
 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年第７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７回教育委員会定例会議事日程 

 

                   令和４年７月２７日（水） 

                    午後１時１５分 開 会 

多賀城市役所２階 ２０１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１８号  多賀城市文化財保護委員会委員の人事について 
         
議案第１９号  令和５年度使用教科用図書の採択について 

 

日程第５ その他 

 

 



諸 般 の 報 告                 

 

 令和４年第６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 

  ６月２３日、「塩釜地区租税教育推進協議会定期総会」が塩釜税務署で開催され、

教育長が出席しました。 

  ６月２８日、株式会社太陽工業から教育委員会へ通訳機の寄附があり、贈呈式

が行われました。 

  ７月１日、「二市三町教育長会議」が松島町役場で開催され、教育長が出席し

ました。 

  ７月５日、「仙台管内教育長会議」が仙台合同庁舎で開催され、教育長が出席

しました。 

  ７月１５日、「令和４年度第２回仙台地区教科用図書採択協議会」が塩竈市壱

番館で開催され、同協議会での結果を踏まえて、本日の定例会に議案を提出して

おります。 

市内の小中学校では、７月２１日から８月２２日までの夏休みに入っておりま

す。 

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 

 ５月１１日から６月２９日までの毎週水曜日に、包括連携協定を締結している

東北学院大学の協力のもと、東北学院大学多賀城キャンパスで「地域市民のため

の大学公開講座」を全８回開催し、３９名が参加しました。 

 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 

  ７月１日、令和４年度全国史跡整備市町村協議会第１回役員会が東京都で開催



され、市長及び文化財課長が出席しました。 

７月２日、速報展関連企画「多賀城市遺跡調査報告会」を多賀城市市民活動サ

ポートセンターで開催し、２６名が参加しました。 

  ７月１４日及び１５日、全国史跡整備市町村協議会東北地区協議会総会及び研  

修会が山形県酒田市で開催され、次長が出席しました。 

 

（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７月２０日現在） 

 休業日 学校名 

 7月19日 多賀城小学校（４年１組） 

 7月20日 多賀城小学校（４年１組） 

 

（別表）社会教育事業等の開催状況 

（令和４年７月１５日現在） 

○市民会館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 6月19日 主催事業「たがぶん自習室」 2名 中公 

 6月29日 主催事業「サークルマーケット」 220名 市会 

 

○中央公民館 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 6月16日 

高齢者教育事業「多賀城大学前期講座 防犯してま

すか？『泥棒に入られないため、防犯イロハ』」 

講師：株式会社アーネスト(カギの救急車勾当台店)

成田 敦 氏 

39名 市会 

 6月18日 

青少年教育講座「子どもコマ大戦in多賀城 中央公

民館場所」 

講師：株式会社岩沼精工 

23名 市会 

 7月9日 

家庭教育講座「母と娘の性教育講座」 

講師：一般社団法人宮城県助産師会助産師  

新沼 映子 氏 

23名 中公 



 

○山王地区公民館 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 6月25日 

成人教育事業「ハーブバターづくり講座」 

講師：ＪＡＭＨＡ認定シニアハーバルセラピスト 

さいとう よしえ 氏 

11名 山公 

 7月13日 

高齢者教育事業「山王大学前期講座 むくみは体か

らのＳＯＳサイン」 

講師：東北文化学園大学 小野部 純 氏 

19名 山公 

 

○大代地区公民館 

開催日 内容 参加者数 会場 

6月14日 

成人教育事業「睡眠と健康の知恵講座 人生100年

時代！くらしに役立つ睡眠と健康の知恵袋」 

講師：明治安田生命相互会社 千葉 順子 氏 

9名 大公 

6月21日 

成人教育事業「睡眠と健康の知恵講座 人生100年

時代！よい睡眠とれていますか？ちょっとした工夫

で睡眠満足度アップ！」 

講師：明治安田生命相互会社 千葉 順子 氏 

10名 大公 

7月13日 

高齢者教育事業「山茶花大学 日本遺産 政宗が育

んだ“伊達”な文化について」 

講師：宮城県文化財保護課保存活用班 

6名 大公 

 

○市立図書館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 6月15日 英語の本を楽しもう 英語多読サロン 2名 市図 

 6月17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 
6名 市図 

 6月18日 図書館探検 館長と巡る図書館ツアー 5名 市図 

 6月19日  

本のソムリエに学ぶビジネススキル スキマ時間を活

かす時間術編 

講師：本のソムリエ 二本柳保 氏 

2名 市図 

 6月25日 写真の撮り方講座 構図練習編 4名 市図 

 6月25日 
キッズクラフト キラキラおさかなのタペストリー

をつくろう！ 
8名 市図 



6月26日 

多賀城民話の会による 民話語りのひととき 「人」

編 

講師：多賀城民話の会 

14名 市図 

6月26日 

暮らしによりそう花と緑のワークショップ 紅花

のリース 

講師：株式会社 多賀城フラワー 

12名 市図 

7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 
6名 市図 

7月3日 図書館探検 館長と巡る図書館ツアー 3名 市図 

7月6日 英語の本を楽しもう 英語多読サロン 2名 市図 

7月10日 親子で一緒に 図書館探検隊！ 6名 市図 

7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 
5名 市図 

 

 

○総合体育館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 

6月14日～ 

7月12日 

（計14回） 

地域スポーツ指導者派遣事業 

申請団体：東田中南多賀モリ会、スマイル桜木、

いとぐるま、あすなろ会、育自の会、小学生事

業「トランポリンを楽しもう」、希望サークル、

向山いきいきサロン、鶴ケ谷多賀モリ会、浮島

多賀モリ会、笠神認定こども園、高橋多賀モリ

会、下馬サロン 

259名 市内 

 

6月18日～ 

7月15日 

（計4回） 

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 

 6月19日 
社会体育事業「ウォーキングサッカー体験会」 

講師：宮城県サッカー協会 
27名 STEP 

 

6月20日～ 

7月14日 

（計6回） 

社会体育事業「学校体育を克服！運動教室」 81名 総体 

 7月3日 
社会体育事業「海の安全教室」 

講師：海上保安部 
70名 市プ 



 

6月15日～ 

7月13日 

（計8回） 

健康長寿課委託事業「健康ストレッチ教室」 153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 
市プ：市民プール  ヘルス：シルバーヘルスプラザ  

   STEP：さんみらい多賀城イベントプラザ STEP 

 

令和４年７月２７日提出 

 

                        多賀城市教育委員会 

                          教育長 麻生川 敦  





議案第１８号  

 

   多賀城市文化財保護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  経  歴  等  

委嘱  令和４年８月１日  飯淵  康一  東北大学名誉教授  

委嘱  令和４年８月１日  大平  聡  宮城学院女子大学教授  

委嘱  令和４年８月１日  加藤  文男  多賀城鹿踊保存会会長  

委嘱  令和４年８月１日  菊池  光信  市川区長  

委嘱  令和４年８月１日  白鳥  良一  元東北歴史博物館副館長  

委嘱  令和４年８月１日  J.F.モリス  東 北 大 学 災 害 科 学 国 際 研 究 所

客員教授  

委嘱  令和４年８月１日  鈴木  朝二  東北学院大学非常勤講師  

委嘱  令和４年８月１日  鈴木  由利子  宮城学院女子大学非常勤講師  

委嘱  令和４年８月１日  高橋  栄一  多賀城跡調査研究所所長  

委嘱  令和４年８月１日  藤沼  邦彦  元弘前大学教授  

 

   令和４年７月２７日提出  

多賀城市教育委員会  

教育長  麻生川  敦  



議案第１８号関係資料 

多賀城市文化財保護委員会委員名簿 

 

任期 令和４年８月１日から令和６年７月３１日まで 

NO 氏名 経歴等 分野 備考 

1 飯淵 康一 東北大学名誉教授 建築史 再任 

2 大平  聡 宮城学院女子大学教授 近現代史 再任 

3 加藤 文男 多賀城鹿踊保存会会長 郷土芸能 再任 

4 菊池 光信 市川区長 地域代表 新任 

5 白鳥 良一 元東北歴史博物館副館長 考古学 再任 

6 
J・F・モリス 

（John Francis MORRIS） 
東北大学災害科学国際研究所客員教授 近世史 再任 

7 鈴木 朝二 東北学院大学非常勤講師 歴史教育 再任 

8 鈴木 由利子 宮城学院女子大学非常勤講師 民俗 再任 

9 高橋 栄一 多賀城跡調査研究所長 調査研究 再任 

10 藤沼 邦彦 元弘前大学教授 考古学 再任 

 

〇委員の構成（参考） 

建築史 近現代史 郷土芸能 地域代表 考古学 近世史 歴史教育 民俗 調査研究 

１ １ １ １ ２ １ １ １ １ 

 

～教育長に対する事務委任等規則（抜粋）～ 

(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)～(8) 略 

(9) 附属機関の構成員を委嘱し、又は解職すること。 

(10)～(16) 略 

 

～多賀城市文化財保護条例（抜粋）～ 

（文化財保護委員会） 

第６条 教育委員会の諮問に応じ、市指定文化財の指定及び解除並びに文化財の保存活用に関する重要事

項について調査審議するため、多賀城市文化財保護委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は委員１０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、委員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。 

 

 

 



～多賀城市文化財保護条例施行規則（抜粋）～ 

（文化財保護委員会） 

第２条 多賀城市文化財保護委員会（以下「保護委員会」という。）の委員は、文化財に関し識見を有す

る者のうちから教育委員会が任命する。 

第３条 保護委員会に会長１人及び副会長１人を置く。  

２ 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選による。 

３ 会長は、会務を総理し、保護委員会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

第４条 会長は、保護委員会を招集し、その議長となる。 

２ 保護委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 保護委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

第５条 保護委員会の庶務は、教育委員会事務局文化財課において処理する。 

 

 

  

 





議案第１９号  

 

令和５年度使用教科用図書の採択について  

このことについて、別紙のとおり決定する。  

 

令和４年７月２７日提出  

多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


