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令和２年第１１回多賀城市教育委員会定例会議事録

１ 会議の年月日 令和２年１１月２５日（水） 

２ 招集場所   市役所３階 第１委員会室

３ 出席委員等  教育長 麻生川 敦   委 員 浅野 憲隆 

         委 員 菊池 すみ子  委 員  渡 奈奈子 

４ 欠席委員   なし 

５ 説明のため出席した事務局職員 

教育部長        松岡 秀樹 

次長兼教育総務課長   阿部 英明 

理事兼学校教育監    伊藤 克宏 

副理事兼文化財課長   佐藤 良彦 

参事兼教育総務課長補佐 菊地 賢一 

６ 傍 聴 人  な し 

７ 記 録 係  教育総務課主査     山形 剛大 

８ 開会の時刻  午後２時２５分 

９ 議事日程 

   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（令和２年度多賀城市一般 

報告第２１号  会計補正予算（第８号）に対する意見） 

日程第５  その他 

教育長 

ただ今の出席者は４名であります。定足数に達しておりますので、これより

令和２年第１１教育委員会定例会を開会いたします。 

日程第１ 前回議事録の承認について

教育長 

はじめに、令和２年第１０回定例会及び第３回臨時会の議事録について、承

認を求めます。
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議事録については、事前にお配りしておりますので、本日は朗読を省略いた

します。 

前回定例会及び臨時会の議事録について承認を求めますが、御異議はありま

せんか。 

  （「ありません」の声あり） 

教育長

異議がないものと認め、前回定例会及び臨時会の議事録については、承認さ

れました。

日程第２ 議事録署名委員の指名について

教育長 

続きまして、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員は、多賀城

市教育委員会会議規則第２１条第３項の規定により、教育長において、浅野委

員、菊池委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

日程第３ 諸般の報告について 

事務事業等の報告

教育長 

これより本会議に入ります。 

はじめに、事務事業等の報告をいたします。報告については、事務局職員に

朗読させますので、よろしくお願いいたします。次長。 

次長

それでは諸般の報告を申し上げます。資料の１ページをお願いします 

令和２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、１０月３０日、「第２８回多賀城市感染症災害対策本部会議」

が開催され、県内の新型コロナウイルス感染症の発生状況に応じた本市の対応等

を協議しました。１１月１日からの対応状況は、別表のとおりです。 

１１月１日、「令和２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菊池すみ子氏が、教育文化功労として個人８
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名がそれぞれ受彰されました。 

１１月１４日、「令和２年度多賀城市総合防災訓練」が行われました。教育委

員会関係では、学校施設、社会教育施設の被災状況把握訓練等を実施しました。 

１１月２０日の城南小学校を最後に、市立小中学校への指導主事訪問が終了し

ました。今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止や授業時間数確保に配慮し、

短時間での訪問指導となりました。 

１１月２４日、「令和２年第４回多賀城市議会臨時会」が開催され、本日臨時

代理事務報告をいたします「令和２年度多賀城市一般会計補正予算（第８号）」

について、原案のとおり可決されました。 

同日、「多賀城市議会全員協議会」が開催され、教育委員会関係では「多賀城

市社会体育施設等に係る指定管理者の選定について」及び「多賀城市文化センタ

ーに係る指定管理者の選定について」の２件について、市議会議員へ説明しまし

た。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、市立小中学校の修学旅行は、

例年から時期を変更して７校が実施し、３校が中止に伴う代替行事を行い、大き

なトラブル等もなく１０月２９日までに終了しました。 

来年度新入学児童を対象とした就学時健康診断は例年から時期を変更し、１２

月から各小学校で順次実施します。 

例年実施している各中学校の職場体験学習は、今年度は中止としました。 

生涯学習課関係、１１月４日、青少年健全育成多賀城市民会議主催の「令和２

年度青少年育成研修会」が中央公民館で開催されました。宮城県環境生活部共同

参画社会課職員を講師に「青少年のインターネット安全利用」について、４５名

が学びました。 

１１月１３日、「子ども・若者育成支援強調月間 県下一斉街頭指導」の一環

として、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。

市役所本庁舎北側駐車場から東回り、西回りの２班に分かれてＪＲ多賀城駅に向

かって出発し、同駅において「啓発のチラシと野菜の種子」を配布しました。 

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。 

文化財課関係、１１月５日、「全国史跡整備市町村協議会総会及び陳情大会」

が東京都で開催され、市長、文化財課長が出席しました。 

１１月６日、歴史的食文化体験学習の一環として、蕎麦の刈取りを特別史跡多

賀城跡内の市川字大畑地区で実施し、城南小学校６年生の児童１２８名が参加し

ました。 

１１月１８日、多賀城南門復元工事現場の覆屋
おおいや

に見学用の窓を設け、外側から

内部の様子を見学できるようにいたしました。 
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１１ページの下段でございます。令和２年１１月２５日提出、教育長名、以上

で朗読を終わります。 

教育長 

それでは、ただ今の報告について質疑はありませんか。樋渡委員。

樋渡委員 

生涯学習課関係で、１１月８日に青少年のインターネット安全利用について

研修会があったとのことですが、対象、参加者の年齢構成を教えてください。

教育長 

教育部長。

教育部長 

こちらの研修会ですが、青少年健全育成市民会議が主催で、市内の青少年健

全育成関係団体の方々、学校の先生方で毎年１回実施しているもので、今回は

４５名に御参加いただきました。

樋渡委員 

若い方のための研修会ということでしょうか。

教育部長 

そのとおりでございます。

樋渡委員 

ありがとうございます。

教育長 

その他にございませんか。

（「ありません」の声あり） 

教育長

質疑がないものと認め、事務事業等の報告を承認します 
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日程第４ 議事

臨時代理事務  臨時代理の報告について（令和２年度多賀城市一般会計 

報告第２１号  補正予算（第８号）に対する意見） 

教育長 

次に、議事に入ります。

臨時代理事務報告第２１号「臨時代理の報告について（令和２年度多賀城市

一般会計計補正予算（第８号）に対する意見）」を議題といたします。 

内容につきましては、次長から説明をいたします。次長。 

次長 

それでは、議案資料の１３ページを御覧願います。 

臨時代理事務報告第２１号「臨時代理の報告について」の御説明を申し上げ

ます。 

１５ページをお願いします。 

これは、１５ページにございますように、令和２年１１月１６日付けで、市

長から地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、

「令和２年度多賀城市一般会計補正予算（第８号）」の調製について意見を求

められましたことから、臨時代理により回答したので報告するものです。 

１４ページを御覧願います。 

こちらが臨時代理書でございまして、「令和２年度多賀城市一般会計補正予

算（第８号）」の調製について、令和２年１１月１６日付けで異議ない旨を回

答しております。 

ここから、１７ページ以降の臨時代理事務報告第２１号関係資料「令和２年

度教育委員会所管一般会計補正予算（第８号）書」に資料によりまして、順に

内容を御説明いたします。 

はじめに、２０ページをお願いいたします。 

表の右から２列目の補正額の欄でございます。 

補正額の一番下の欄に、一般会計予算の歳入補正額の合計額が出ておりま

す。今回の補正額の合計額は、１億２，２１６万２，０００円です。歳入の補

正後の総額は、その右隣の欄に記載の３４５億１，５８７万３，０００円とな

るものでございます。 

はじめに、２１ページをお願いいたします。 

２１ページの表の欄、太枠で囲んだ１０款教育費がございますので、御覧く

ださい。 
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教育費の歳出補正予算額については、今回の補正はゼロでございます。教育

費５２億１，０５６万４，０００円は変更ございません。 

今回の教育委員会関係の補正につきましては、現行の既決予算の枠内で事業

を実施し、財源の組替を行うこととしたために、歳出予算の補正についてはゼ

ロとなっております。 

歳出の補正後の総額は、表の一番下の欄右端記載の３４５億１，５８７万

３，０００円となるものでございます。 

内容につきまして、御説明いたします。 

２８ページ、２９ページお願いします。 

１０款５項２目学校給食管理費で、６０４万３千円の財源組換えでございま

す。 

これは説明欄１、学校給食調理事業に係る財源組換えで、これは、新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響により、需要が低迷する県産牛肉につきまして、

消費の拡大と地域経済の回復を図るため、県産牛肉を活用した学校給食を児童

生徒に提供する事業でございます。  

県産牛肉の給食提供は３回を予定しており、１回目は１０月２１日から２３

日の間に牛丼のメニューにより提供、２回目は今月１１月１７日から１９日の

間にハッシュドビーフのメニューで提供しております。３回目は２月中旬に牛

肉すき焼き風煮のメニューで提供することを予定しています。 

なお、県産牛肉を給食で提供している旨、給食献立表に明記いたしまして、

児童生徒及び保護者に周知しているところでございます。 

予算につきましては、緊急事態宣言下における学校休業期間における給食停

止に伴う未執行分、執行残を活用しまして、既存の歳出予算内で対応するもの

で、県補助金６０４万３，０００円を財源組替えにより活用するものでござい

ます。 

２６ページ、２７ページをお願いします。 

歳入の説明でございます。７目教育費県補助金で，６０４万３，０００円の

増額補正でございます。 

５節学校給食費補助金で、６０４万３，０００円の増額補正は、学校給食セ

ンター説明欄１、県産牛肉学校給食提供支援事業費補助金として、歳出予算で

御説明申し上げました県産牛肉を活用した学校給食を児童生徒に提供する事業

に対する補助金で、６０４万３，０００円を計上するものです。補助率は１０

分の１０でございます。 

３３ページから４５ページまでは、多賀城市新型コロナウイルス感染症緊急

経済対策（第４弾）の内容を記載しております。３５ページの下段に、ただ今
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説明いたしました県産牛肉学校給食提供事業を記載しております。後ほど御覧

いただきたいと思います。 

以上で、臨時代理事務報告第２１号「臨時代理の報告について」の説明を終

わります。 

教育長 

ただ今の説明について質疑はありませんか。 渡委員。

渡委員 

  ニュースで、牛肉が提供されているのを見ました。県産牛肉に対してはとても

いいことだと思います。学校給食の事例で、コロナ下で牛乳の需要が減少した業

者から提供があったと聞きましたが、多賀城の場合はどうでしょうか。 

教育長 

次長。

次長

  ニュース報道で見たことがありますが、酪農農家で牛乳の卸し先がないまま廃

棄されてしまうので、どこかに回したと聞いています。お調べしまして後日回答

いたします。 

教育長 

後ほど、もしわかりましたらお伝えします。そのほか、質疑ありませんか。

（「ありません」の声あり） 

教育長

それでは、質疑がないものと認め、臨時代理事務報告第２１号について承認い

たします。 

日程第５ その他

教育長 

次に、日程第５その他に入ります。各委員等から特に議題としたい事項等があ

りましたらお願いいたします。 
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（「ありません」の声あり） 

教育長 

以上で、本日の日程をすべて終了いたします。 

これをもちまして、令和２年第１１回教育委員会定例会を閉会いたします。 

午後２時４０分閉会 

      この議事録の作成者は次のとおりである。 

              教育総務課主査  山形 剛大

この議事録の正確なことを認め、ここに署名する。 

令和２年１２月２４日  

多賀城市教育委員会

 教育長                印

委 員                印

委 員                印


