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平成３１年度 第２回多賀城市総合教育会議 会議録 

 

１ 日時 令和２年１月２８日（火）１２：５６～１４：３５ 

２ 場所 多賀城市役所３階 第２委員会室 

３ 出席した構成員 

市 長 菊地 健次郎 

教育長 麻生川 敦 

委 員 浅野 憲隆 

委 員 樋渡 奈奈子 

委 員 根來 興宣 

４ 欠席した構成員 

  委員 菊池 すみ子 

５ 事務局職員 

市長公室長          小野 史典 

市長公室長補佐（行政経営担当）千葉 一紀 

市長公室主幹         福士 朋恵 

市長公室主査         佐藤 紘一 

市長公室主査         加藤 佐知子 

６ その他出席した職員 

  保健福祉部長         片山 達也 

副教育長兼教育総務課長    松岡 秀樹 

学校教育課長         丸田 浩之 

生涯学習課長         中野 裕夫 

文化財課長          佐藤 良彦 

７ 協議・調整事項 

(1) 令和２年度に取り組む教育分野の主な予定事業について 

(2) 第六次多賀城市総合計画の策定状況について 

(3) 第二次教育等の振興に関する施策の大綱の策定について 

８ 主な発言内容 

(1) 市長あいさつ 

菊地市長：本日はお忙しい中、総合教育会議にお集まりいただき、ありがとうございます。 

     今年度、2 回目の開催となりますが、教育委員の皆さまと直接、意見交換のできる貴重

な機会と捉えてございます。 

さて、今回の総合教育会議ですが、3件の議事をお願いするものです。 

1 件目といたしましては、「令和 2年度に取り組む教育分野の主な予定事業について」で

ございます。令和 2年度における、市政の方向性と教育分野の主な事業について、御説明

させていただくものです。 
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     また、2 件目といたしましては、「第六次多賀城市総合計画の策定状況について」でご

ざいます。これは、前回の総合教育会議に引き続き、進捗状況などを御報告させていただ

くものです。 

     最後に、3 件目といたしましては、「第二次教育等の振興に関する施策の大綱の策定に

ついて」でございます。これは、現行の教育大綱の期間が、令和 2 年度末で満了するため、

第二次となる大綱を策定するものです。令和 3年度の始期に向け、教育委員の皆さまと今

後、協議させていただきたいと思っておりますので、御協力とお力添えをお願いいたしま

す。 

本日は、本市の教育行政がよりよいものとなるよう、忌憚のない御意見を頂戴できれば

と思っております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

(2) 議事 令和 2年度に取り組む教育分野の主な予定事業について 

事 務 局：ここからは、多賀城市総合教育会議運営要綱第 3条の規定により、菊地市長が議長とな

ることとされておりますので、これより菊地市長に議事進行をお願いいたします。 

     菊地市長よろしくお願いします。 

菊地市長：ここからは、私が議長となって議事を進めてまいります。よろしくお願いいたします。 

はじめに、(1)令和 2年度に取り組む教育分野の主な予定事業についてです。 

こちらについて私から説明いたします。 

市全体の令和 2年度の予算方針について、申し上げます。 

令和 2 年度は、「多賀城市震災復興計画」の計画期間が最終年度を迎え、復興の総仕

上げとポスト復興のまちづくりを見据えた重要な 1年となりますので、復興の完遂に向け

た施策を引き続き最優先事項に位置付け、目標達成に向けて取り組んでまいります。 

また、本市の最上位計画である「第五次多賀城市総合計画」や「多賀城市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」も計画期間が最終年度を迎えますので、それぞれの計画に掲げた目

標を達成するための事業を着実に推進しつつ、「第五次多賀城市総合計画」の理念を継承

する「第六次多賀城市総合計画」及び「第 2期多賀城市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

の策定に取り組んでまいります。 

しかしながら、人口減少を要因とする社会構造の大きな変化を踏まえると、これまで以

上に「選択と集中」により効果的に各種事業を進めていく必要があると考えています。 

また、昨年 10 月から幼児教育・保育の無償化が開始されたことから、適正に実施し、

子育て支援の更なる充実を図ってまいります。 

各事業を進めていく上では、各種計画の次のステージを見据え、これまでも推進してき

た総合戦略の重点プロジェクトである「ＴＡＧＡＹＡＳＵプロジェクト」や、「たがじょう

で たのしく そだつ プロジェクト」による事業を効果的・効率的に展開し、市民が必

要とする価値を充実させる「縮充」の考え方へパラダイムシフトしながら、「多賀城らしい

魅力あるまちづくり」に取り組んでまいりたいと考えています。 

さらに、このような時代だからこそ、これからの未来を担っていく子どもたちの「教育」

や「ひとづくり」は大変重要と認識しておりますので、その点も踏まえながら、各種事業

を実施してまいります。 
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それでは、令和 2年度の主な事業につきまして、市長公室長から説明させますので、よ

ろしくお願いいたします。 

市長公室長： 市長公室長の小野でございます。 

私からは、ただいま市長が申し上げました令和 2年度の予算方針に基づきまして、その

取組を進めてまいります「教育に係る事業のあらまし」について、説明をさせていただき

ます。資料 1をご準備ください。 

平成 30 年 10 月以降、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない総合的支援を行う「子

育て世帯包括支援センター」いわゆる多賀城版ネウボラについて、教育委員会と市長部局

とが連携を図りながら取り組んでおります。 

令和 2 年度は、昨年 10 月以降の幼児・教育の無償化に要する経費の計上が、1 ページ、

整理番号 35 の「施設型給付費等支給事業」及び 5ページ、整理番号 48の「施設等利用費

支給事業（幼稚園）」にございます。事務の効率化の観点もあり、支給事業は保育課、幼稚

園との窓口は教育総務課という役割分担により対応してまいります。 

       次に整理番号 54 の「多賀城市・大宰府市中学生交流事業」です。これは、友好都市であ

る太宰府市の中学生と、本市の中学生が、歴史・文化の学習と交流を通して相互の魅力や

価値を知るという郷土教育の一環として、平成 31年度に引き続き実施するものです。 

次に、整理番号 55「部活動指導員事業」です。これは、令和 2年度からの新規事業で、

生徒への技術的指導の向上と先生方の負担の一部軽減を目的として、各中学校に部活動指

導員を 1 名ずつ配置するものです。 

続いて、9 ページを御覧ください。整理番号 69 の「東京 2020 オリンピック・パラリン

ピック関連事業」です。これは、令和 2 年度限りの事業となりますが、東京 2020 オリン

ピック・パラリンピック競技大会が開催されるに当たり、多賀城駅北口をスタートして東

北歴史博物館に至る聖火リレーの走行や、キューバ共和国のホストタウンとして市民との

交流事業を通して、市民の関心を高め、気運醸成を図ることを目的とするものです。 

続いて、11 ページを御覧ください。整理番号 75 の「特別史跡多賀城跡復元整備事業」

です。平成 31 年度から現地での工事も始まりました。多賀城南門の復元を進めるための

事業です。多賀城創建 1300 年となる 2024 年度までの完成を目指して、その取組を進めて

まいります。 

次に 13 ページを御覧ください。整理番号 93の「市民文化創造・交流プロジェクト推進

事業」です。これは、文化芸術が持つ多様性や創造性をこの多賀城のまちづくりを担う人

材育成に活かそうという取組で、様々な文化芸術事業を通して結びついた人々の自発的な

活動によって、まちの魅力や活力を創生しようとするものです。令和 2年度は、次世代担

い手育成事業として、未来を担う子ども達の豊かな発想、感受性、そして創造性を育むこ

とを目的に、体験型の事業を多彩に展開してまいります。 

      次に、整理番号 97 の「歴史都市多賀城付加価値創出事業」です。これは、多賀城市固

有の歴史文化資源に、様々なジャンルのアートを掛け合わせることで新たな価値を創出す

る事業です。平成 31 年度には、多賀城跡での光のインスタレーションや、成人式を迎え

る方に対する市立図書館前でのお祝いのプロジェクション・ライティングといった取組を

実施しています。このような取組を継続するとともに、令和 2年度には古代米から生じる



4 

 

稲わらを活用したアート事業を実施してまいります。 

      次に、整理番号 98 の「多賀城創建 1300 年記念関連事業」です。これは、多賀城創建

1300 年に向けて、多様な関係者と共に実行委員会を組織し、多彩な文化プログラムを記念

事業として展開させることを予定しております。これに向けて、令和 2年度中に実行委員

会の立上げを行う予定です。 

      これからも、教育委員会、市長部局が連携・協力しながら、より充実した取組が進めら

れるよう関係強化に努め、力を尽くしてまいります。今後とも皆様の御指導、ご支援を賜

りますよう、何卒よろしくお願いいたします。 

      説明は、以上となります。 

菊地市長：それでは、協議に移らせていただきます。 

ただいま説明のありました、「令和 2 年度に取り組む教育分野の主な予定事業について」

に関して、何か御意見、御質問等ございませんでしょうか。 

樋渡委員：1 ページの政策 2 の 35 番については、36 番との関わりはないのでしょうか。35 番

の「施設型給付費等支給事業」については、施設に対して支給ということは、施設そのも

のに対する給付ということでしょうか。 

36 番だと保育所等整備交付金というものがあるのですが、これは保健福祉部担当で、

教育委員会は関わらないということでしょうか。 

保健福祉部長：36 番は、実際の施設の改築や増床といった、ハード面に対しての保健福祉部か

らの補助という形になっております。35 番は、保育所に入所しているお子さんに対して、

いわゆる、保育料が無償化になることに対応する費用で、5ページの 48 番が私立幼稚園の

お子さんに対する無償化に係る費用という形で分けています。 

樋渡委員：施設を新しく作るための補助も含まれているのですか。 

保健福祉部長：36番ですが、これは従来の認可保育所の改築をすることに対しての補助が 1 つ

と、もう 1 つが新しく 3 歳未満児のお子さんを受け入れる部分についての整備に要する

費用を補助するというものです。 

    樋渡委員：36番の、備考に私立保育所入所児童保護者負担金（滞納繰越分を含む）とあります

が、本当は保護者の方がこれまで負担すべきだったものが、今度無償化になって変わる

ための負担金分を負担するということで、その中には、これまでの滞納金が含まれると

いうことでしょうか。 

保健福祉部長：保育料が無償化されたのは、令和元年 10 月 1 日以降ですので、それ以前の保

護者負担金の滞納については引き続き納めていくことに変わりありません。 

樋渡委員：滞納繰越分を含むというのはどういうことでしょうか。 

保健福祉部長：これは、例えば未満児のお子さんで保育料無償化の対象にならない方々の分の

負担金なんですけれども、その中には滞納分も含まれているという、少し分かりにくい

ところがあると思います。1つの事業に全ての予算が含まれているので、このような表現

をさせていただいております。 

樋渡委員：37 番の保育所宿舎借上げ事業については、保育士の方のための宿舎というのは、今

までなかった取組みのように思うのですが、どのようなものか教えて下さい。 

保健福祉部長：これは平成 31 年度から新たに始めた事業で、私立の保育施設の保育士を確保
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するための取組みです。これまで東京や仙台に保育士をとられてしまっていて、保育士

不足という課題があり、保育所を運営される理事長さん方にお話しを伺うと、例えば、

仙台市には東北各地から専門学校等に通うために来る方がいて、その方々が引き続き仙

台もしくは宮城県内で就職しようとする時に、宿舎が一番の心配であるということをお

話されていましたので、新しく保育士になられて、採用した方々の家を確保する私立の

保育所に対して、3年間の期限付きではありますが、宿舎への補助を行って、保育士の方

に多賀城に住んでいただいて、市民になっていただく、加えて、保育士として長く働い

ていただけるよう、11名分の予算を確保しておりますが、平成 31年度には、4名の方に

ご利用いただいています。 

樋渡委員：必ずしも全員が利用されるわけではないのですか。 

保健福祉部長：その通りです。 

樋渡委員：この事業に関して、もう 1点、特定財源として保育対策総合支援事業費補助金が市

1/2、国 1/2 と書かれていますが、保育園自体では全く自身から捻出するということはな

いのですか。助成だとするなら、少しは私立保育園の方でも、例えば 1/4 とか 1/5 とか、

気持ちだけでも負担して、残りを国と市で負担するという形の方がよいのではないでし

ょうか。 

保健福祉部長：財源の中に、事業主の負担を求めることもできることにはなっておりますが、

今年度初めての事業ということもあり、ずっと同じく続けるのではなく、どれだけ効果

があるのか測るということで、初年度あるいは来年度については、国と市が負担するこ

ととしましたが、先生が仰った視点はとても大事なことだと思います。 

樋渡委員：もう 1つ、5ページの 55番のところで、部活動指導員事業ということで、各中学校

に部活動指導員を１名ずつ配置ということで予算を計上されているんですけれども、先

生方の疲弊化ということを考えると、とてもいい取組みかと思いますが、初めは１人を

配置して様子を見るということでしょうか。1 人では足りないのかなとも感じたので、

教えていただければと思います。 

学校教育課長：樋渡委員が仰られた通り、まずは１つの学校に１名という形で配置して、学校

からの要請などの様子をみていきたいと思っておりました。 

樋渡委員：ありがとうございます。 

根來委員：私からの質問は 2 点です。1 点目は、この 4 月からの小学校の新学習指導要領の完

全実施に合わせて、それに絡む支援事業はこの中に含まれているのか、含まれているな

らその部分を教えてほしいということと、2 点目が、保育所関連の事業は非常に充実し

ているんですけれども、多賀城市内の幼稚園に対する支援事業が、あまりにも少ないと

いう印象を受けるので、例えば、保育士宿舎借上支援事業のような事業に幼稚園も対象

に含むようにするなど、考えていただけないかなと思います。 

学校教育課長：1 点目についてお答えさせていただきます。5 ページの 53番「自主学習支援事

業」というものがございます。その中の事業内容等の②に教師対象研修会の実施とござ

います。これも一例ですが、プログラミング教育が新学習指導要領で行われますので、

先生方に研修を行っているところでございます。 

副教育長：2 点目の御質問に関して、幼稚園への支援でございますが、保育所の方は保健福祉
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部が中心となって補助をしております。私立幼稚園につきましては、県の所管というこ

ともありますが、市としては、これまで幼稚園就園奨励費補助金、今回の幼稚園の無償

化に係る部分については教育委員会から補助をさせていただいております。また、市内

に所在する私立幼稚園の施設運営費補助金ということで施設割と、在園の児童数に基づ

く園児割という補助をさせていただいております。メニューとしては多くありませんが、

子どもたちが幼稚園から小学校へ入学した時に、スムーズに学校生活が送れるよう、保

健福祉部とも連携しながら幼保一元化等の取組みも行っておりますので、ハード面だけ

でなく、ソフト面からも多賀城の子どもたちが幼児期から次のステップに上がるための

支援を行っているところでございます。 

市長公室長：事業の組み立て方について補足ですが、資料 1に掲載しているのは、全ての事業

ではございません。例えば、予算の金額が大きいものや、社会的課題に時限的に対応する

ものを中心に、主な事業を実施計画事業として掲載させていただいております。副教育

長から説明させていただいた事業は、資料に掲載されているもの以外にもあって、予算

措置もされているということで御理解いただければと思います。 

浅野委員：確認ですが、整理番号 51 番の理科支援事業と、新規の部活動支援員事業について

は、国から 1/3 補助されているということですよね。それに対して、特別支援教育支援

事業とか、多賀城学習個別支援事業については、多賀城市で財源を 100％もっていると

いうことでよろしいのでしょうか。このことを踏まえて、前の会議でも発言させていた

だいた記憶があるのですが、小中学校に対する特別支援や理科教育支援といった、いわ

ゆる、正規の教員以外を配置するということは、どの市町村でも大なり小なり行ってい

ると思いますが、多賀城市は大分前から他の市町村と比べても充実した事業になってい

ると実感しております。先日、市長が別の会議で、小中学校への支援事業については、

今後も継続していくというお話もあり、それが今回、新年度の予算としてこのように措

置されたことについて、大変心強く感じます。 

ただ、1 つ問題なのは、今回新たに始まった部活動支援事業ですが、学校教育課長さ

んから、まずは１校に１人を配置して様子を見るというお話がありましたが、これは学

習に対する支援事業とは中身が違い、単に人を配置すればいいという問題ではありませ

ん。どのような資格・能力を持った方に、どのような形で学校で活躍してもらうかとい

うことに関して、実際に運用を始めると課題も出てくるのではないかと思います。詳細

については、今後の教育委員会の定例会で意見を述べさせてもらうつもりですが、今回

は国が 1/3 を補助するということを受けて早速、多賀城市でも部活動指導員事業を新年

度の予算に取り入れたことについては、大変心強く思います。このことも含めて、全般

的に各小中学校に人的な支援をますます強化していくという姿勢は、今までも心強かっ

たし、これからも多賀城市の教育施策の大きな柱として、さらに強固にしていただきた

いと思っております。 

最後になりますが、中学生の太宰府交流事業については、参加した子どもたちや先生

方から大変好評を得ていることから、予算の関係もあるとは思いますが、このプログラ

ムに参加して、いい刺激を受ける生徒がどんどん増えていけばいいなと思っております。

以上です。 
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樋渡委員：9ページの 63番「小学校環境整備事業」で、AED の更新費用が計上されております

が、小学校の方が数は多いと思うのですが、小学校の経費よりも中学校の更新費用の方

の金額が高いというのは、新しく購入されるのか、違うのか、どのような兼ね合いがあ

るのでしょうか。 

副教育長：AED につきましては、各学校に配置しております。委員からもお話がございました

通り、耐用年数がございまして、その更新時期に交換を行うというように、小・中学校

それぞれに管理をしておりますので、金額の違いにつきましては、更新の台数の違いに

よるものです。更新については計画的に時期の確認を行いながら実施していく予定です。 

樋渡委員：バッテリーやパッドは 2～3年が耐用年数ですが、AED 自体はかなりもつものだと思

うので何故、差があるのかと疑問でしたが、導入の時期が違っていたということでしょ

うか。 

副教育長：その通りでございます。 

樋渡委員：ありがとうございました。 

(3) 議事 第六次多賀城市総合計画の策定状況について 

菊地市長：それでは、続きまして議題(2)「第六次多賀城市総合計画の策定について」に移りま

す。このことについて、市長公室から説明をさせます。 

市長公室長：資料の説明に入ります前に、策定状況の説明に至るまでの経過について、改めて

お話させていただきます。さて、前回会議におきまして、第六次総合計画は、第五次総

合計画を継承して策定していることを御説明しております。そのため、第五次総合計画

将来都市像である「未来を育むまち 史都 多賀城」という目指す方向性は変わりません。

ただし、前回市長からもお話させていただいておりますが、人口減少を要因とした社会

構造の大きな変化を踏まえれば、市民のみなさんが多賀城のみらいをどのように望まれ

ているか自分はどんな風に暮らしたいかをもっと顕在化させ、第六次総合計画に掲げる

必要がございます。 

        そのような中、「今の多賀城は素敵で暮らしやすい」「物の充足よりも心の豊かさを実現

したい」「このまちをもっと良くしたい」というまちのみらいへの想いを、高校生から年

配の方まで、これまで幾たびかのタウンミーティングの開催をとおして、たくさん頂戴

しているところでございます。 

本日ご提示する「将来都市像」と「重点テーマ」は、そのような市民のみなさんの想

いを、行政のみらいを担う若手職員を中心にとりまとめた、素案でございます。 

同じく総合計画掲載予定の、この将来都市像実現に向けた土地利用や公共施設のあり

様についてまとめた指針についても、案を御提示させていただきます。 

 それでは、詳細につきましては、市長公室行政経営担当の佐藤から説明させますので、

よろしくお願いします。 

事務局：お配りしております資料 2に沿って、進捗状況を中心に説明させていただきます。ま

ず、将来都市像案についてです。前回もご説明いたしましたが、将来都市像は、まちの

あるべき姿を設定するもので、総合計画全体をひと言で言い表したものともいえます。 

上段において、この将来都市像の構成を記載しております。第六次総合計画では、メイ

ンフレーズを中心に、市民の皆さんに行動を促すような親しみ深く端的なメッセージと
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して仕上げるキャッチコピーと、メインフレーズを市民みなさん、特に次代を担うこど

もたちと共有していただけるようにストーリー仕立てで説明をする vision の 3 つから

構成することとしております。 

下段が計画全体における将来都市像の位置づけを表しております。また、下段において

は、第五次総合計画の将来都市像である未来を育むまち史都多賀城も掲載しております。 

3 ページ目 1番のメインフレーズですが、日々のよろこびふくらむまち 史都 多賀城

を案として提示させていただきます。記載のとおり歴史、文化、自然、そして温かな人

の輪にかこまれ、何気ない日常の中で、多賀城ならではの心豊かな喜びや幸せが感じら

れる、そんな暮らしを送ることのできるまちを表現したものです。 

タウンミーティングでの市民意見をとりまとめてこの案としておりますが、多賀城に

は素敵なところがいっぱいあるこれを次代に残して行きたいという意見や震災を経験し

た本市だからこそ日常の尊さに気付いて欲しいという意見が多く寄せられましたので、

これを表現したものとなります。 

また、多賀城は「賀」の字が幸せを意味しており、よろこび多き城というものがその語

源とされており、この親和性もまたよいところかなと思ってございます。 

続いて 2番目のキャッチコピーです。こちらについては、現在調整中でしたので、とり

まとまりましたら、ご報告をさせていただく予定でございます。 

次に 3番目の vision です。先程申し上げましたが、これはメインフレーズをストーリ

ー仕立てで説明したものとなります。vision につきましても、タウンミーティングでい

ただいた皆さんが思う市の魅力やみらいへの祈りを文章の中にたくさん盛り込んでおり

ます。 

1 ブロック目は多賀城の特徴を時系列に沿って記載しています。 

1 段落目は多賀城の悠久の歴史続く 2段落目は東日本大震災、3段落目では、みらいの

ことを記載しています。 

2 ブロック目は人に注目をして記載しています。 

3 ブロック目は、メインフレーズの意図を記載しております。以上が将来都市像の説明

でございます。 

次に、4、5ページ目でございますが、重点テーマ案についてご説明いたします。 

重点テーマについては、第六次総合計画から新設するもので、将来都市像を実現するた

めのまちづくりの方向性を示すものです。政策の上位に位置付けており、政策や組織の

枠組みを貫くいわば横串としての機能を期待するものです。 

重点テーマの詳しい解説と、政策との横串の関係イメージに関しましては、5ページに

記載しておりますが、前回会議でも触れた内容になりますので、後ほど改めてご覧くだ

さい。 

続いて 6 ページ目でございます。重点テーマは 3 つの分野から構成することを予定し

ており、その 3つのタイトルを上段に案として示しております。将来都市像の vision で

もご説明いたしましたが、事務局としましては、まちづくりの主役である人をおいては

まちのみらいを語ることはできないと考えております。その上で、行政は人々の育ちや

学びや創造を支援していくという姿勢を重点テーマとして大きく 3 つの分野に分割して、
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とりまとめてございます。 

それではまず 1つ目として、心豊かにみらいをつくる人が育つまちです。こちらは、主

に子育てや教育の分野が該当してこようかと思います。 

2 つ目として、震災の経験を活かしみんなの力がつながるまちです。 

3 つ目として、市民が誇りを持てる多賀城らしい魅力あるまちです。教育分野に関して

言いますと、3つ目の市民が誇りを持てる多賀城らしい魅力あるまちに関しては、文化・

芸術であったり生涯学習であったり、そういった部分が該当してくるのかなと思ってお

ります。 

政策体系のイメージについてご説明いたします。 

政策については、現行の第五次総合計画を原則として継承することを予定しておりま

すので、ほとんどがその内容と一致するというところを御覧いただけるかと思います。

今現在、教育委員会が担っていただいている政策 3 教育・文化に関しましても、第六次

総合計画においても一つの大きな柱と捉え、教育・文化と記載してございます。 

続いて、9ページをお願いします。土地利用のあり方の素案について、今回はその基本

的な考え方をご説明いたします。 

まずは 1 として基本理念です。多賀城市の土地について、皆さんもしくは行政が利用す

る場合において、どういった概念で利用することで、将来都市像実現につなげていくか

ということでございますが、理念としては、地域特性を活かした調和のある土地利用と

しております。自然と都市の共生を目指すことを第１目標としつつ、多賀城市の地域特

性といえる歴史文化を磨き上げられるような土地利用を目指すものです。 

その基本理念を実現するための取組みを 2基本姿勢として 3つを掲載しております。 

1 つは自然環境と都市環境の調和です。 

2 つは持続可能な都市経営の実現として、レジリエントシティに相応しい都市防災機能

と都市基盤の維持するため、複合化、コンパクト化、集約化といった手法によって、持

続可能な都市経営を目指します。 

3 つは地域特性に合った魅力・付加価値の向上として、創建以来約 1300 年にわたる歴

史的風致と新しい時代のトレンドを融合させることで実現される、東北随一の文化交流

拠点が形作られるような土地利用を目指すものです。 

総合計画への掲載の際には、この基本的な考え方をもとに、市域を大きく分けたゾー

ニングをさせていただくこととなりますが、現在鋭意作成中でございます。 

続いて 10 ページ目、A3 横長の資料となります。公共施設等のあり方の素案について、

ご説明いたします。 

この「公共施設等のあり方」は、第五次総合計画には掲載していないもので、第六次総

合計画から新規掲載となります。 

(1)の定義を御覧ください。 

対象となる「公共施設等」を記載しており、本市が保有する全ての不動産といたします。 

(2) 本市における公共施設等の現状を御覧ください。 

ここ数年の施政方針などでも挙げられておりますが、①高度成長期に建設したハコモ

ノ資産が老朽化していること②人口減少、少子高齢化などによる社会構造の変化に伴い、
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財政が厳しくなるため、施設の維持管理や改修更新への財源確保が難しくなることを記

載しております。 

(3) 本市における公共施設等をめぐる課題等を御覧ください。 

(2)の現状を受けまして、解決しなければならない課題等として、いわゆる縮減社会へ

の対応が必要なことである 4つ整理しております。 

(4) 基本理念を御覧ください 

基本理念として「公共施設等の縮充」としております。 

市民が真に必要とする価値を充足するために、面積やコストは縮小させつつも施設機

能を充実強化する「縮充」という考え方に移行することで、(3)の課題解決を目指すもの

です。 

(5) 基本姿勢を御覧ください。 

基本理念を実現するために 4つを掲げることとしています。 

ア サービスと機能の最適化です。 

まずは、社会情勢変化を踏まえ、市民ニーズの把握を目指します。 

その上で、需給バランスや稼働時間、施設の必要性や民間との役割分担まで多岐にわ

たる視点で、毎年度、施設の評価を行うことで、サービスと機能の最適化を図るという

ものです。 

これは、市民が真に必要とするサービスを把握し、そのサービスについては、維持す

るということを意味しており、単にサービスの削減を行政が行うという指針ではない

ことを示すため項目の１つ目に掲げております。 

イ 最適配置の検討です。 

まちづくりの方向性との整合を図りつつ、利用者の利便性などを総合的に勘案し、最

適配置を検討するものです。 

ウ 総量の縮減です。 

公共施設等の面積縮減を示すものとなります。 

縮減の手法としては、新規整備抑制、複合・共用化・転用・集約、民間移管・民間活

力、広域連携の推進の 4つを示します。 

国における「立地適性化計画」の策定推進の流れも受けて、記載をしてございます。 

エ 効率的な施設経営です。 

公共施設の持続性を高めることを目的に、記載の 6つに取り組みます。 

これまでも行ってきた市の取組み内容をまとめ、記載したものとなっております。 

次に、11 ページ目を御覧ください。令和 2年度における総合計画策定周知を目的とし

た市民との関わりについて、御説明します。 

①として、ロゴマークの作成を予定しております。ロゴマークは、多賀城という文字

を図像化したものを予定しており、多賀城のイメージと将来都市像を表現するものと

して作成し、様々な機会で市民の皆さんの目に触れていただきたいと思っております。 

②として、概要版の作成を予定しております。これは、概要版として絵本と壁新聞の

ようなイメージのタブロイドの 2 種類の作成を予定しております。子どもや若者にも

浸透していけばという狙いもございます。絵本につきましては、市内の絵本作家さんの
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起用なども検討しております。 

③として、フォーラムを 8月 1日に文化センター大ホールで予定しております。第六

次総合計画が体現されるような多様なプログラムを、様々なステークホルダーや子ど

もたちに協力いただいての開催を考えております。資料に基づく説明は以上です。 

 次に、前回会議において、根來委員から、第五次多賀城市総合計画の達成状況につい

て、御質問いただいておりましたので、別冊まちづくり報告書により御説明いたします。 

まず、別冊まちづくり報告書の 8ページをお願いいたします。こちらは、先ほどご説

明いたしました基本計画に掲載されている「施策・基本事業」の成果指標の目標達成度

を平成 30年度の状況によりまとめたものになります。①の円グラフが施策の、②の円

グラフが基本事業の達成度の割合を図示化したものです。平成 30年度時点で、①②い

ずれの円グラフでも約 5割が達成していることがご覧いただけます。また、円グラフの

「高」「中」となっているものは、計画終期である令和 3年度末までに達成が可能な見

込みのものを表しておりまして、令和 3 年度末には、約 9 割の指標が達成される見込

みであることが確認いただけます。このことから、計画全体といたしましては、概ね良

い成果となっていると認識しております。 

 次の 10 ページと 11 ページをご覧いただきますと、政策ごとの目標達成度の割合を

掲載しております。概ね良好な成果であることがご覧いただけるかと思います。特に政

策 3「歴史・文化を継承し豊かな心を育むまち」などは、達成状況が良好でして、平成

30 年度に東北歴史博物館で実施した「東大寺と東北」などによって、教育や歴史に高

い関心を得ることができた結果であると考えております。 

 一方で、目標達成度「低」のものが今後、第六次総合計画に引き継ぐべき課題と思っ

ておりまして、政策 4の「環境を大切にする心を育むまち」と政策 6の「心がかよう地

域の絆を育むまち」でその割合が高くなっております。震災の影響が根強く残っている

分野と分析しており、今後は事業展開の見直しなども含めて検討していきたいと考え

ております。 

次に 12 ページを御覧ください。先ほどの成果指標につきましては、統計的な数字も

含めての状況となっておりますが、本市では毎年度市民 3,000 人を対象にした無作為

アンケートとして実施しております「まちづくりアンケート」の結果につきましても、

少し御説明させていただきます。先ほどの第五次総計画の冊子で説明しました指標の

数値を取得するとともに、各施策への満足度もお伺いし、現状の市の施策展開に対して、

市民がどう感じているのかを統計的に把握を行っております。 

 13 ページの表の下黒丸 2つ目をご覧ください。「安全で安定した水の供給」や「文化

財の保護と活用」の満足度が高く、満足度が低いものとしては「観光の振興」「効率的・

効果的な行財政経営の推進」「社会保障等の充実」となっております。 

15 ページを御覧ください。これは、平成 26 年度と平成 30 年度との満足度の推移をグ

ラフ化したものです。全ての施策において、満足度が向上していることが見て取れると

思います。 

別冊「まちづくり報告書」の説明は以上となりますが、このように各年度において成

果状況をとりまとめており、第六次総合計画策定においても、この統計的に把握した多
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賀城市行政の現状を踏まえて、検証した内容を反映していきたいと思っております。 

今後も、引き続き、策定に力を尽くしてまいりますが、進捗状況に応じ、教育委員会

の委員のみなさまにも報告させていただきたいと思っておりますので、何卒よろしく

お願いいたします。 

以上で説明を終わります。 

菊地市長：それでは協議に移らせていただきます。ただいま説明のありました「第六次多賀城

市総合計画の策定状況について」、何か御意見、御質問等ございませんでしょうか。 

市長公室長：皆さまに御意見を伺いたいと思うのですが、資料 2 の 10 ページの新しい公共施

設のあり方に関する方向性についてです。多くの市町村が、公共施設を今後どのように

運営していくかの、同じような施設のあり方についての指針を出しているのですが、総

量の縮減という形になると、どこを見据えて縮減していくか、もっと具体的に言うと、

その施設の行政サービスの対象となる人たちのピークをどこでみるかとか、それをど

のようにして続けるかといった見極め方が難しいところがあります。やはり人口が減

少して資源が縮減していくと、おのずと今の社会保障費等の制度が変わらなければ、そ

こへの資源の投入量は比率としては多くなっていくことから、公共施設を管理運営す

るのを総量の縮減だけではなくて、今以上に民間活力を使うことができないかとか、広

域連携、この辺りで言うと二市三町、そして仙台市との公共施設の機能あるいは役割の

共有と分散、それに加えて統廃合をどのように進めていくかということが課題になっ

てきます。具体的には、このような方針でいくので、具体的な計画はこれから施設ごと

に作っていきましょうということなのですが、総合計画は 10 年間の計画であることか

ら、10 年の間にどこまで見極められるかというところについて、皆さまに御意見を伺

いたいと思っております。 

根來委員：この縮充という言葉は、本日の資料をいただいて初めて知りました。自分でもいろ

いろと調べてみましたが、非常に難しいことだなという印象です。対象をどうするのか、

10 年という時間の中で時代がどのように変わっていくのか、社会保障制度もそうです

が、他にも制度や仕組みがどのように変わるのか、予測が立てにくい時代なので、そう

いった中でどのようにしたらいいのかということを、逆に聞けるのかと思って来たと

ころもあったんですけれども、他の自治体を見て感じるのは、単体では難しい事業なの

かなということです。先ほど、広域という話もありましたけれども、広域でもいいし、

隣接しているところと連携するという土地の特性も含めた縮充、要するに多賀城に来

るとこういうことができる、利府に行けばこれもできるというようなことです。人間は

その時代に応じて必要とするものが変わっていきますので、それに対応していくため

には、市町村が得意とするものを活かして一括していくという意味での「縮充」は、一

考してもいい視点の一つになるのではないか、できるかはわからないですが、そのよう

に思います。 

自分たちでできることは限られており、今やっていることが精一杯だとすると、それ

を縮小するということは必ず足りなくなるということです。サービスの内容が充実し

ても、サービスの数が減るということなので、民間との連携もそうだし、自分たちで何

かするのではなく、これはどこでできるかということ、他の力に依存することも含めて
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縮充という考え方を並行して考えていくのが現実的なのかなとも感じてきました。 

市長公室長：仰っていただいたように、これまでも民間活力の導入ということで色々な取組み

を行ってきたんですけれども、そろそろ限界に近いかなとも思っております。次の策と

しては、広域連携をどのように進めていくかということなのかなと。他市町村の例だと、

例えば図書館は A 町で、市民プールは B 町でお互いに行き来しましょうというやり方

を始めているところもある。一概に多賀城市にそれが当てはまるかという問題は別に

して、そういうことも含めて考えていく必要があるのかなと思っております。 

根來委員：皆さんでどうしましょうか、という考え方もあるかと思います。 

市長公室長：二市三町は、例えば塩釜市を除いて焼却場が多賀城と利府のところにありますし、

お墓は、多賀城市で七ヶ浜町の蓮沼苑を利用させていただいています。そのような取り

組みを広げていく伸びしろはあるのではないかと考えています。 

樋渡委員：二市三町というお話に関して、かなり広い範囲なんですけれども、医療に関しては

将来を見据えてかは分かりませんけれども、昔から二市三町で塩釜医師会を組織して、

今では県内で 2番目に大きい医師会となっています。平成の大合併の時代に、個々の市

町村が合併ということはあったかもしれませんが、医師会は随分早くに将来を見据え

たことを行っていたんだなと思います。ただ、広いということが 1つのネックになって

くることもあるかもしれませんが。少子高齢化の中で、介護保険料なども高くなってい

く中で、例えば港区だとかなりの固定資産税収入があって資源が多いので、都内の中で

も港区と他の区のように、潤沢な資源をもっているところとそうでないところでサー

ビスが違ってくると、やはりお金のあるところでたくさんのサービスを受けたいとい

うのが人間の心理かなと思います。逆に言うと、お金のある人を引っ張ってこられるよ

うな魅力があれば、例えば多賀城に住んで税金にしても、活用ができるのかなというこ

とが 1 つと、医療に関しては二市三町で 1 つ広域の公立病院があると少し違うのかな

という気がするのですが、財政状況を考えると絶対に赤字になります。その赤字をどう

やって各々の市町村が負担するかということで、違ってくるかとも思いますが、そのよ

うな思いも持っています。また、七ヶ浜にアクアリーナというとても立派なスポーツ施

設があって、多賀城は近いけれども、七ヶ浜町民であれば利用料がかなり安いが、七ヶ

浜町民以外だととても高いということは仕方がないことかとも思うが、それをもう少

しうまく活用できたらと思います。ただ、その時にフットワーク軽く循環できるものが

ないとなかなか利用できないということと、高齢化社会にあって、老人の方の車の運転

に関して、日中も含めてかなり危険だということで、公共的にお年寄りがフットワーク

軽く行けるような手段がないとなかなか利活用もできないし、お年寄りも元気な方々

が増えているので、正直、60 歳や 65 歳で定年ということが国のためにもったいないと

思っているんですけれども、元気で長生きできて丈夫で動ける老人がたくさんいた方

が、まちとしても国としてもいいわけなので、フットワークとコミュニティバスなどが

うまく並行できるとうまくいくのではないかなとも思います。個人的には、みんなが入

れる温泉なんかがあるといいのかなと。そうすると和みますし。また、例えば高砂にた

なばたけがありますが、本当は多賀城の方が農家さんもいらっしゃるし、そのソフトを

うまく利用したら、もっとたなばたけに買い物に来る人を多賀城に引っ張ってくるこ
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とができるのではないかと思います。たなばたけとバッティングするといけないので、

棲み分けをして、多賀城にはこういういいものがあるよということで、お盆の時に飾る

盆棚は分かりますか。たなばたけに来る方は都市部の方が多いので、あまりそういうも

のを売っていないし、多賀城だと古来の盆棚とか蓮の葉とか、たなばたけよりもあるの

かなと思うので、そういったものをうまく利用していく必要があると思います。もう 1

つは、教育要領が変わって、タブレットを各々1台配置するということを伺って、タブ

レットや、特にスマホを長く見ていると目が痛くなってくるんです。小さなお子さんの

目には良くないと思いますし、先生方にもタブレットの使い方を指導するための研修

会を行うという話もありましたが、先生が指導することの重要性と、タブレットを一部

利用しても、タブレット中心になってはいけないと思うので、そこを教育委員会の方で、

うまく利用しながらも、子どもを教育するということが大切だと思っておりますので、

先生方にも、と言っても国がこうと言えば従うしかないのだろうけれども、検討してい

ただければと思います。1人 1台はいいが、時間をある程度、区切るとかであればいい

けれども、みんなで見ていると大人でもネットで調べると象を調べようと思っても、本

当の象の形よりも鼻だけ出てきたり耳だけ出てきたりすることで象をイメージできな

いことがあったりすると思うので、やはり辞書を調べることの大切さも教えていって

ほしいというお願いです。 

市長公室長：施設に関しては、都市のもつ個性を際立たせるために、判を押したように同じよ

うな施設を競って作っていたが、そうではなくて他にはないもの、あるいは、ないもの

同士をお互いが補完しあうというまちの創り方が理想だと思います。 

樋渡委員：医療でも縦割り、横割りと大学で、例えば小児科とか外科とか脳外科と分かれて勉

強して研修もあるが、学校教育では縦割りではなく、市町村の中で垣根を越えて自由に

できるところがあると、次に二市三町でそれができればモデルになって素晴らしいか

なと思います。経費で削減できるところや共有できるところがあれば、そのためにはソ

フトの方で市町村同士の交流がないとうまくいかないのかなと思います。 

市長公室長：分かりました。ありがとうございます、 

(4) 議事 第二次教育等の振興に関する施策の大綱について 

菊地市長：それでは次の議題に移らせていただきます。議題(3)「第二次教育等の振興に関する

施策の大綱について」です。こちらについて、市長公室から説明をさせます。 

事務局：それでは、第二次多賀城市教育等の振興に関する施策の大綱を策定することについて

御報告させていただきます。本市では、平成 28 年に「多賀城市教育等の振興に関する

施策の大綱」を策定しました。この大綱の期間が、令和 2年度で満了することから、第

二次大綱を策定するものです。 

教育大綱とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1 条の 3 の規定に基づ

き、本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、地域の実情に応

じて、その目標や施策の根本となる方針を定めるものとされています。 

2 番目の大綱の定義は後ほどゆっくりお読みいただければと思います。 

3 番目、策定の基本的な考え方ですが、大綱は市の最上位計画である、総合計画に定

める教育関連分野における目標や方針と方向性を同じくすることを想定しています。
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現在、本市では令和 3年度を始期とする「第六次多賀城市総合計画」を策定中であり、

その内容を踏まえながら、総合教育会議の場において、市長と教育委員会が協議しなが

ら定めることとなります。 

4 番目の大綱の位置付けとしましては、図に示したピラミッドのような構造になって

おります。最上位計画である、多賀城市総合計画、その下に教育大綱があり、さらに大

綱を受けて策定される教育振興基本計画という形になっております。 

最後に、策定のスケジュールですが、別紙「第二次多賀城市教育等の振興に関する施

策の大綱策定スケジュール」を御覧ください。教育大綱は、現在策定中の第六次多賀城

市総合計画の内容を受けて策定することから、令和2年度に入りましてから、3回程度、

総合教育会議を開かせていただき、策定することを予定しております。委員の皆さまに

は、例年より多く会議に御出席をお願いすることになるかと思いますが、御協力をどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 簡単ではありますが、第二次教育大綱の策定についての説明は以上です。 

菊地市長：それでは、協議に移らせていただきます。ただいま説明のありました「第二次教育

等の振興に関する施策の大綱の策定について」何か、御意見・御質問等ございませんで

しょうか。 

行政経営担当補佐：今の説明に関して補足させていただきます。現行の第一次教育大綱ですが、

これは第五次多賀城市総合計画に基づいて策定したものです。資料 3-3 の 2 ページ目

を御覧いただくと、位置付け等は記載にあるとおりですが、3の現状と課題や、3ペー

ジの基本目標は、ほぼ第五次多賀城市総合計画から引用しているものです。教育に関す

る部分で多少の調整は行っておりますが、基本的に総合計画に基づいて策定したもの

です。今回、第六次多賀城市総合計画を策定していく中でも、教育分野は重要な施策と

なりますので、現在、とりまとめを行っているところです。先の議題で将来都市像と御

説明させていただきましたが、それに基づいて重点テーマができ、教育関連施策の方向

性もこれから整理していきます。スケジュールを御覧いただくと二段書きになってい

るのは、第六次多賀城市総合計画で整理していくのと並行して、教育大綱も策定してい

きたいという意味合いです。指導要領が変わったり、ICT の推進だったりといったこと

に関しましても、それらを踏まえて第六次多賀城市総合計画も事務事業レベルで策定

しますので、反映した内容になっていくかと思います。 

浅野委員：策定スケジュールの確認ですが、第六次多賀城市総合計画は、6 月の議会に提案し

て、最終的に令和 2 年度末までに策定を完了し、令和 3 年度からスタートする。そし

て、それに合わせて教育大綱についても、総合教育会議を 3回程度開催して内容を検討

して、同じく令和 3年度当初からの期間にするということですね。第一次は、今年度末

までということで、大綱も第六次多賀城市総合計画と並行して検討していくと考えて

いいのですね。総合計画が出来上がって、令和 3年度になってから、それを基にして策

定するのではなくて、並行してという考え方ですよね。 

行政経営担当補佐：その通りです。第六次多賀城市総合計画の基本構想は今お話ししたとおり

ですが、その下に基本計画や実施計画がございますので、その都度、作業をしつつ時期

をみて御意見をいただいて、策定していきたいと思っています。 



16 

 

根來委員：国の定める教育振興基本計画の中の第 2 部のところに、「夢と志を持ち、可能性に

挑戦するために必要となる力を育成する」という一文があります。これまでも、これを

踏まえた計画を立てていただいているとは思いますが、この一文はすごく多賀城を表

す言葉と言っても過言ではないくらいぴったりの言葉だと思っています。これだけ歴

史もあって、その歴史の中に深い文化も根付いている多賀城でもありますので、そこの

ところは、これまでを踏襲するものが多くなったとしても、方向性は維持していただき

たいと思っております。 

麻生川教育長：先ほど、ICT の話題が出たんですけれども、国の政策がこの頃、急に変わると

言いますか、突然出てくるということが多く、しかも方針が違うのではないかという部

分で具体的に変わってきたりするので、このスケジュールの中で、前倒しで根本的な部

分については決めていく必要があるのだと思いますけれども、もしかすると、修正とい

う部分も出てくるのかなと思っております。特に教員の研修という話がありましたが、

全員が 1台ずつ持つということを、最短の期間で方針として出してきた部分があり、そ

れを本当に国がやると言っているわけですけれども、実際にやるためには先生たちも、

それに付いていけるような、しかも導入するものは非常に高速の端末を持たせるとい

うことですので、タブレット等を使って、それに操られるのではなく、それを操って授

業をうまく進めるというように先生たちのスキルを上げていくためには、先程、理科支

援員さんの話が出たんですけれども、理科支援員さんに情報の授業もやっていただく

とか、そういうことも考えられるかなと思っておりました。そのような技術的なものを

もっている方々を、学校現場に広域で導入していくということが必要になるかも知れ

ないんですが、それに対応した計画を立てていく必要があるかなとも思っているんで

すが、このスケジュールだと結構厳しいのかなと思う部分が、ここ最近で突然出てきて

おります。ですから、このスケジュールでやっていくのは大切なことだと思うんですけ

れども、柔軟な対応ができる計画にしていただけると助かるかなと思いました。 

市長公室長：かしこまりました。 

行政経営担当補佐：現行の大綱に基づくと、基本施策レベルのところの大きい方向性を書いて

いきますので、その辺りの調整を考えながら進めさせていただければと思います。 

樋渡委員：最近、携帯を使っていて、少しでも支障があるとすぐ使えなくなったりして、先日

うまくいかなかった時に 3 日半かかってやっと直ったということがありました。その

時に、知り合いに使い方を教えてと頼んだのですが、使い方が分からない人が持つこと

自体が問題なんだよと言われたことがありました。息子の話ですが、パソコンを使って

いると、字を書こうと思っても、ひらがなを覚えても興味がないと忘れて、小学校に入

学してから国語の時間に担任の先生が丁寧に教えてくださって、字を読めるようにな

ったという子どもでしたので、先生の指導があったおかげだと思っておりますので、タ

ブレットなどが入ってきたときに、ひらがなで使えるようなタブレットなのかもしれ

ませんが、そこまで教えること自体も大変ということと、例えば企業だと中間管理職の

方とか高齢の方は、パソコンが入ったときに、その業務についていけなくて精神的にス

トレスがかかったりする方もいらっしゃったので、学校の先生なので、あまりそういう

心配はないとしても、ある程度レベルが高くなった時に、教育長さんが仰ったように、
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教える側もかなり対処が大変になるのではないかなという気がします。知り合いの方

で、学校の先生が書く字が分からなくて教科書についていけないという状態で、小学校

の時からついていけないお子さんがいるという状況の中で、タブレットが入ったらど

うするんだろうと、心配に思うこともあります。 

資料 3-3 の 4 ページのところに、市長のリーダーシップで、史都多賀城や芸術文化な

ど、いろいろな枠組みがある中で、市立図書館は本当に誇れるものだと思うのですが、

東北学院大学が移転された後に関して、多くの人が来ない限り、今の指定管理者の方も

どうなるかわからないということで、これからも運営を継続させていただきたいとい

う気持ちでいっぱいなので、おじいちゃんおばあちゃんが来ても使えて、たくさん人が

来るようなところだといいなと思っております。芸術文化に関して、先日文化センター

でフランスのバレリーナの方の公演があったのですが、内容がいいと、いろいろなとこ

ろから人が来ると思うので、魅力的なものをたくさん実施していただけたらいいと思

います。 

市長公室長：ありがとうございます。 

樋渡委員：最後に、市民フォーラムと書いてあるのですが、いろいろな意見やアイデアを持っ

ている方が、言う方は言うんだけれども、政治でも反対と賛成とある中でも、言わない

から意見がないということではなくて、賛成だから言わないという多くの市民の方も

いらっしゃると思うんです。フォーラムに関しても、今の多賀城がいいから言わないと

いう方もいらっしゃると思うので、そういった多くの方の意見を汲み取る場も必要で

はないかと思いますので、うまく調整していただけたらと思います。以上です。 

菊地市長：それでは最後に、これまでの議事内容に関わらず、教育委員の皆さまから何かござ

いませんでしょうか。 

    （意見なし) 

それでは、本日予定しておりました議事については以上でございます。いただいた御

意見等を踏まえて、今後も教育行政に市長部局・教育委員会事務局一丸となって、令和

2年度以降取り組んでいこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 


