
令和４年第４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４回教育委員会定例会議事日程 

                   令和４年４月２７日（水）

                    午後３時 開 会

多賀城市役所３階 第二委員会室

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 ４ 号  き事件の議案の作成に係る意見（工事請負契約

の締結））

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 ５ 号  き事件の議案の作成に係る意見（工事請負契約

の締結））

臨時代理事務  臨時代理の報告について（令和４年度多賀城市
報 告 第 ６ 号  一般会計補正予算（第１号）に対する意見）

臨時代理事務  臨時代理の報告について（多賀城市学校給食セ
報 告 第 ７ 号  ンター運営審議会委員の人事）

臨時代理事務  臨時代理の報告について（多賀城市社会教育委
報 告 第 ８ 号  員の人事）

臨時代理事務  臨時代理の報告について（多賀城市スポーツ推
報 告 第 ９ 号  進審議会委員の人事）

臨時代理事務  臨時代理の報告について（多賀城市立図書館運
報告第１０号  営審議会委員の人事）



議案第１０号  多賀城市いじめ問題専門委員会委員の人事につ
いて

議案第１１号  多賀城市学校給食センター運営審議会委員の人
        事について

日程第５ その他 
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諸 般 の 報 告

 令和４年第３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 

３月１７日、３月１６日深夜発生の福島県沖地震による被害確認のため、全小中

学校を臨時休業としました。 

３月１７日から２３日まで、福島県沖地震により学校給食センターの厨房設備等

が破損したことから、学校給食の提供を中止しました。 

３月１８日、小学校において、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、

来賓者数等を縮小して卒業式を執り行いました。 

３月３０日、令和４年第１回市議会臨時会が開催され、本日臨時代理事務報告し

ます「工事請負契約の締結（３件）」、「令和４年度多賀城市一般会計補正予算（第

１号）」について、原案のとおり可決されました。 

３月３１日、同日付けで退職となる定年退職者３名、依願退職者２名に辞令を交

付しました。 

４月１日、同日付けの人事異動に伴う辞令交付式を行い、新規採用４名、再任用

３名、再任用任期更新２名、配置換等３５名、任期延長２名、併任１名、昇任昇格６

名の計５３名に辞令を交付しました。 

同日、小中学校教職員の人事異動等に伴い、小学校３５名、中学校２５名の合計

６０名が本市に着任しました。 

４月４日、教職員服務宣誓式及び新規採用・転入教職員研修会を開催しました。 

４月５日、第１回全教職員研修会を開催しました。 

 ４月８日、市立小中学校の第１学期始業式及び入学式を行いました。新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止のため、入学式は規模を縮小し、換気を行いながら実施しま

した。同日現在の児童生徒数は、小学校が新入児童５５３名を含む３，４０４名、中

学校は新入生徒４７７名を含む１，５２５名で、合計４，９２９名です。 

 ４月１３日、「令和４年度第１回仙台管内教育委員会教育長会議」が宮城県仙台

合同庁舎で開催され、教育長が出席しました。 

４月１８日、「令和４年度宮城県都市教育長協議会総会」及び「令和４年度市町

村等教育委員会教育長・総務担当課長会議」が宮城県庁で開催され、教育長及び教育

委員会事務局次長が出席しました。 
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 ４月２４日、多賀城中学校で、４月２６日、高崎中学校で体育祭が行われました。 

 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 

４月６日、３～４か月児健康診査の会場で「ブックスタート事業」を開始しまし

た。１７組の親子に対して読み聞かせを行い、絵本を１冊ずつプレゼントしました。 

同日、「令和４年度多賀城市青少年育成センター青少年補導員新年度説明会、情

報交換会」を開催しました。青少年の健全な育成を目的とした巡回に当たっての注

意点などを説明し、意見交換及び情報共有を行いました。 

 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８日から３月２１日まで、令和３年度資料展「地域の文化財－高橋・新田村

－」を埋蔵文化財調査センター３階展示室で開催し、４４２名が観覧しました。 

（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４月２１日現在） 

 休業日 学校名 

 3月15日 多賀城東小学校（２年１組） 

 3月16日 

多賀城東小学校（第５学年） 

天真小学校（５年２組） 

城南小学校（１年４組） 

 3月22日 城南小学校（３年３組） 

 3月23日 城南小学校（３年３組） 

 3月24日 
城南小学校（３年３組） 

山王小学校（５年１組） 

 4月19日 山王小学校（第１学年） 

 4月20日 山王小学校（第１学年） 

 4月21日 山王小学校（１年１組、１年４組） 

 4月22日 山王小学校（第１学年） 
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（別表）社会教育事業等の開催状況 

（令和４年４月１８日現在） 

○文化センター（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

4月9日から 

4月10日まで 
春のホワイエ無料開放 23名 市会 

○大代地区公民館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 3月19日 
成人教育事業「ふしぎなふしぎな多賀城の昔ばなし」

講師：多賀城民話の会 
8名 大公 

 3月27日 

成人教育事業「多文化共生事業 アフリカンドラム

ワークショップ」 

講師：ともだち・カワン・コミュニティ、モフラン

・ムジカ 

12名 大公 

○市立図書館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 3月16日 「英語の本を楽しもう 英語多読サロン」 4名 市図 

 3月18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 

 3月19日 「キッズクラフト 花を咲かせましょう!」 10名 市図 

 3月19日 「図書館探検 館長と巡る図書館ツアー」 5名 市図 

 3月20日 

「本のソムリエに学ぶビジネススキル 柔軟な発想

を生む思考術編」 

講師：本のソムリエ 二本柳保氏 

3名 市図 

 3月26日 

「阿川佐和子の生きるピントがなんとな～く分かる

話」 

講師：阿川佐和子 氏 

114名 市図 

 4月1日 
「朝活 Good morning YOGA」 

講師：ヨガインストラクター 工藤葉子氏 
3名 市図 

 4月3日 「図書館探検 館長と巡る図書館ツアー」 4名 市図 

 4月6日 「英語の本を楽しもう 英語多読サロン」 3名 市図 
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 4月10日 「親子で一緒に 図書館探検隊！」 6名 市図 

 4月15日 
「夜活 一日の終わりにYOGA教室」 

講師：ヨガインストラクター 工藤葉子氏 
8名 市図 

 4月16日 「図書館探検 館長と巡る図書館ツアー」 3名 市図 

 4月16日 

「Art to You！関連イベント トーク＆ワークショ

ップ【大人になると、何故、絵を描かなくなるの

だろうか？】」 

講師：日本デザイナー芸術学院校長・イラストレー

ター 村上かつみ氏 

15名 市図 

 4月17日 

「本のソムリエに学ぶビジネススキル 自信が持て

るプレゼン術編」 

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 

3月24日 

4月9日 

社会体育事業「健康・スポーツ相談室」 

講師：株式会社activebody 
2名 総体 

 3月27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 氏 
5名 総体 

3月27日 

4月17日 

社会体育事業「おとなの朝活（ヨガ）」 

講師：西崎英子 氏、諏訪由美 氏 
24名 総体 

 4月8日 
地域スポーツ指導者派遣事業 

申請団体：旭ヶ岡町内会ハッピークラブ 
9名 市内 

3月15日～ 

4月13日 

（計7回） 

健康長寿課委託事業「健康ストレッチ教室」 

（3月17日分は福島県沖地震の影響により中止） 
173名

ヘルス 

山公 

大公 

【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４年４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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臨時代理事務報告第４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４年４月２７日提出  

                    多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  

6



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４年３月１８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４号関係資料
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臨時代理事務報告第５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４年４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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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４年３月１８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　　号関係資料５
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臨時代理事務報告第５号関係資料
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臨時代理事務報告第６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４年４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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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４年３月２４日  

多賀城市教育委員会   

教育長  麻生川  敦   

令和４年度多賀城市一般会計補正予算（第１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  号関係資料

令和４年度

教育委員会所管

一般会計補正予算（第１号）書

多賀城市教育委員会

38

臨時代理事務報告第６号関係資料
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議案第２６号  

   令和４年度多賀城市一般会計補正予算（第１号）  

 令和４年度多賀城市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第 １ 条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２９６，９９７千 円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７，４６６，９９７千円と

する。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

令和４年３月   日提出  

                    多賀城市長  深谷  晃祐  

40



15 5,416,732 185,672 5,602,404

2 国庫補助金 1,487,321 185,672 1,672,993

16 1,787,507 32,892 1,820,399

2 県補助金 385,748 28,312 414,060

3 県委託金 143,181 4,580 147,761

19 2,312,209 78,433 2,390,642

1 基金繰入金 2,312,206 78,433 2,390,639

27,170,000 296,997 27,466,997

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

国庫支出金

県支出金

繰入金

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円
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2 4,356,083 9,319 4,365,402

1 総務管理費 3,817,356 9,319 3,826,675

3 10,475,791 63,905 10,539,696

1 社会福祉費 3,781,242 13,906 3,795,148

2 児童福祉費 5,070,339 49,999 5,120,338

3 生活保護費 1,624,208 0 1,624,208

7 298,587 60,161 358,748

1 商工費 298,587 60,161 358,748

10 4,969,491 163,612 5,133,103

1 教育総務費 490,173 4,792 494,965

2 小学校費 467,305 88,381 555,686

3 中学校費 372,798 34,768 407,566

4 社会教育費 2,990,349 11,773 3,002,122

5 保健体育費 648,866 23,898 672,764

27,170,000 296,997 27,466,997

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

総務費

民生費

商工費

教育費

歳　　出　　合　　計
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１　総　　括

（歳　　入）

15 国庫支出金 5,416,732 185,672 5,602,404

16 県支出金 1,787,507 32,892 1,820,399

19 繰入金 2,312,209 78,433 2,390,642

27,170,000 296,997 27,466,997歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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（歳　　出）

2 総務費 4,356,083 9,319 4,365,402

3 民生費 10,475,791 63,905 10,539,696

7 商工費 298,587 60,161 358,748

10 教育費 4,969,491 163,612 5,133,103

27,170,000 296,997 27,466,997

款 計

 千円

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

歳　　出　　合　　計
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国庫支出金 県支出金 地　方　債 そ　の　他

64 9,255

53,309 5,312 5,284

23,000 37,161

132,299 4,580 26,733

185,672 32,892 78,433

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円  千円  千円  千円
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１６款　県支出金

　２項　県補助金

 千円

款　　　　　項　　　　　目 補正前の額 補　正　額

 千円

8

32,892千円

28,312千円

 千円

計

0 23,000商工費補助金 23,000

385,748 414,060計

１６款　県支出金

　３項　県委託金 4,580千円

32,892千円

県委託金 143,1813

28,312

147,761

5,291 4,580 9,871

4,580

教育費委託金2

143,181 147,761計

１９款　繰入金

　１項　基金繰入金 78,433千円

78,433千円

4,580

19 繰入金 2,312,209 78,433 2,390,642

基金繰入金 2,312,2061 2,390,639

756,967 78,433 835,400

78,433

財政調整基金繰入金1

2,312,206 2,390,639計 78,433
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 千円  千円

説　　　　　　　　　　　　　　明
節

区　　　　分 金　　　　　額

新型コロナウ
イルス感染症

〇新型コロナウイルス感染症緊急経済対策調整局23,0002
  1 新型コロナウイルス感染症対応事業者支援市町村事業補助金

23,000対応事業者支
　　　収入見込額　　　　　　　　       23,000
　　　　[第3期新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応事業者支援市町村事業補助金交付要綱]補助金

援市町村事業

　　　　[補正前 0円]
　　　　[補正後 23,000,000円]
　　　　補正額 23,000,000円-0円=23,000,000円
　　　計上済額　　　　　　　　　            0
　　　差引額　　　　　　　　　　       23,000

〇教育総務課4,5803 教育総務費委
  1 学力向上マネジメント支援事業委託金 4,580
　　　収入見込額　　　　　　　　        4,580

託金

　　　　[学力向上ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援事業実施要項]
　　　　[補正前 0円]
　　　　[補正後 4,580,000円×10/10=4,580,000円]
　　　　補正額 4,580,000円-0円=4,580,000円
　　　計上済額　　　　　　　　　            0
　　　差引額　　　　　　　　　　        4,580

〇財政課財政調整基金 78,4331
  1 財政調整基金繰入金 78,433繰入金
　　　収入見込額　　　　　　　　      835,400
　　　計上済額　　　　　　　　　      756,967
　　　差引額　　　　　　　　　　       78,433

　１６款　県支出金　１９款　繰入金
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9,340
国庫支出金

学校管理費1 263,766 5,4009,34014,740 278,506

372,798 11,87422,894

34,768千円

163,612千円

　３項　中学校費

１０款　教育費

34,768 407,566中学校費3

88,381467,305 555,686計 9,00079,381

30,042
国庫支出金

30,04230,042 205,054教育振興費2 175,012

49,339
国庫支出金

学校管理費1 292,293 9,00049,33958,339 350,632

467,305 9,00079,381

88,381千円

163,612千円

　２項　小学校費

１０款　教育費

88,381 555,686小学校費2

4,792490,173 494,965計 2124,580

4,580
県支出金

4,5804,792 492,476事務局費2 487,684 212

490,173 2124,5804,792 494,965教育総務費1

26,733136,879163,612 5,133,103教育費10 4,969,491

１０款　教育費

補　正　額　の　財　源　内　訳

 千円  千円  千円

その他地方債

補正前の額 特　　　　定　　　　財　　　　源

国県支出金

計

　１項　教育総務費

163,612千円

4,792千円

一般財源

 千円 千円

款　項　目

 千円  千円

補　正　額
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　　10 需用費 7,780

　１０款　教育費

工事請負費 5,34014
221,0499,400  1 学校施設維持管理事業［中学校］

〇教育総務課需用費 7,78010

　　　ＩＣＴ支援員派遣業務委託料 10,692
　　12 委託料 10,692
　　　消耗品費 19,350
　　10 需用費 19,350委託料 10,69212

139,98730,042  1 学校ＩＣＴ整備事業［小学校］
〇教育総務課需用費 19,35010

　　　多賀城小学校暖房機設置工事 33,949
　　　小学校エアコン設置工事 9,240
　　14 工事請負費 43,189
　　　印刷製本費 150
　　10 需用費 150

43,339  2 学校環境整備事業［小学校］
　　　学校用備品購入費 2,700

2,70017 　　17 備品購入費 2,700備品購入費

　　10 需用費 12,300
　　　消耗品費 12,300

工事請負費 43,18914
201,77715,000  1 学校施設維持管理事業［小学校］

〇教育総務課需用費 12,45010

4,580
　　　学力向上マネジメント事業学力検査業務等委託料
　　12 委託料 4,580

4,58012 　　08 旅費 62委託料

　　07 報償費 150
　　　報償金 150

旅費 628
5,8324,792  1 教職員研修支援事業

報償費 1507 〇教育総務課

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円  千円 千円

既定事業費

節
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11,7732,990,349 3,002,122計 5,6476,126

4,137
国庫支出金

3 43,815 1,5524,1375,689 49,504公民館費

興費
社会教育振2 2,193,392 3,0003,000 2,196,392

1,989
国庫支出金務費

社会教育総1 211,751 1,0951,9893,084 214,835

2,990,349 5,6476,126

11,773千円

163,612千円

　４項　社会教育費

１０款　教育費

11,773 3,002,122社会教育費4

34,768372,798 407,566計 11,87422,894

13,554
国庫支出金

教育振興費2 109,032 6,47413,55420,028 129,060

計

 千円  千円

　３項　中学校費

１０款　教育費

補　正　額　の　財　源　内　訳

 千円  千円  千円

款　項　目 補　正　額補正前の額
一般財源

 千円 千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

国県支出金 その他地方債

163,612千円

34,768千円
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　１０款　教育費

　　　換気扇更新工事 2,156
　　　体育館網戸設置工事 1,941
　　14 工事請負費 4,097
　　　ネットワーク環境整備等業務委託料 1,449

4,09714 　　12 委託料 1,449工事請負費
　　　通信運搬費 103

1,44912 　　11 役務費 103委託料

　　10 需用費 40
　　　印刷製本費 40

役務費 10311
15,9435,689  1 山王地区公民館管理運営事業

〇山王地区公民館

　　　消耗品費 3,000

需用費 4010

　　10 需用費 3,000
3,000  1 市立図書館管理運営事業

〇生涯学習課
316,777

　　　庁用備品購入費 172

需用費 3,00010

　　17 備品購入費 172
　　　総合体育館ネットワーク環境整備業務委託料 923

17217 　　12 委託料 923備品購入費
　　　消耗品費 1,989

委託料 92312 　　10 需用費 1,989

〇生涯学習課
5,8793,084  1 生涯学習課庶務事務

需用費 1,98910

　　　ＩＣＴ支援員派遣業務委託料 7,128
　　12 委託料 7,128
　　　消耗品費 12,900
　　10 需用費 12,900委託料 7,12812

74,91020,028  1 学校ＩＣＴ整備事業［中学校］
〇教育総務課

　　　中学校エアコン設置工事 5,340

需用費 12,90010

　　14 工事請負費 5,340
5,340  2 学校環境整備事業［中学校］

　　　学校用備品購入費 1,620
　　17 備品購入費 1,620

1,62017 　　　消耗品費 7,780備品購入費

 千円 千円

既定事業費
区　　分

節

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

千円
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23,898648,866 672,764計 23,898

23,898
国庫支出金理費

2 521,410 23,898学校給食管 23,898 545,308

 千円

23,89823,898 672,764保健体育費5 648,866

　５項　保健体育費

款　項　目

 千円  千円

地方債

補　正　額補正前の額

 千円

計

23,898千円

一般財源

 千円 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

 千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

国県支出金 その他

163,612千円１０款　教育費
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　１０款　教育費

　　　学校給食真空冷却器設置業務委託料 23,898
　　12 委託料 23,898

33,96923,898  1 学校給食センター運営事業
委託料 23,89812 〇学校給食センター

既定事業費
区　　分

 千円 千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

千円

節
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臨時代理事務報告第７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４年４月２７日提出  

多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  

66



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４年３月３１日  

多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  

多賀城市学校給食センター運営審議会の人事について  

このことについて、下記のとおり解職する。  

記  

区分  発令年月日  氏名  現職等  

解職  令和４年３月３１日  高野  薫  高崎中学校長  
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臨時代理事務報告第７号関係資料 

多賀城市学校給食センター運営審議会委員名簿

任期 令和３年７月１日～令和５年６月３０日 

番号 氏 名 役 職 名 規則による位置付け 備考 

１ 丸田 浩之 多賀城小学校長 
第１号委員 

市立学校の校長 

２ 佐々木朝海 天真小学校長 
第１号委員 

市立学校の校長 

３ 松浦 晃弘 城南小学校長 
第１号委員 

市立学校の校長 

４ 浅野 芳博 第二中学校長 
第１号委員 

市立学校の校長 

５ 高野 薫 高崎中学校長 
第１号委員 

市立学校の校長 

令和４年 

３月３１日 

解職

６ 小原 徹 
多賀城東小学校 

父母教師会長 

第２号委員 

児童生徒の保護者 

７ 鈴木 慶喜 
山王小学校 

父母教師会長 

第２号委員 

児童生徒の保護者 

８ 吉川 麦 
多賀城八幡小学校 

父母教師会 副会長 

第２号委員 

児童生徒の保護者 

９ 大竹 優也 
多賀城中学校 

父母教師会長 

第２号委員 

児童生徒の保護者 

１０ 荒若 健志 
東豊中学校 

父母教師会長 

第２号委員 

児童生徒の保護者 

１１ 川端 淑子 
塩釜保健所環境衛生部

総括次長 

第３号委員 

関係行政機関の代表者 

１２ 叶 佐江子 
塩釜地区薬剤師会 

薬剤師 

第４号委員 

学識経験者 

１３ 遠藤 剛 
仙台農業協同組合 

多賀城支店長 

第４号委員 

学識経験者 

○委員の構成 

市立学校の校長 児童生徒の保護者 関係行政機関の代表者 学識経験者 計 

５ ５ １ ２ １３
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関係例規等（抜粋） 

教育長に対する事務委任等規則 

（教育委員会議決事項） 

第２条 次の各号に掲げる事項は、教育委員会の会議において議決を受けなければな

らない。 

 (1)から(8) 省略 

 (9) 附属機関の構成員を委嘱し、又は解職すること。 

 以下省略 

多賀城市学校給食センター条例 

（学校給食センター運営審議会） 

第５条 教育委員会の諮問に応じ、給食センターの運営に関する重要事項について調

査審議するため、多賀城市学校給食センター運営審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

２ 審議会は、委員１５人以内をもつて組織する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

４ 前２項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委 

員会規則で定める。 

多賀城市学校給食センター条例施行規則 

 （学校給食センター運営審議会） 

第３条 条例第５条の規定による学校給食センター運営審議会（以下「審議会」とい

う。）の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

 (1) 市立学校の校長 

 (2) 児童生徒の保護者 

 (3) 関係行政機関の代表者 

 (4) 学識経験者 
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臨時代理事務報告第８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４年４月２７日提出  

多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  

70



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４年３月３１日  

多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  

多賀城市社会教育委員の人事について  

このことについて、下記のとおり解職する。  

記  

区分  発令年月日  氏名  現職等  

解職  令和４年３月３１日  高野  薫  高崎中学校長  
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臨時代理事務報告第８号関係資料

多賀城市社会教育委員名簿 

任期 令和３年６月１日～令和５年５月３１日 

NO 氏名 職 条例による位置付け 備考 

1 高野 薫 高崎中学校長 学校教育関係者 
令和４年３月３１日解職 

2 大竹 優也 
父母教師会連合会会長（多賀城

中学校父母教師会会長） 
学校教育関係者 

3 櫻井 やえ子 多賀城市婦人会連合会会長 社会教育関係 

4 佐藤 智子 
多賀城市芸術文化協会第三部会

長 
社会教育関係 

5 沼倉 亜紀子 
学校支援地域本部事業コーディ

ネーター 
社会教育関係 

6 柴田 十一夫 多賀城市町内会連絡協議会会長 社会教育関係 

7 五代儀 良子 読み聞かせボランティア 
家庭教育の向上に資

する活動を行う者 

8 佐々木 啓通 
多賀城市家庭教育支援チーム

あんだんて代表 

家庭教育の向上に資

する活動を行う者 

9 木島 美智子 
元第二中学校長 

前社会教育指導員 
学識経験者 

10 水谷 修 東北学院大学 教養学部長 学識経験者 

○委員の構成

学校教育関係者 2

社会教育関係者 4

家庭教育の向上に資する活動を行う者 2

学識経験者 2

計 10

～ 多賀城市社会教育委員の設置に関する条例（抜粋） ～ 

（組織） 

第 1条 社会教育法(昭和 24年法律第 207 号)第 15 条第 1項の規定により、多賀城市に社会教育委員

(以下「委員」という。)を置く。 

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験

のある者の中から教育委員会が委嘱する。 

第 2条 委員の定数は、10 名以内とする。 

第 3条 委員の任期は、2年とする。但し病気その他特別の事由があるときは任期中においても解嘱

することができる。 

2 前項の任期は委嘱の日から起算する。 

3 委員に欠員を生じたときは、補充することができる。補充した委員の任期は前任者の残任期間と

する。 
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臨時代理事務報告第９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４年４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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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４年３月３１日  

多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  

多賀城市スポーツ推進審議会の人事について  

このことについて、下記のとおり解職する。  

記  

区分  発令年月日  氏名  現職等  

解職  令和４年３月３１日  橋元  伸二  多賀城中学校長  
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臨時代理事務報告第９号関係資料 

多賀城市スポーツ推進審議会委員名簿 

任期 令和３年６月１日～令和５年５月３１日 

NO 氏名 現職等 条例による位置付け 備考 

1 天 野 和 彦 東北学院大学准教授 学識経験者 

2 永 田 秀 隆 仙台大学教授 学識経験者 

3 磯 部 裕 子 宮城学院女子大学教授 学識経験者 

4 橋 元 伸 二 多賀城中学校長 関係行政機関職員 
令和 4 年 3 月 31 日

解職 

5 石 山  恵 多賀城中学校教諭 関係行政機関職員 
令和 4年 4 月 1 日

高崎中学校から異動

6 古 川 祥 枝 多賀城市民スポーツクラブ職員 関係行政機関職員  

7 青 島 大 輔 株式会社 activebody 代表取締役 
教育委員会が必要と認

める者 

8 阿 部 福 次 多賀城市体育協会会長 
教育委員会が必要と認

める者 

9 和 泉 匡 倫 多賀城市民スポーツクラブ指導者 
教育委員会が必要と認

める者 

10 齋 藤 繁 夫 多賀城市スポーツ少年団本部長 
教育委員会が必要と認

める者 

○委員の構成 

学識経験者 3 

関係行政機関職員 3 

教育委員会が必要と認める者 4 

計 10 

○多賀城市スポーツ推進審議会条例（抜粋） 

第３条 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 関係行政機関の職員 

(3) 前２号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。
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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４年４月１日

多賀城市教育委員会

教育長 麻生川 敦 

多賀城市学校給食センター運営審議会委員の人事について

このことについて、下記のとおり委嘱する。

記

区分 発令年月日 氏名 現職等

委嘱 令和４年４月１日 島田 拓 高崎中学校長
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臨時代理事務報告第１０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４年４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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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４年３月３１日  

多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  

多賀城市立図書館運営審議会の人事について  

このことについて、下記のとおり解職する。  

記  

区分  発令年月日  氏名  現職等  

解職  令和４年３月３１日  橋元  伸二  多賀城中学校長  
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臨時代理事務報告第１０号関係資料

多賀城市立図書館運営審議会委員名簿 

任期 令和 2年 6月 1日～令和 4年 5月 31 日 

NO 氏名 職 条例による位置付け 備考 

1 丸田 浩之 多賀城小学校校長 学校教育関係者  

2 橋元 伸二 多賀城中学校校長 学校教育関係者 令和 4 年 3月 31 日

解職

3 内海 景子 山王小学校教諭 学校教育関係者  

4 金田 裕美 多賀城第二中学校教諭 学校教育関係者  

5 村上 秀典 多賀城市私立幼稚園連合会長 学校教育関係者  

6 五代儀 良子 多賀城市社会教育委員 社会教育関係者  

7 千葉 則敏 宮城県図書館企画管理部長 社会教育関係者  

8 宮城 裕子 図書館ボランティア 家庭教育の向上に 

資する活動を行う者 

9 佐々木 優美 家庭文庫主宰 学識経験者  

10 渡辺 豊 元毎日新聞記者 その他教育委員会が

必要と認める者 

○委員の構成 

学校教育関係者 5 

社会教育関係者 2 

家庭教育の向上に資する活動を行う者 1 

学識経験者 1 

その他教委員会が必要と認める者 1 

計 10 

～ 多賀城市立図書館運営審議会条例（抜粋） ～

（組織） 

第３条 審議会は、委員１０人以内で組織する. 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

 (1) 学校教育及び社会教育に関係する者 

 (2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

 (3) 学識経験のある者 

 (4) 前３号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。
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議案第１０号  

   多賀城市いじめ問題専門委員会委員の人事について  

 このことについて、下記のとおり委嘱する。  

記  

区分 発令年月日  氏名  現職等  

委嘱 令和４年５月１日  小野  敬弘  宮城県多賀城高等学校長  

委嘱 令和４年５月１日  星山  純一郎  多賀城小学校学校評議員  

委嘱 令和４年５月１日  佐々木  正範  

青 少 年 健 全 育 成 多 賀 城 市 民

会議会長  

委嘱 令和４年５月１日  伊藤  佑紀  弁護士  

委嘱 令和４年５月１日  齋藤  昭雄  人権擁護委員  

委嘱 令和４年５月１日  石井  アケミ  医師  

委嘱 令和４年５月１日  簗場  玲子  

宮 城 県 仙 台 保 健 福 祉 事 務 所

技術副参事兼総括技術次長  

委嘱 令和４年５月１日  平泉  拓  臨床心理士  

委嘱 令和４年５月１日  横山  知佳  宮城県中央児童相談所技師  

令和４年４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１０号関係資料 

多賀城市いじめ問題専門委員会委員名簿 

任期 令和４年５月１日～令和６年４月３０日 

氏 名 現職等 
条例による 

位置付け 

小野 敬弘 宮城県多賀城高等学校長 教育関係 

星山 純一郎 多賀城小学校学校評議員 教育関係 

佐々木 正範 青少年健全育成多賀城市民会議会長 教育関係 

伊藤 佑紀 弁護士 法律関係 

齋藤 昭雄 人権擁護委員 法律関係 

石井 アケミ 医師 医療関係 

簗場 玲子 宮城県仙台保健福祉事務所技術副参事兼総括技術次長 医療関係 

平泉 拓 臨床心理士 心理関係 

横山 知佳 宮城県中央児童相談所技師 福祉関係 

○委員の構成 

教育関係 法律関係 医療関係 心理関係 福祉関係 計 

３ ２ ２ １ １ ９ 

～多賀城市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例（抜粋）～ 

第３章 多賀城市いじめ問題専門委員会 

 （設置） 

第６条 法第１４条第３項の規定に基づき、多賀城市いじめ問題専門委員会（以下「専門

委員会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第７条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策、法第２

８条第１項に規定する重大事態に係る事実関係その他教育委員会が必要と認める事項に

ついて調査審議する。 

 （組織） 

第８条 専門委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 専門委員会の委員（以下この章において「委員」という。）は、教育、法律、医療、心

理、福祉等に関し専門的知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

 （任期） 

第９条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 
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議案第１１号  

多賀城市学校給食センター運営審議会委員の人事について  

このことについて、下記のとおり委嘱する。  

記  

区分  発令年月日  氏名  現職等  

委嘱 令和４年５月１日  島田  拓  高崎中学校長  

令和４年４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１１号関係資料 

多賀城市学校給食センター運営審議会委員名簿

任期 令和３年７月１日～令和５年６月３０日 

番号 氏 名 役 職 名 規則による位置付け 備考 

１ 丸田 浩之 多賀城小学校長 
第１号委員 

市立学校の校長 

２ 佐々木朝海 天真小学校長 
第１号委員 

市立学校の校長 

３ 松浦 晃弘 城南小学校長 
第１号委員 

市立学校の校長 

４ 浅野 芳博 第二中学校長 
第１号委員 

市立学校の校長 

５ 島田 拓 高崎中学校長 
第１号委員 

市立学校の校長 

令和４年 

５月１日 

委嘱

６ 小原 徹 
多賀城東小学校 

父母教師会長 

第２号委員 

児童生徒の保護者 

７ 鈴木 慶喜 
山王小学校 

父母教師会長 

第２号委員 

児童生徒の保護者 

８ 吉川 麦 
多賀城八幡小学校 

父母教師会 副会長 

第２号委員 

児童生徒の保護者 

９ 大竹 優也 
多賀城中学校 

父母教師会長 

第２号委員 

児童生徒の保護者 

１０ 荒若 健志 
東豊中学校 

父母教師会長 

第２号委員 

児童生徒の保護者 

１１ 川端 淑子 
塩釜保健所環境衛生部

総括次長 

第３号委員 

関係行政機関の代表者 

１２ 叶 佐江子 
塩釜地区薬剤師会 

薬剤師 

第４号委員 

学識経験者 

１３ 遠藤 剛 
仙台農業協同組合 

多賀城支店長 

第４号委員 

学識経験者 

○委員の構成 

市立学校の校長 児童生徒の保護者 関係行政機関の代表者 学識経験者 計 

５ ５ １ ２ １３
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関係例規等（抜粋） 

教育長に対する事務委任等規則 

（教育委員会議決事項） 

第２条 次の各号に掲げる事項は、教育委員会の会議において議決を受けなければな

らない。 

 (1)から(8) 省略 

 (9) 附属機関の構成員を委嘱し、又は解職すること。 

 以下省略 

多賀城市学校給食センター条例 

（学校給食センター運営審議会） 

第５条 教育委員会の諮問に応じ、給食センターの運営に関する重要事項について調

査審議するため、多賀城市学校給食センター運営審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

２ 審議会は、委員１５人以内をもつて組織する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

４ 前２項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委 

員会規則で定める。 

多賀城市学校給食センター条例施行規則 

 （学校給食センター運営審議会） 

第３条 条例第５条の規定による学校給食センター運営審議会（以下「審議会」とい

う。）の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

 (1) 市立学校の校長 

 (2) 児童生徒の保護者 

 (3) 関係行政機関の代表者 

 (4) 学識経験者 
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