
 

平成３１年度 第１回多賀城市総合教育会議 会議録 

 

１ 日時 令和元年１０月２３日（水）１４：００～１５：３０ 

２ 場所 多賀城市役所３階 第１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 菊池 すみ子 

委 員 樋渡 奈奈子 

委 員 根來 興宣 

４ 欠席した構成員 なし 

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 

市長公室副主幹        吉田 真美 

市長公室主査         佐藤 紘一 

市長公室主事         加藤 佐知子 

６ その他出席した職員 

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 

生涯学習課長補佐       菅原 潤一 

文化財課長          佐藤 良彦 

７ 協議・調整事項 

(1) 第六次多賀城市総合計画の策定状況について 

(2) 教育委員会事務局に係る組織改編について 

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。 

日頃の教育行政に当たりましては、「教育委員会」が教育、学術及び文化に関する事務の

担当を、「市長」が予算の執行権限の担当を互いに分担しあい、教育委員会事務局が調整の

上で、実施しているところです。 

総合教育会議は、この役割分担がより円滑に進むよう、教育や児童生徒に係ることにつ

いて協議・調整を行うための場であり、私も直接、教育委員の皆さまと意見交換のできる

貴重な機会と捉えております。 

さて、今回の総合教育会議ですが、議事は２件です。 

１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」でございます。総合計

画は、市における最上位の計画となり、市の教育行政も総合計画に基づき推進していると



ころです。現在は、第五次の計画により進めておりますが、令和２年度末で計画期間を満

了するため、第六次多賀城市総合計画を、平成３１年度・令和２年度の２か年度をかけて、

策定することとしております。その策定状況について、御説明申し上げます。 

また、２件目といたしましては、「令和２年４月に向けた教育委員会事務局の組織改編」

でございます。これは、学校教育に関連する業務を主として担っている教育総務課と学校

教育課を統合し、組織体制の強化を図ることに加えまして、本市独自の取り組みとして、

学校教育を専門に担っていただく「学校教育監」を置くなど、マネジメント体制について

も強化してまいりたいと考えております。正式には、平成３１年第４回定例会において提

案を予定しておりますが、市議会提案に先んじて、現時点で概ねまとまった内容を御説明

申し上げます。 

いずれの議題につきましても、本市の教育行政に及ぼす影響が大きいことから、御説明

申し上げた上で、活発な意見交換をさせていただき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。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

(2) 議事 第六次多賀城市総合計画の策定状況について 

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

ります。 

なお、今回は、「総合計画」に係る議事がありますことから、副市長も同席させていただ

いておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

では、菊地市長、よろしくお願いいたします。 

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)第六次多賀城市総合計画の策定状況についてです。 

こちらについて、市長公室から説明をさせます。 

市長公室長：本日はお忙しい中、このような会議の機会をいただきましたことに、心から御礼を申

し上げます。教育長を始め、教育委員の皆さまに際しましては、日頃から大変お世話にな

っております。 

       早速ではございますが、本日予定しております議事の１件目、第六次多賀城市総合計画

の策定状況について説明させていただきます。 

先程、市長の冒頭挨拶でも申し上げましたが、総合計画は、行政活動の根幹をなすも

のでございまして、私たちは総合計画に基づいて様々な取組みを進めております。現行の

第五次総合計画については、来年度末で計画期間の満了を迎えますことから、令和３年４

月１日から１０年の期間で新たにスタートする第六次総合計画の策定を進めているところ

でございます。本日はその第六次総合計画の概況、そしてこれまでの取組みの経過につい

て説明させていただきます。その方向性について皆さまから御意見を頂戴し、審議を賜り

たいと存じます。それでは、担当から内容について説明させていただきます。 

事 務 局：資料１-１を御覧ください。こちらは、第六次多賀城市総合計画策定方針の概要版となっ

ておりまして、平成３０年１２月に策定したものです。第六次多賀城市総合計画を進めるに

当たりまして、どこを大事にして、どういった進め方をしていくかの概況をまとめたもので

す。 

『１はじめに』を御覧ください。策定の背景や考え方の前に、その大前提に当たること



を記載しております。第五次総合計画を策定した際には、地方自治法において総合計画を必

ず策定する義務がありました。平成２３年の地方自治法の改正により、策定義務はなくなり

ましたが、本市では長期的な視点により計画的、総合的に取組みを推進していくため、道し

るべとなる指針が必要であろうと判断し、第六次多賀城市総合計画を策定することとしま

した。合わせて市民の代表である市議会の議決を得ることとしておりますが、こちらは総合

計画策定条例を制定して定めております。 

続きまして、「２策定の背景や地域環境」を御覧ください。こちらでは、策定に当たって

考慮すべきことをまとめており、これらに留意して策定を進めております。大きくは、国の

大きな社会的背景や、市の地域環境について掲載しておりますが、総合計画の策定に当たっ

ては、このようなことも注視しながら、また、何を重視するかを精査しながら策定を進めて

いるところです。 

続きまして、「３策定の基本的姿勢」を御覧ください。こちらには、前段２で説明させて

いただきました、社会的背景や地域環境を踏まえて、６つの項目を表記しております。内容

については、後程詳しく説明させていただきますが、概略としましては、柱書きを御覧いた

だきたいのですが、一番のポイントは第五次多賀城市総合計画の考え方を継承することで

す。第五次多賀城市総合計画の策定に関しては、相当な数の市民の方に関わっていただいて

おり、その時の考え方を基本的には継承した上で、より精度を高め、さらには「２策定の背

景や地域環境」に適応した内容にしたいと考えております。以上が、策定方針の概略です。 

続きまして、資料１-２を御覧ください。まず、「１策定コンセプト」は、資料１-１の策

定の基本的姿勢をまとめたものです。１つ目が「共有」です。分かりやすい計画にすること

で、総合計画が目指すまちの未来を、市民の皆さんに自分たちのものであると感じていただ

きたいというコンセプトです。第五次多賀城市総合計画で取り入れております数字やグラ

フで示すことに加えて、第六次多賀城市総合計画では、アートの力などを用いて、皆さんに

親しみやすい計画にすることを予定しております。子どもたちにも分かるような内容にし

たいという事務局の考えです。２つ目が「多様性」です。まちは、まちに暮らす多様な主体

により織りなされているところですが、様々な年代、様々な立場でまちに暮らす方々から広

く意見を募ることで、まちを多角的にみる、多角的に作っていくことを心掛けようというコ

ンセプトです。後程、御説明いたしますが、タウンミーティングを様々な場所、様々な対象、

様々な時間帯で実施したことも多様性を重視した取組みのひとつです。３つ目が「共創」で

す。第五次多賀城市総合計画では、市民協働や市民参画を規定しておりますが、さらに一歩

踏み込んだ内容を目指しているため、共に歩むだけではなく、計画段階も含めてまちに暮ら

す皆さんと一緒に創っていこうというコンセプトです。先に申し上げた共有や多様性につ

いても、共創のための一つの手段として用いております。最後に「継続性」です。第五次多

賀城市総合計画では、相当の数の市民の方々に関わっていただくという良いプロセスを踏

んだ計画であると市職員としても認識しており、その成果状況に関しても、一定程度達成さ

れている状況ですので、このような状況から、第五次多賀城市総合計画、また、その中に包

含されている復興計画や総合戦略における取組み内容について、引き続き継続するという

コンセプトです。継続した上で、より精度を高めるために様々な社会環境に適応した内容に

していきたいと思っております。 

続いて「２第六次多賀城市総合計画冊子構成案」を御覧ください。第六次多賀城市総合計



画においては、総合計画策定条例に基づき、構成を大きく「序論―基本構想―基本計画」の

３つで構成したいと考えております。第五次多賀城市総合計画の冊子の５ページ目をお開

きください。見比べていただくと分かりますが、第五次多賀城市総合計画と、基本的な構成

としては「序論―基本構想―基本計画」という並びは同じにする予定です。ただし、新しい

要素を加えていく予定で、資料１-２で NEW と表記させていただいている部分です。例えば

序論においては、総合戦略や AI といった新しい社会情勢の変化に対応した記載を予定して

おります。また、基本構想部分においては「重点テーマ」、「政策体系マトリックス」、「公共

施設等のあり方」を新規に記載予定です。新規に設定する「公共施設等のあり方」について

は、公共サービスの拠点である公共施設等の老朽化が現在、本格的な課題となっていること

を受けて記載を行うものです。次に、「３計画の構成イメージ図」ですが、真ん中の三角形

の図の「構成」を御覧ください。「構成」は、総合計画策定条例に基づき、総合計画でも中

枢の内容として、まちの未来を表す、計画期間１０年となる基本構想、これに続きます市の

取組み状況や成果を測るための指標を記した計画期間５年間の基本計画、そして各年度の

主要事業概要を示す、毎年策定する実施計画の３つから成っております。この「構成」も、

第五次多賀城市総合計画と同様です。次に、図の左側、第五次総合計画を御覧ください。こ

ちらでは、将来都市像が一番上にあって、これがまちの未来として、行政だけでなく市民の

皆さんと一緒に目指していく姿として計画上、策定しております。その下には政策―施策―

基本事業と、行政の活動において将来都市像を達成するための階層構造を示しています。こ

の点について、右の図の第六次総合計画でも、政策―施策―基本事業―事務事業の上に将来

都市像という構成は変わりませんが、政策の上に重点テーマを新たに設ける予定です。それ

では重点テーマについて、資料に記載の※の部分で説明させていただきますが、重点テーマ

は将来都市像の実現をより一層ブーストさせるための、政策や組織に対して横断的な計画

期間に集中対応する分野です。第六次多賀城市総合計画から新規設定するもので、縮減社会

を迎える中にあっても、将来世代に希望をつなぐためには、これまでと同様の取組みでは対

応が難しかった分野について、政策や組織を超えて対応していこうという市の姿勢を表し

たものです。重点テーマについては、現段階で市民ワークショップにおいて市民の皆さんと

の対話を通じて構成を考えているところですが、例えば、現在の教育と子育てという教育委

員会と保健福祉部でそれぞれ担当している部分について、ネウボラという切れ目のない支

援を行っていることが挙げられます。イメージとしては、このように政策や組織を貫いたよ

うなテーマ設定を２つか３つさせていただきたいと考えております。「４政策マトリックス

イメージ」に関しては、そのイメージについて兵庫県尼崎市で同じような取組みをしており

ますので、参考になればということで掲載しております。ここまで構成等について説明させ

ていただきました。ここからは、策定に当たって、４月以降取組んでまいりました市民ワー

クショップの経過について説明させていただきます。「５市民ワークショップメインテーマ」

を御覧ください。まず、市民ワークショップについては、ろ過装置のようなイメージ図を掲

載しておりますが、総合計画において最も重要なのが「将来都市像」です。これを描くに当

たって、まちに暮らす皆さんの意見を抽出することを目的として市民ワークショップを開

催しております。図にありますが、皆さんには市民アンケートなどから見える市のこれまで

の取組み状況や特性を説明した上で開催しております。また、意見をいただくに当たっては、

大きく２つのメインテーマを設定しております。１つ目が、「私らしく暮らせるまち多賀城」



です。こちらは市民の皆さんが思う理想の地域社会とは如何なるものかということの問い

かけをしているものです。２つ目としては、「未来に残したい多賀城の良いところ」です。

これは、市のアイデンティティたる魅力はどんなところにあるのかを皆さんに伺うための

問いかけです。具体的には、このままの内容を市民の皆さんに伺ったのではなく、このよう

なことが聴けるような内容でワークショップを開催しました。ワークショップで出た意見

について、いくつか紹介します。「６市民ワークショップでの市民の声」を御覧ください。

例えば、人と人とのつながりが大事、未来につないでいきたいといった意見が①、多賀城の

歴史を大事にしたいといった意見が②、自分らしく暮らせるまちであって欲しいという意

見が③、暮らす人や次の担い手を育んでいきたいという意見が④、いやしや愛着がある街並

みにしたいという意見が⑤、チャレンジに応えられるまちであるといいよねという意見が

⑥、今の多賀城が大好きなので頑張ってこのまま続けていきたいよねという意見が⑦、世の

中は大変な状況かもしれないけど何とかしていかなくちゃいけないという意見が⑧など多

様な御意見をいただくことができました。複数回、市民ワークショップを開催しましたが、

その中では、新しい施設が欲しいとか、行政にこうして欲しいという意見よりも、みんなで

まちを良くしていきたいよね、という声を本当に多くいただきました。市役所としましても、

みなさんのこういった気持ちを支援できるような次の１０年間にしたいと考えております。

現在、こうしていただいた想いあふれる、まちのみらいの姿が表現できる言葉を紡いで、将

来都市像という形でまとめ上げていきたいと考えております。次の会議では、将来都市像に

ついて御呈示ができるかと思いますので、少々お待ちいただければと思います。続きまして、

資料１-３を御覧ください。先に策定コンセプトとして申し上げましたとおり、様々な場所

として東北学院大学や子育てサポートセンターで、様々な対象、様々な時間帯で開催させて

いただきました。全６回のワークショップと全４イベントへの公聴ブース出展を行い、延べ

１，４３５人のみなさんから御意見を頂戴したところです。具体的な実施内容等や状況につ

いては、次のページから写真などでも御覧いただくことができますので、後ほど御覧くださ

い。御覧いただくと分かりますが、市民の皆さんには笑顔で参加いただいております。これ

らのワークショップの内容を基にして、現在、市役所でまとめ作業をしております。とりま

とめたものは、次回の総合教育会議で改めてお示しさせていただきます。以上です。 

市長公室長：担当から、第六次総合計画の概要について説明を申し上げました。また、これまでの

取組みから、資料１-３に掲載しているとおり、多くの市民の皆さんの参画を得て御意見を

頂戴しました。高校生から年配の方まで様々な年代の方に御参加いただき、私もほぼ全てに

参加しましたが、高校生が参加してくれた回でとても印象に残っているのが、市内の高校生

が、「多賀城にいると普通の幸せの価値がよくわかる」と言っていたことです。また別な方

で、市内の高校に利府から通っている方からは、「多賀城はとても羨ましい。私もいつか住

んでみたい」という意見を頂戴しております。第六次総合計画のコンセプトとして、人口減

少が世の中で叫ばれており、人口減少に合わせて日本の社会の仕組みや構造がこれから大

きく変わることが予想されるけれども、そのような中にあって多賀城市は暮らしやすいと

言っていただける、普通の幸せっていいよねと言っていただける、そんな多賀城市の日常を

維持していきたいということがあります。そのために、どうしたらいいのかということを、

この第六次総合計画の柱にしたいと考えています。このようなことから、策定のコンセプト

を御説明申し上げたとおりに進めていきたいのですが、投資する資源には限りがあること



から、限りある資源を、どんなことに重点的に使っていくかという、第五次総合計画にはな

かった、第六次総合計画には「重点テーマ」を設けてまちづくりを進めていきたいと考えて

おります。事務局からの説明は以上になりますので、皆さまからの御意見をお聞かせいただ

ければと思います。 

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」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：素晴らしいコンセプトで、皆さまの御努力は如何ばかりかと思いますが、例えば第五次

総合計画はどうだったかという結果を基にして、それを膨らませると言いますか、新しいア

イデアは素晴らしいけれども、第五次の時がどうだったのかという結果を、もっとフィード

バックしながら策定を進めていくことも大切だと思ったのと、多様性に関して、様々なとこ

ろに出向いてアイデアをもらったのだと思いますが、このような場に参加できる方は、積極

的に取組んでいこうという方が大部分だと思われることから、アイデアとしてとても良い意

見を述べて下さるのだと思いますが、例えばマスコミやニュースで取り上げられている時と

いうのは、反対意見がクローズアップされて、いわゆる、もの言わぬ大勢の意見が埋もれて

しまったり強調されなかったりということがあるので、取組みを進めていく中で、多くの人

の意見はどうなのかというところを考える視点も大切だと思います。タウンミーティングの

実績の中で、例えば多賀城ビアサミット広聴ブース出展について、広聴という形で駅前で出

展した際に、概数として１５２名の方が参加して下さったという実績になっていますが、ヒ

アリングには様々な形があるかと思うのですが、どのような形でヒアリングを行ったか教え

ていただきたいと思います。 

市長公室長：御意見を頂戴した１点目について、第五次総合計画にも数値目標を設定しており、そ

の目標の達成度合いについては、今日の説明では割愛させていただいたので、次回改めて説

明させていただきますが、数値目標をどのくらい達成できているかということと、その達成

度合いに応じて検証した中身を第六次総合計画にきちんと活かしていくための取組みは進

めております。次の機会に詳しく説明しますが、いただいた意見の検証を行って次期に活か

すという取組みは、是非行っていきたいと考えております。 

ワークショップについては、参加したくても仕事の都合だったり、家庭の事情だったりで

参加できない方々、声を挙げたくてもなかなか声を挙げられないという方々に対して、どの

ような取組みを行っているのかについては、広聴の機会を設けて、市で様々に行われるイベ

ントの時に、市の若手職員が一人ひとりに御意見をお聞かせいただけますか、と聞きに行く

ということをしています。実際、その場に行って御意見をお聞きした職員もこの場にいるの

で、生の声を紹介させていただきます。 

事務局：基本的には、ファミリー層向けにアプローチをしたところが多く、例えば、あやめまつり

は七夕の時期だったので、子どもたちに将来の夢や多賀城の好きなところを短冊に書いて

もらう方法で意見をお伺いして、そこから多賀城の魅力や、子どもたちがどんなところに注

目していて、それをどのように支援していったらいいのかなどを検討する材料として使わ

せていただくという取組みを行いました。もう一点、市民の皆さんから広く意見をいただく

機会としては、毎年、市民アンケートを行っており、統計的には市民の皆さんがどう考えて

いるのかについて伺っておりますが、データだけではなかかなか拾いきれない意見をワー



クショップで聞かせていただいているというところです。 

市長公室長：補足をしますと、市民の皆さんの声を直接お聞きする機会としてはアンケートで様々

な御意見を頂戴するのに加えて、様々な事業を所管している各部署それぞれに市民の方か

ら直接意見をもらっている取組みもあるため、全てをとりまとめて次の計画に活かしてい

こうという仕組みも作っていますので、機会をみて御紹介させていただきます。その中には、

多賀城市ができていること、もちろんできていないこともたくさんあるので、そのような声

にも対応させていただきたいと考えております。 

樋渡委員：少子高齢化が進む中で、例えば介護施設等いろいろな施設があるので、高齢者の意見を

聴く場も設けてほしいと思います。 

市長公室長：承知いたしました。 

浅野委員：確認ですが、資料１-１に平成３０年１２月策定と記載があるが、これは昨年の１２月

に策定をして、この内容を平成３０年の第４回市議会定例会に提案をしたということでよ

ろしいか。 

事務局：総合計画に関しては、策定をするかどうか自体が市町村の裁量に任せられていることから、

総合計画を策定しますということを、「多賀城市総合計画策定条例」として平成３０年１２

月に市議会から議決をいただいているということです。 

浅野委員：了解しました。 

菊池委員：意見ではありませんが、第六次総合計画について、共有という形で子どもたちにもわか

りやすく作るというコンセプトはとても良いことだと思う。ちなみに、第五次総合計画につ

いては、子どもにも分かりやすい資料等は作成していたのですか。 

市長公室長：今回は第五次総合計画の時の反省と言いますか、子どもたちに向けて、将来のまちは、

多賀城市はこんなまちを目指していますよということをどう伝えるかが課題だったことか

ら、第六次総合計画から分かりやすい計画策定に向けた取組みを始めました。詳しい内容に

ついて事務局から説明をさせます。 

事務局：まだはっきりしたところは決まっておりませんが、例えば皆さんが読んで分かるものとい

うことで、絵本だったり漫画だったり、イラストで分かるようなものを考えております。ま

た、第五次総合計画の将来都市像というのが、「未来をはぐくむまち史都多賀城」という、

良いフレーズですが、言葉だけだと皆さんの中になかなか浸透していかないということも

あるため、ロゴにしてはどうかという案も考えております。先日、教育長さんからも提案を

頂戴しまして、小学校の授業等とのコラボレーションも検討しております。 

根來委員：今日の会議の目的は、この策定方針についての意見聴取ということでよろしいのでしょ

うか。 

市長公室長：策定方針はこのように定めて、資料１-２或いは１-３で、現在このような取組みを進

めていて、４つの策定コンセプトを掲げたということについて説明を差し上げました。この

ような方向で進めていきたいと思っていることに対して、御意見をいただいて、その意見に

基づいて軌道修正したり付け加えたりということをさせていただきたいという意図です。 

根來委員：まだ第五次総合計画の結果が分からないので、多賀城市が何を得意としていて、何を苦

手としているのかが分からない中で話をさせていただきます。まず「共創」の部分ですが、

この「共創」の部分から、市民の方に参加いただいて、市と協働しながら色々な文化や、色々

な機会を創出する取組みを行っていこうということだと思うが、この「共創」という具体的



なコンセプトを考えるに至った経緯を知りたい。 

市長公室長：もともと多賀城市がまちづくりのベースに置いていた市民協働という考え方があり、

それを第五次総合計画にも掲げていたのですが、今回の第六次総合計画は第五次総合計画

の目的や趣旨をそのまま継承して、そこに人口減少という社会課題をどう解決していくか

という要素を付け加えて、新たに整理をし直すという形で策定を進めております。人口減少

時代は、それを支える人材を含めて全ての資源が縮減していくことになりますので、市民協

働の考え方を膨らませて、そこに一人ひとりの想像力を付け足そう、ということで、協働活

動において創造しようという意味での「共創」という概念を付け加えたということです。 

根來委員：「共創」という取組みの中で、市民のアイデアや力をお借りして、「共創」社会を作って

いくための仕組み作りをする際に、市としての役割の部分が出てくるわけだが、そこには必

ずこの４つの策定コンセプトが絡んでくるものと思う。策定方針などを見ていると、どちら

かというとこの「共創」が一番にきて、２～４と並べた方が、全てにつながるものという視

点で策定を行うことができて良いのではないかと思う。もう一つは、総合計画そのものを、

アートなどを多用して視覚的にも理解しやすい計画にしていくという取組みがあるが、計

画の内容のボリュームが多いものになるとは言え、できれば市民全体が市としてどういう

方向に進みたいと思っているのかを知っていてほしいという思いはある。なぜなら、「共創」

というコンセプトがあるからである。とは言っても、全体を知らせることはなかなか難しい

と思うので、多賀城市にはたくさんの連絡協議会等の仕組みがあることから、仕組みに特化

して、会が得意とする分野で市の考え方やこのような施策があるんだということを情報共

有できるような関係づくりや広報の仕方をしていくと、より「共創」が活きてくるのではな

いかと考えるので検討いただければと思う。 

市長公室長：「共創」というコンセプトについては、これから計画づくりの構成を本格的に決めてい

く中で活かしていきたいと思う。また、市民の方々全員にこの計画の将来都市像や、進んで

いく方向を知ってもらいたいと私たちも思っていることから、御提案いただいた内容につ

いて、機会や場をみながら一生懸命皆さんに知っていただくための工夫をしていきたいと

思う。 

根來委員：第五次総合計画の成果を検証し、継承していくということだが、検証時期はいつ頃のタ

イミングになるのか。 

事務局：第五次総合計画の検証に関しては、施策の成果指標は毎年、指標を取得しております。毎

年の進捗状況については、市議会で報告したり広報誌でお知らせしたりしております。最終

的には、最終年度が終了した段階で最終達成状況がみえるという形になっております。 

根來委員：最終年度が終わった時点で５年分をまとめて検証するのか。 

市長公室長：最終的なとりまとめについては、総合計画は１０年であることから、前期５年分はと

りまとめた結果が今の形になっていて、後期５年分も来年度末終了した時点で今年度分の

取りまとめは行いますが、第六次総合計画は４月に始まることから、第六次総合計画に反映

させる第五次総合計画の検証は、来年度末に全て完了した時点ではなく、来年のスケジュー

ルで申し上げると、６月くらいには多賀城市議会で基本構想をお決めいただきたいと思っ

ていることから、今年いっぱいくらいで、その時点での検証を行った上で、次期計画に反映

させます。基本構想を定めた後に、そこから派生する各種事業がたくさんあるので、その各

種事業には当然に五次総が全て満了した時点での達成度も含めた形で反映をさせていくと



いう、段階的な取組みとなっております。 

室長補佐：補足ですが、内部の職員に対しても、政策や事務事業に関してヒアリングを行っていて、

良い点や反省点を取りまとめている最中でございまして、大方の材料は集め終わったこと

から、最終的な取りまとめを行っている段階です。 

樋渡委員：災害対策の推進という部分に関して、きちんと目標が定められていて、それに向かって

検証もされているということでしたが、今回やはり自然災害が多発して山王地域の浸水が

かなりあったことから、学校の方も大丈夫だろうかと心配になりました。このことに関して

第六次総合計画の策定指針の中にも、策定の基本的姿勢ということで震災復興計画等が書

かれていたと思うが、もっと市民の方にそこをアピールするような文言や表現があっても

いいのかなと思う。明るい未来だけではなく、今の災害に対するフォローも必要と思うので、

よろしくお願いします。 

市長公室長：震災復興計画も、第五次総合計画と同時に計画期間が満了します。多賀城市の復興計

画で定めたインフラの復旧・復興は計画通り達成する予定ですが、それ以外に頻発する自然

災害に対して、多賀城市は災害に強いまちづくりも掲げていることから、第六次総合計画に

も明確に打ち出していきたいと思います。 

樋渡委員：以前の豪雨の時から国道のところに雨水ポンプ場ができて、国道の方はほとんど浸水被

害がなくなったが、今回が山王やその他の地域でもテレビのニュースで放映されるくらい

の浸水の状況になっていて、その後行ったときにはすっかり水はなくなって通れるように

なっていたが、住んでいる方としても心配になったと思うし、市内の地理がイメージできな

いと、危険個所が分からないかと思うので、よろしくお願いします。 

市長公室長：承知しました。 

(3) 議事 教育委員会事務局に係る組織改編について 

菊地市長：それでは次に、「教育委員会事務局に係る組織改編について」でございます。こちらにつ

いて市長公室から説明をさせます。 

市長公室長：資料２の１に「令和２年４月の組織改編の考え方」という項目がありますが、こちら

については、なぜ組織改編を行うのかという話です。市では随分前から組織を変更する、或

いは見直しをしたらいいのではないかという課題があり、その時期について東日本大震災

からの復旧・復興に一定の目途が立つ、あるいはそれらが完了する時、そして現在の第五次

多賀城市総合計画が、計画期間満了する時、つまり令和３年３月に満了しますので、令和３

年４月以降に、現在抱えている組織的な課題を解決し、第六次多賀城市総合計画を推進して

いく体制を構築するために、再来年の４月に比較的大規模な組織改編を行う方向で検討を

進めておりました。組織的な課題は複数ありますが、その一つに適正な組織規模というもの

がございます。これは何かと申し上げると、記載のとおり少人数の課と係の解消です。これ

は、一課一係、例えば一つの課に一つの係しかないという問題です。現在、教育委員会事務

局には教育総務課と学校教育課が設置されていて、それぞれ一課一係の、比較的少人数組織

という形になっております。学校を取り巻く様々な行政課題が山積する中で、どうしても人

数という問題で、少人数ということだけで突発的なことへの対応が困難になっているとい

う現状がございます。そこで、本来なら令和３年４月の大規模な組織改編と合わせて行うこ

とを予定しておりましたが、一年前倒しをして令和２年４月から教育委員会事務局の組織

体制を改編させていただくという内容です。２番目に「組織改編の内容」という記載がござ



いますが、教育総務課と学校教育課の２課２係を統合して、１課２係の組織体制にします。

２つ目に「教育長を補佐するマネジメント職を配置し体制を強化」と記載がございますが、

これは教育委員会の行政活動の基となる地方教育行政の運営に関する法律が改正され、教

育長の位置付けが一般職から特別職に変わったことを踏まえて、事務局の組織をマネジメ

ントする体制の強化をしたいということで、事務局に他の部局で置いている部長職と次長

職を置くものです。３つ目に組織改編の内容として、『本市独自の取組みとして、新たに「学

校教育監」を設置』と記載がございますが、従来、学校教育関連業務全般を担っていただい

ていた学校教育課長の職について、学校教育を専門に執り行う「学校教育監」として設置す

ることで、学校教育のさらなる支援体制の強化を図るものです。これまで、学校教育課長に

は、庶務事務、例えば会計伝票のチェック等をはじめとする細かな事務までお願いをしてい

ましたが、学校教育を専門に執り行う「学校教育監」とすることによって、さらなる支援体

制の強化を図るものです。裏面には、今までにお話しした内容から教育委員会の組織がどの

ように変わるかを図でお示ししております。組織改編案の新旧対照図で右側がこれまでの

体制、左側が新体制です。新体制を御覧いただくと、法律で定められているとおり、教育委

員会には事務局が置かれます。その事務局にこれまでは、学校教育課と教育総務課がそれぞ

れ置かれていましたが、それらを統合して、教育総務課の中に教育総務係と学校教育係を置

きます。その上で、先ほど御説明申し上げた「学校教育監」を置くことによって、体制を充

実させるものです。加えて、教育委員会の組織改編ではありませんが、令和３年４月ではな

く、１年前倒しで同じように令和２年４月から組織改編をする部署があり、水道の関係と建

設部関係でございます。意図としては、これまでは水道事業を行う上水道部があり、市の行

政活動の中でも、企業として成り立つ事業所という位置付けです。企業としての上水道部と

いう組織を設置して給水事業・排水事業を行ってきましたが、法律が変わり、公営企業法と

いう、市の行政活動を企業化することについて、下水道も同じくすることとされました。こ

れは法律で定める義務であることから、下水道も企業化することになり、その際には水道部

と統合することにより規模の利益を図れるだろう、より効率的に事業活動の目的が達成さ

れるだろうということで、上下水道部として、今まで建設部という市役所の組織の中に下水

道課がありましたが、これを企業として公営企業に含めることによって上下水道部に統合

する組織改編も令和２年４月に同時に行いますということを参考までにお話させていただ

きました。令和２年４月には教育委員会での組織改編と、下水道の企業化に伴う組織改編の

二つが予定されております。教育委員会の関係につきましては、御説明しましたとおり、教

育総務課と学校教育課が教育総務課に統合されることによって、関係組織数が変更になり、

教育委員会事務局はこれまで、４課６係だったものが、３課６係となります。このような形

で令和２年４月に教育委員会の組織を改編させていただくことについての説明でした。よ

ろしくお願いします。 

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「教育委員会事務

局に係る組織改編について」に関して何か御意見・御質問等ございませんでしょうか。 

浅野委員：今の説明の中で、学校教育課長は細かい事務まで担っていたという話もありましたが、

学校教育課長は、教員からの派遣という立場上、できませんというような意見はなかなか言

えなかった。今後は学校教育を専門に取り扱うポストとして、より専門性を発揮できるのは

良いことだと思う。多賀城市の学校数からすると、教育委員会に配置される職員の数は他の



市町村と比べて多くなっていると思うので、学校教育を専門に執り行う「学校教育監」を設

置することに賛成したい。 

疑問点として、組織改編が議会で承認されてからの動きであり、最終的には市長の判断

になるかとも思うが、「学校教育監」の人事の具体的な中身としては従来どおり、今までの

学校教育課長と同じように、教育の専門家を県教育委員会からの派遣人事とするのか、基本

的な考えを伺いたい。 

市長公室長：人事にも関わることから、申し上げにくいところもあるが、そのようにしたいと考え

ております。 

菊池委員：参考までに伺いたいのですが、「学校教育監」というのは、宮城県では、どのくらいこの

ような形をとっているのでしょうか。 

市長公室長：多賀城市だけでなく、他の自治体にもこのような組織をとっているところはあります。

ただ、県内の市町村で言うと、「学校教育監」という名称だったかは定かではありませんが、

他にも例はあります。県外の自治体においても、今の教育行政を取り巻く環境をみていると、

同じ体制をとるところが増えてきております。 

樋渡委員：質問なのですが、新しく教育総務課と学校教育監の課ができて、学校教育監の中に指導

主事の先生も含めて広い形で職務を行うという捉え方でよいのですか。 

市長公室長：教育委員会事務局に組織体制として配置されるのは教育総務課で、学校教育監は組織

というよりも、学校教育を専門的に取り扱う方であり、指導主事も同様に仕事をお願いする

ということで、学校教育監と指導主事が新しく組織を形成するということではありません。

図の描き方が難しく、誤解をさせて申し訳ありません。 

樋渡委員：もともとの教育総務課と学校教育課が一緒になって教育総務課になって、学校教育監は、

新たに、ありとあらゆるではないけれども、もっとフットワークよく専門的に教育に関する

仕事を執り行う職と考えてよろしいか。 

市長公室長：説明が不足して申し訳ないが、そのとおりです。 

根來委員：学校教育監や指導主事の方が、現場の教職員の方々と関わる時間が増えるということと、

一緒に創っていくといったことができるようになるということか。 

市長公室長：そのとおりで、今まで学校教育課長をはじめとする職員の方々には御苦労をお掛けし

ていたのが、より専門的に御活躍いただけるようになるということです。 

菊地市長：それでは最後に、せっかくの機会ですので、これまでの議事内容に関わらず、教育長や

教育委員の皆さまから何かございませんでしょうか。 

教育長：今の学校教育というのは、学校だけで教育を担うことや、次世代の子どもたちを育てると

いうことが難しくなってきていて、他の部局等と一緒に歩調を合わせながら子どもたちを育

てていきたいという部分があります。そのような部分で、今までにない分野の方々と協働し

ていくような教育の在り方が必要になってくることから、やはり学校教育の専門家という立

場で動けるような場があると、とても良いのではないかと思っているので、是非、この形で

進めていただきたい。 

菊地市長：教育委員の皆さんからは何かありませんでしょうか。 

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。 

 

 


