
令和元年第９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９回教育委員会定例会議事日程 

                   令和元年９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（平成３０年度多賀城
報告第１５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３１年度多賀城
報告第１６号  市一般会計補正予算（第３号）に対する意見）

臨時代理事務  臨時代理の報告について（教育委員会への事務
報告第１７号  の補助執行に係る協議について）

日程第５ その他 



諸 般 の 報 告

 令和元年第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 

８月２８日、「令和元年度第３回仙台管内教育委員会教育長会議」が仙台合同庁

舎で開催され、教育長が出席しました。 

８月２９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圏域

別会議」が宮城県自治会館で開催され、教育長が出席しました。 

９月１１日、「令和元年度第１回仙台管内教育委員会総務主管課長連絡協議会課

長会議」が仙台合同庁舎で開催され、学校教育課長補佐が出席しました。 

９月２０日、「令和元年第３回多賀城市議会定例会」が開会し、１０月１５日ま

での２６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、教育長及び

教育委員の任命に係る人事案件が２件で、教育長に麻生川敦氏、教育委員に 渡

奈奈子委員の任命につき同意を求める他、本日臨時代理事務報告をいたします「平

成３０年度多賀城市一般会計歳入歳出決算」及び「平成３１年度多賀城市一般会

計補正予算（第３号）」の議案が提出されています。 

■学校教育課関係 

８月２９日、「第２４回多賀城市中体連駅伝競走大会」が仙台港多賀城地区緩

衝緑地で開催され、熱戦が繰り広げられました。男子は、多賀城中学校Ａチーム

が、女子は、第二中学校Ａチームが優勝しました。 

９月６日、「キャリアセミナー」が多賀城中学校で開催されました。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。 

９月７日、第二中学校及び東豊中学校で体育祭が開催されました。 

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

９日から２１日までに多賀城東小学校、山王小学校、天真小学校及び城南小学校

が無事に終了しております。また、多賀城小学校及び多賀城八幡小学校につきま

しても、９月中に実施する予定となっております。 

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、９月

６日に天真小学校が無事終了しました。２５日には多賀城東小学校、２６日には

山王小学校が出発する予定です。 

９月２１日、「第２４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。 
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■生涯学習課関係 

８月３０日から９月１０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１１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。「医農工連携が拓く安全・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４２名となっております。 

９月１４日及び１５日、「第７３回全国レクリエーション大会 in 宮城」が宮城

県内で開催され、本市ではタッチラグビー、ターゲット・バードゴルフ、ユニカ

ール、ヒューストンの４種目が仙台港多賀城地区緩衝緑地及び多賀城市総合体育

館において実施されました。 

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 

８月３０日、「令和元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。同協議会の令和元年度第５４回大会

の議題等について協議しました。 

（別表）社会教育事業等の開催状況 

（令和元年９月１７日現在） 

○中央公民館 

 開催日 内容 参加者数 会場 

9月15日、 

16日 
青少年教育事業「防災キャンプin鶴ヶ谷児童館」 42名 鶴児 

○山王地区公民館 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 9月7日 

「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 

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 

46名 山公 

 9月8日 
成人教育事業「山王歴史講座 ブラサンノウ」 

講師：埋蔵文化財調査センター職員 
10名 山公 
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○大代地区公民館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 8月29日 
高齢者教育事業「山茶花大学前期講座 ４回目」 

講師：仙台市天文台 高橋博子氏 
18名 大公 

8月30日、 

9月13日 
地域交流事業「集いの広場」 37名 大公 

8月31日、 

9月7日、 

14日 

青少年教育事業「子ども英会話教室」 

講師：インドネシア アンディ氏、 

   カザフスタン バキト氏 

48名 大公 

○市民会館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 9月1日 「円楽・たい平 二人会」 637名 市会 

○市立図書館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 8月28日 

「多賀城×ストレッチ たがレッチ 子育てママ編

＝ママレッチ」 

講師：おおしろ接骨院 相澤真氏 

1名 市図 

 8月31日 「キッズクラフト 親子で作ろう防災グッズ！」 16名 市図 

 9月3日 
「大人の食育～秋の根菜～」 

講師：野菜ソムリエプロ 中川牧子氏、塚本譲氏 
11名 市図 

 9月4日 「英語の本を楽しもう 英語多読サロン」 5名 市図 

 9月6日 

「暮らしによりそう手芸教室 羊毛フェルトで蝶々

の小さなティーコゼをつくる」 

講師：日本羊毛フェルト協会認定作家 

   草森羊 熊谷真祐美氏 

4名 市図 

 9月7日 「キッズクラフト トリコロールフラッグを作ろう」 17名 市図 

 9月7日 

「ヘアスタイリストから学ぶ 私に似合うベーシッ

クテクニック メイクアイブロウ編」 

講師：ヘアメイク・スタイリスト 猪股夏美氏 

9名 市図 

 9月8日 

「フランスに触れる一日“Bienvenue en France!”

『シャンソンで巡る、素顔のパリ』」 

講師：シャンソン歌手 貝山幸子氏 

84名 市図 
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 9月8日 

「フランスに触れる一日“Bienvenue en France!”

『フランス語に触れよう 誰でも話せる簡単フラン

ス語講座』」 

講師：仙台日仏協会・アリアンス・フランセーズ 

   グレゴリ・デュメン氏 

11名 市図 

 9月8日 

「はじめてのハンドメイド「フレンチタッセル」を

つくろう」 

講師：刺繍カフェECRU［エクル］ 千葉愛子氏 

16名 市図 

 9月8日 

「はじめてのハンドメイド「トリコロールブレスレ

ット」をつくろう」 

講師：フレンチアクセサリーemi 横山絵美氏 

13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 

8月28日 

 ～ 

9月11日 

介護福祉課委託事業「健康ストレッチ教室」 301名

ヘルス 

大公 

山公 

8月29日、 

9月5日、 

12日 

「親子体操教室」 23名 総体 

9月3日 

 ～ 

9月12日 

地域スポーツ指導者派遣事業 

申請団体：高橋多賀モリ会、高崎多賀モリさくらの

会、向山いきいきサロン、多賀城八幡小

学校５学年ＰＴＡ、多賀城はるかぜ保育

園、トゥインクルたがじょう、東田中南

自治会多賀モリ会 

211名 市内 

 9月5日 「おやこふれあい教室」 10名 総体 

9月5日、 

12日 
「太極拳スクール体験」 6名 総体 

9月7日、 

14日 
「スポーツてらこや」 49名 総体 

 9月7日 
「トレッキングin安達太良山」 

講師：多賀城山岳会 
23名 福島県 

9月7日、 

14日 
「ナイターテニス教室」 27名 テニス 

 9月15日 「おとなの朝活（朝ヨガ）」 7名 南門跡 
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【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９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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臨時代理事務報告第１６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９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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臨時代理事務報告第１５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９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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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８月２８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１５号関係資料



臨時代理事務報告第１６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９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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臨時代理事務報告第１６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９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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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９月５日  

多賀城市教育委員会   

教育長  小畑  幸彦   

平成３１年度多賀城市一般会計補正予算（第３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１６号関係資料



臨時代理事務報告第１６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９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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臨時代理事務報告第１７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９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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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９月１０日  

多賀城市教育委員会   

教育長  小畑  幸彦   

教育委員会への事務の補助執行に係る協議について  

このことについて、市長から地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１８０条の２の規定により協議があったことから、異議ない旨回答す

る。  
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17

臨時代理事務報告第１７号関係資料



臨時代理事務報告第１６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９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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