７月１３日 

「かるぺでぃえむフォト×夜の図書館展 シンポジ

ウム」 

運営：市立図書館指定管理者 

４５ 市図 

７月１３日 

「夏祭りシーズン直前！親子で浴衣に似合うヘアア

レンジレッスン」 

運営：市立図書館指定管理者 

１３ 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 

令和元年７月２４日提出 

                        多賀城市教育委員会 

                          教育長 小畑 幸彦  
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議案第１５号 

令和２年度使用教科用図書の採択について  

このことについて、別紙のとおり決定する。  

令和元年７月２４日提出  

多賀城市教育委員会  

教育長 小畑  幸彦  
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