
令和４年第１１回 
教育委員会定例会議案 

多賀城市教育委員会 



令和４年第１１回教育委員会定例会議事日程 

                   令和４年１１月２４日（木）

                    午後５時３０分 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 その他 



諸 般 の 報 告

 令和４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 

１１月１日、「令和４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、

教育文化功労として個人１３名が受彰されました。 

同日、「令和４年文化の日表彰」が仙台国際センターで行われ、教育文化功労と

して菊池すみ子前教育委員が表彰されました。 

１１月３日、秋の叙勲の受章者が発表され、教育功労として浅野憲隆前教育委員

が瑞宝双光章を受章しました。 

１１月４日、「令和４年宮城県教育功労者表彰式典」が宮城県庁で行われ、教育

行政功績者として個人５名、１団体が受彰されました。 

１１月５日、「令和４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１５日、「宮城県教育委員会・市町村教育委員会教育懇話会（全体会議）」

がホテル白萩で開催され、教育長が出席しました。 

１１月１７日、「教職員全体研修会」を高崎中学校で開催し、オンラインで各小

中学校へ配信を行いました。 

１１月１８日、市議会全員協議会が開催され、教育長、教育部長が出席しまし

た。 

前回定例会以降の新型コロナウイルス感染症による小中学校の臨時休業状況は、

別表のとおりです。 

■生涯学習課関係 

１１月３日、多賀城市芸術文化協会主催「第４９回文化祭」が、文化センター

で開催され、約７２０名の来場がありました。 

１１月９日、「令和４年度第１回多賀城市スポーツ推進審議会」を開催し、令

和３年度事業報告、令和４年度事業計画及び進捗状況を説明し、御意見をいただ

きました。 

１１月１０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。

市役所本庁舎前から東回り、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「啓発のチラシとポケットティッシュ」を配布しました。 

１１月１３日、「第４１回多賀城市民音楽祭」が文化センターで開催され、   

１２団体の出演があり、１５７名が参加しました。 

同日、「スイーツウォーキング」を、多賀城政庁跡周辺で開催し、１２４名が
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参加しました。４ｋｍ程度のウォーキングコースを歩き、チェックポイントでは

地元菓子店のスイーツを楽しみました。 

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 

９月２４日から１０月２２日まで、「史跡指定１００周年 見て聞いて歩いて知

る多賀城跡」をテーマに歴史講座（全４回）を開催し、３５名（延べ１１４名）が

参加しました。 

１０月１日から１０月２３日まで、市立図書館３階ギャラリーで、多賀城跡附寺

跡史跡指定１００周年記念特別展「これまでの１００年 これからの１００年―多

賀城跡史跡指定１００周年記念－」を開催し、４５０名が観覧しました。 

１１月９日、第１５回南門復元整備検討委員会を開催しました。 

１１月１５日、全国史跡整備市町村協議会臨時大会が東京都で開催され、市長及

び文化財課長が出席しました。 

（別表）新型コロナウイルス感染症による小中学校の臨時休業状況 

（令和４年１１月１８日現在） 

 休業日 学校名 

 11月1日、11月2日 多賀城小学校（２年２組） 

 11月3日、11月4日 第二中学校（１年１組、２年２組） 

 11月9日、11月10日 
城南小学校（３年３組） 

東豊中学校（３年１組） 

 11月15日、11月16日 

多賀城東小学校（５年２組） 

城南小学校（４年３組） 

多賀城八幡小学校（４年２組） 

 11月16日、11月17日 城南小学校（２年３組） 

（別表）社会教育事業等の開催状況 

（令和４年１１月１４日現在） 

○文化センター（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 10月23日 たがぶんハロウィンパーティー2022 1,147名 市会 
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○中央公民館 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 10月20日 

高齢者教育事業 多賀城大学「人探し・事件性判

断の基礎調査・近隣トラブル・ペット捜索など意

外と知らない、探偵の仕事とは」 

講師：Truth探偵事務所 和泉泰彦氏 

 41名 市会 

 10月21日 

地域交流事業「多賀城はじめてスマホ会in中央」 

（午前：基礎編、午後：SNS編） 

講師：ソフトバンク株式会社 

22名 市会 

 10月23日 

青少年教育講座「ふれあい森林教室」 

講師：ＮＰＯ法人 

宮城県森林インストラクター協会 

31名
グランデ

ィ21  

 10月29日 子ども映画会「みんなの童話」他 27名 市会 

○山王地区公民館 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 10月19日 

高齢者教育事業 山王大学後期講座「座ったままで

の健康法～指ヨガ体験～」 

講師：八鍬裕子氏 

16名 山公 

 10月23日 
家庭教育事業「親子レク・スポーツまつり」 

指導：多賀城市レクリエーション協会 
32名 山公 

10月27日 

(計2回) 

地域交流事業「多賀城はじめてスマホ会in山王」 

（午前：基礎編、午後：マイナンバー編） 

講師：ソフトバンク株式会社 

13名 山公 

 11月12日 

成人教育事業「古地図で巡る 出張ブラサンノウ 

八幡編」 

講師：埋蔵文化財調査センター研究員 山極優子氏

15名
市内八

幡地区 

 11月13日 
家庭教育事業「こども落語体験ワークショップ＆落

語会」 
82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 

10月18日 

・25日 

(計4回) 

成人教育事業「多賀城はじめてスマホ会in大代」 

（午前：基礎編、午後：マイナンバー編・ＳＮＳ編）

講師：ソフトバンク株式会社 

32名 大公 
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 10月22日 地域交流事業「多文化共生事業 体育室開放」 25名 大公 

 10月28日 成人教育事業「メタバースツアー」 8名 大公 

 11月9日 

高齢者教育事業 山茶花大学「ものの値段は何故上

がる、なぜ下がる」 

講師：日本銀行仙台支店 吉田千穂 氏 

19名 大公 

○市立図書館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

10月1日～ 

11月7日 
本探しのお手伝い「図書館司書の一袋選書」 8名 市図 

10月14日～

21日 

保育展2022「えがおいっぱい☆たのしいこそだて」

（市基幹保育所との連携事業) 
243名 市図 

10月19日・ 

11月2日 

（計2回） 

「英語の本を楽しもう 英語多読サロン」 4名 市図 

 10月21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 
7名 市図 

 10月22日 「キッズクラフト  ハロウィンのお面をつくろう」 18名 市図 

 10月22日 

「本のソムリエに学ぶビジネススキル メンタルケ

ア術編」 

講師：本のソムリエ 二本柳保氏    

4名 市図 

 10月23日 
「親子で楽しむ 星座のひみつ」 

講師：仙台市天文台 千田華氏 
17名 市図 

 10月27日 

「おやこが笑顔になる キッズマッサージとふれあ

い遊び」 

講師：チャイルドケアスペシャリスト 

 遠藤しのぶ氏 

4名 市図 

 10月30日 
「Halloween Party （ハロウィンパーティー） 

2022 in Tagajo City Library」 
185名 市図 

 11月3日 「Book Swap（ブックスワップ） Japan in TAGAJO」 636名 市図 

 11月3日 
「熊谷沙羅さんトークイベント 本と人をつなぐ 

―中学生の私がはじめた川の図書館―」 
20名 市図 

 11月6日 「図書館探検 館長と巡る図書館ツアー」 5名 市図 
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○総合体育館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 10月23日 社会体育事業「おとなの朝活（ヨガ）」 16名 総体 

 10月23日 社会体育事業「おとなの朝活（トレーニング）」 8名 総体 

10月29日、 

11月12日 
社会体育事業「健康・スポーツ相談室」 7名 総体 

 10月30日 社会体育事業「多賀城さざんかミニマラソン」 102名 緑地 

 11月6日 社会体育事業「多賀城市民スポーツ大会卓球大会」 88名 総体 

10月18日～ 

11月10日 

(計8回) 

健康長寿課委託事業「健康ストレッチ教室」 170名

ヘルス 

大公 

山公 

10月24日～ 

11月8日 

(計3回) 

地域スポーツ指導員派遣事業 

申請団体：桜木保育所、向山いきいきサロン、笠神

認定こども園 

61名 市内 

【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  緑地：うしちゃん多賀城緑地公園

令和４年１１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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