
令和３年第１回 
教育委員会定例会議案 

多賀城市教育委員会 



令和３年第１回教育委員会定例会議事日程 

                   令和３年１月２７日（水）

                    午後３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５号  多賀城市立学校の管理に関する規則の一部を改正する

規則について

日程第５ その他 



諸 般 の 報 告

 令和２年第１２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 

１月４日、１月１日付けの定期昇給者に係る辞令を交付しました。昇給対象職員

３５名が昇給しております。 

１月８日、市立小中学校は始業式を行い、３学期に入っております。 

１月２０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「市

内小中学校の２学期制への移行について」、市議会議員へ説明しました。 

就学時健診については、１月１５日から２０日にかけて城南小学校、多賀城小

学校、山王小学校で行われ、今年度に予定されていた学校全てで終了しました。 

■生涯学習課関係 

１月１０日、「令和３年成人式」を文化センターで開催しました。今年度は、

新型コロナウイルス感染症対策のため、午前及び午後の二部制で実施し、市内の

新成人７０９名に対し４３８名が出席しました。式については、市内中学校４校

の卒業生１３名が実行委員として企画や運営に当たり、恩師スピーチや新成人代

表の挨拶が行われました。 

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 

１月１０日から、令和２年度資料展「地域の文化財－留ヶ谷・高崎・田中村－」

を埋蔵文化財調査センター展示室で開催しています。期間は、令和３年３月１４

日までとなっております。 

（別表）社会教育事業等の開催状況 

（令和３年１月２０日現在） 

○文化センター（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 1月16日 

主催事業「庄司恵子・たらさわかすみのヘラヘラト

ーク Part.6」（中央公民館、山王地区公民館、

大代地区公民館共催事業） 

231名 市会 
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 1月17日 
主催事業「WAKU☆WAKU☆舞台スタッフ体験2020「よ

だかの星」「双子の星」」 
94名 市会 

○中央公民館 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 1月19日 

成人教育事業「おうちでバレトン講座」（オンライ

ン）（大代地区公民館共催事業） 

講師：バレトンインストラクター 沼田清美氏 

14名 － 

○大代地区公民館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 12月26日 青少年教育事業「子ども書道教室」 6名 大公 

○市立図書館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

12月5日～ 

1月11日 

「タムタムとめぐるトワル展」 

講師：特定非営利活動法人多夢多夢中山公房 
2,085名 市図 

 12月25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 

1名 市図 

 12月26日 

「暮らしによりそう花と緑のワークショップ お正

月アレンジ」 

講師：株式会社多賀城フラワー 

11名 市図 

12月26日、 

1月16日 
「本のお医者さん こども本の修理体験」 11名 市図 

12月27日、 

1月9日 
「図書館探検 館長と巡る 図書館ツアー」 4名 市図 

1月2日、 

3日 
「年の初めに 絵本おみくじ」 34名 市図 

1月6日、 

20日 
「英語の本を楽しもう 英語多読サロン」 10名 市図 

 1月10日 「親子で一緒に こども 図書館ツアー」 2名 市図 

 1月11日 
「インターネットで図書館活用！マイページ活用講

座」 
2名 市図 
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 1月15日 
「夜活 １日の終わりにYOGA教室」 

講師：ヨガインストラクター 工藤葉子氏 
8名 市図 

1月16日、 

17日 

「民話語りのひととき」 

講師：多賀城民話の会 
22名 市図 

1月16日～ 

18日 
「本のリサイクル市」 － 市図 

 1月17日 

「本のソムリエの一日一冊読書術 初心者向け通

勤読書術」 

講師：本のソムリエ 二本柳保氏 

3名 市図 

○総合体育館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

1月5日～ 

20日 

（計6回） 

介護福祉課委託事業「健康ストレッチ教室」 87名

山公 

大公 

ヘルス 

1月7日、 

8日、12日、

14日 

地域スポーツ指導者派遣事業 

申請団体：ロジュマンフィットネスクラブ、トゥイ

ンクルたがじょう、東田中南地区多賀モリ会 

40名 市内 

1月12日、 

17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 

 1月17日 社会体育事業「おとなの朝活（ヨガ）」 3名 総体 

 1月17日 
社会体育事業「おとなの朝活（トレーニング）」 

講師：Re:Reflet 武田智樹 
5名 総体 

 1月17日 
社会体育事業「ウォーキングサッカー体験会」 

講師：ソニー仙台FC、宮城県サッカー協会 
47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 

ヘルス：シルバーヘルスプラザ

令和３年１月２７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５号  

多賀城市立学校の管理に関する規則の一部を改正する 

規則について 

このことについて、次のとおり制定する。 

令和３年１月２７日提出  

多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  
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多賀城市学校の管理に関する規則の一部を改正する規則  

多賀 城市 学校 の管 理に 関す る規 則（ 昭和 ４０ 年多 賀城 市教 育委 員会 規

則第１号）の一部を次のように改正する。  

第２条第２項を次のように改める。  

２  学年を分けて次の２学期とする。  

第１学期  ４月１日から１０月の第２月曜日まで  

第２学期  １０月の第２月曜日の翌日から３月３１日まで  

第３ 条第 １項 第５ 号中 「８ 月２ ５日 」を 「８ 月２ ２日 」に 改め 、同 項

中第 ７号 を第 ８号 とし 、第 ６号 を第 ７号 とし 、同 項第 ５号 の次 に次 の １

号を加える。  

(6) 秋季休業日  １０月の第２月曜日の翌日  

同項に次の１号を加える。  

 (9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた日  

附  則  

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。  
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議案第５号関係資料 

多賀城市立学校の管理に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

新 旧 

多賀城市立学校の管理に関する規則 

昭和４０年１月１０日

多教委規則第１号

多賀城市立学校の管理に関する規則 

昭和４０年１月１０日

多教委規則第１号

第１条 略 

第２章 学年、学期及び休業日

（学年及び学期） 

第２条 略 

２ 学年を分けて次の２学期とする。 

第１学期 ４月１日から１０月の第２

月曜日まで 

第２学期 １０月の第２月曜日の翌日

から３月３１日まで 

３ 略 

（休業日） 

第３条 学校の休業日は、次のとおりとす

る。 

(1)～(4) 略 

(5) 夏季休業日 ７月２１日から８月２２

日まで 

(6) 秋季休業日 １０月の第２月曜日の翌

日 

(7) 略 

(8) 略 

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員

会が特に必要と認めた日 

以下 略 

第１条 略 

第２章 学年、学期及び休業日 

（学年及び学期） 

第２条 略 

２ 学年を分けて次の３学期とする。 

第１学期 ４月１日から７月３１日ま

で 

第２学期 ８月１日から１２月３１日

まで 

第３学期 １月１日から３月３１日ま

で 

３ 略 

（休業日） 

第３条 学校の休業日は、次のとおりとす

る。 

(1)～(4) 略 

(5) 夏季休業日 ７月２１日から８月２５

日まで 

(6) 略 

(7) 略 

以下 略 
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