
令和２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２年第１２回教育委員会定例会議事日程 

                   令和２年１２月２４日（木）

                    午後５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２２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（令和２年度多賀城市
報告第２３号  一般会計補正予算（第９号）に対する意見）

臨時代理事務  臨時代理の報告について（市費負担職員の人事
報告第２４号  異動）

日程第５ その他 

協　議　事　項　　令和３年度からの市立学校２学期制の導入について　



諸 般 の 報 告

 令和２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 

１１月２７日、「令和２年度第１回多賀城市学校給食センター運営審議会」が開

催されました。食材料価格の上昇等により、栄養価が文部科学省の定める学校給

食摂取基準に達していない状況となっていることから、栄養の改善に必要な一食

あたりの適正な学校給食単価の改定について審議しました。１２月９日、「令和２

年度第２回多賀城市学校給食センター運営審議会」が開催され、令和３年４月か

らの学校給食単価について、小学校は２５４円から２８９円へ３５円を増額、中

学校は２９８円から３４８円と５０円を増額することについて答申がありました。

この答申を踏まえ、今後、教育委員会に「学校給食費の改定について」の議案を

提出いたします。 

１２月７日から２４日まで１８日間の会期で、「令和２年第４回多賀城市議会定

例会」が開催されました。教育委員会関係議案は、教育委員の任命に係る人事案

件が１件で、教育委員に林幹字氏の任命につき同意された他、本日臨時代理事務

報告をいたします「指定管理者の指定」２件及び「令和２年度多賀城市一般会計

補正予算（第９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１１日及び１４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。 

来年度入学児童を対象とした就学時健康診断は、年内は１２月１７日までに３

校が終了し、来年１月２０日までに３校が終了予定です。 

市内小中学校では、１２月２３日に２学期の終業式を行い、来年１月７日まで

の冬季休業日に入りました。 

■生涯学習課関係 

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 

１２月２０日、１０月３日から開催していた第３０回企画展「多賀城碑が映す

古代東北と北方世界」が終了し、期間中７８９名が来場しました。 
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（別表）社会教育事業等の開催状況 

（令和２年１２月１８日現在） 

○中央公民館 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 11月28日 

家庭教育事業「子育てに役立つ！お母さんのための

コミュニケーション講座」 

講師：マザーズコーチングスクール 

   福本加代子氏 

4名 中公 

 12月12日 

視聴覚教材事業「子ども映画会」 

（サンリオキャラクターアニメーション、トムとジ

ェリー） 

33名 市会 

 12月17日 

高齢者教育事業「多賀城大学 後期Ａコース第３回

 介護保険制度を理解しよう～将来を考えましょ

う～」 

講師：多賀城中央地域包括支援センター 

   渡邉淳子氏 

21名 中公 

○山王地区公民館 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 11月28日 

成人教育事業「多肉植物テラリウム教室」 

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 

6名 山公 

 12月16日 

高齢者教育事業「山王大学 後期第３回 きちんと

分別『ごみダイエット』」 

講師：市民経済部生活環境課職員 

7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10日 

高齢者教育事業「山茶花大学 後期第３回 介護保

険制度を理解しよう～将来を考えましょう～」 

講師：多賀城東部地域包括支援センター 

   沼倉亜紀子氏 

6名 大公 

 12月13日 

地域交流事業「陶芸教室」 

講師：陸上自衛隊多賀城駐屯地 

   菅原勝広氏外３名 

40名 大公 
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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27日 

「多賀城×ストレッチ たがレッチ 温活＋ストレ

ッチ・セルフマッサージ編」 

講師：おおしろ接骨院 相澤真氏 

7名 市図 

 11月28日 
「キッズクラフト フルーツバスケットをつくろ

う！」 
4名 市図 

 11月28日 
「図書館を使いたおす！司書が教える図書館活用講

座」 
2名 市図 

 11月29日 

「大人の食育ワークショップ おうちで作ろう！

「干し芋」」 

講師：野菜ソムリエプロ 

   中川牧子氏、塚本譲氏 

8名 市図 

 11月29日 
「絆づくりコンサート」 

東京アカデミック五重奏団、稲村なおこ氏 
54名 市図 

 12月2日 「英語の本を楽しもう 英語多読サロン」 5名 市図 

 12月6日 

「暮らしによりそう花と緑のワークショップ クリ

スマスリース」 

講師：株式会社多賀城フラワー 

10名 市図 

 12月12日 「図書館探検 館長と巡る 図書館ツアー」 3名 市図 

 12月13日 「親子で一緒に こども 図書館ツアー」 9名 市図 

 12月14日 
「インターネットで図書館活用！マイページ活用講

座」 
1名 市図 

 12月16日 「英語の本を楽しもう 英語多読サロン」 4名 市図 

 12月18日 「夜活 １日の終わりにYOGA教室」 5名 市図 

○総合体育館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

11月29日、 

12月5日 

社会体育事業「遊びから学ぼう！元気隊」 

講師：多賀城ＦＣ、鶴ケ谷ＦＣ（12月5日） 
45名 STEP 

11月30日、 

12月11日 

社会体育事業「健康・スポーツ相談室」 

講師：株式会社activebody 
4名 総体 
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12月1日～ 

17日 

（計6回） 

介護福祉課委託事業「健康ストレッチ教室」 93名 総体 

12月4日～ 

18日 

（計6回） 

地域スポーツ指導者派遣事業 

申請団体：鶴ヶ谷多賀モリ会、あすなろ会、健診結

果セミナー、トゥインクルたがじょう 

58名 市内 

 12月13日 社会体育事業「おとなの朝活（朝ヨガ）」 7名 総体 

 12月13日 
社会体育事業「おとなの朝活（朝トレーニング）」

講師：株式会社activebody 
6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 

STEP：さんみらい多賀城イベントプラザ 

令和２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２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２年１１月２６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（指定  

管理者の指定）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２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２年１１月２６日  

多賀城市教育委員会   

教育長  麻生川  敦   

令和２年度多賀城市一般会計補正予算（第９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２４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２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２年１２月１０日  

多賀城市教育委員会   

教育長  麻生川  敦   

市費負担職員の人事異動について  

このことについて、別紙のとおり発令する。  
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発令日 補職名 氏名 発令文 発令者
令和2年12月10日 事務局副理事中央公民館長事務

取扱
木村　修 兼ねて山王地区公民館長事務取扱を命ずる 教育委員

会
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