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平成 30年度第 1回仙台市経営戦略会議（平成 30年 8月 31日開催） 

議事概要 

１ 日  時 平成３０年８月３１日（金） １７:００～ 

２ 場  所 仙台市役所本庁舎２階第２委員会室 

３ 出席委員 青木ユカリ委員、大草芳江委員、菅井茂委員、関美織委員、髙城みさ委員、舘田

あゆみ委員、成田由加里委員、本江正茂委員、山口強委員〔計９名〕 

４ 欠席委員 木下淑恵委員、佐々木賢一委員、鈴木勇治委員、大黒雅弘委員〔計４名〕 

５ 事 務 局 総務局長、総務局理事、総務局総務部長、総務局人材育成部長、まちづくり政策

局情報政策部長、市民局協働まちづくり推進部長、財政局財政部参事兼財政課長、

総務局総務部コンプライアンス推進担当課長、総務局総務部行財政改革課長、総

務局人材育成部人事課長、総務局人材育成部職員研修所長、まちづくり政策局政

策企画部政策企画課長、財政局財政部財政企画課長、市民局協働まちづくり推進

部地域政策課長、市民局協働まちづくり推進部市民協働推進課長〔計１５名〕 

６ 担 当 課 総務局総務部行財政改革課 

７ 次 第 

(1) 開 会 

(2) 委嘱状交付 

(3) 市長挨拶 

(4) 委員紹介 

(5) 正副会長の選出 

(6) 議 事 

・「（仮称）仙台市役所経営プラン」（「仙台市行財政改革推進プラン2016」改定）について 

・「仙台市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進捗状況について 

(7) 閉 会 

８ 会議資料 

資料１   (仮称)仙台市役所経営プラン(仙台市行財政改革推進プラン2016改定)について 

資料２－１ 仙台市行財政改革推進プラン2016 平成29年度実績報告の概要（案） 

資料２－２ 仙台市行財政改革推進プラン2016 平成29年度実績報告・進捗管理シート（案） 

資料３   仙台市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況について 

 

 

（１）開会 

事務局（司会） 

定刻となりました。ただいまより平成 30年度第 1回仙台市経営戦略会議を開催いたします。 

会長が決まりますまでの間、事務局のほうで進行役を務めさせていただきます。 

 

（２）委嘱状交付 

事務局（司会） 

郡市長より委員の皆様に委嘱状を交付させていただきます。 

資料 1にございます名簿順、ご欠席の方を除きましてお名前をお呼びいたしますので、その場に

ご起立いただきますようよろしくお願いをいたします。 

 

＜市長より委嘱状交付＞ 



2 

（３）市長挨拶 

事務局（司会） 

それでは、会議の開催に当たりまして、郡市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

郡市長 

改めまして、皆様、お疲れさまでございます。 

大変お忙しい中をお集まりいただきましたこと、まず感謝を申し上げます。 

そして、皆様方におかれましては、今回、仙台市経営戦略会議の委員を快くお引き受けいただき

ましたこと、改めまして御礼を申し上げたく存じます。 

また、常日ごろ、仙台市政の運営に関しまして、深いご理解とご協力をいただいていることに関

しましても、この場をお借りいたしまして御礼を申し上げたく存じます。ありがとうございます。 

この仙台市経営戦略会議でございますけれども、行財政改革に係る計画の策定を含め、本市の行

政経営に関しまして、幅広い見地からご意見をいただくために設置をしているものでございます。 

皆様におかれましては、平成 31 年度末までの任期となりますので、何とぞよろしくお願い申し

上げます。 

さて、東日本大震災が発災いたしましてから、丸 7年が経過したわけでございますけれども、本

市におきましては、市民の皆様方と手を携えながら、ともに復旧復興に全力を挙げてまいりました。 

おかげさまをもちまして、復興事業につきましては、一定の進捗を見たと認識をしているところ

でございます。 

一方で、全国の自治体を見てみますと、この間、人口減少社会の到来を見据えた地域経済の活性

化策など、さまざまな取組みが既になされてきているわけでございまして、仙台市におきましても、

昨年、実は初めて人口の自然減というものが発生するという局面に至りまして、まさにポスト復興

の新たなステージに向けて乗り出さなければならない時期に来ていると、私自身、思いを強くして

いるところでございます。 

このような観点から、東北を牽引する仙台市自身の活力を高めるべく、現在、経済と観光に関す

る 2つの戦略を練り上げているところでございますし、さらにこの秋からは、未来に向けた市政の

羅針盤ともなる仙台市総合計画の策定作業にも着手してまいりたいと考えております。 

これら各般にわたる施策を着実に進めていくためには、市役所自らが「ポスト復興ステージ」を

支える戦略性を持った市政運営に舵を切っていかなければならないと、このように思っているわけ

でございます。 

本市の行財政運営に目を向けますと、今後、社会保障費が伸びていく、そしてまた老朽化が進む

インフラの更新経費が増加してくる、また、生産年齢人口の減少による職員の人材確保の制約など、

様々な難しい課題が出てくるというふうに思っております。これらを踏まえますと、より適正な体

制で、効率的な行政運営を推進するとともに、民間の皆様たちの活力の積極的な導入をさらに徹底

していく必要があるのではないかと思っています。 

人口減少が地域コミュニティに与える影響も見逃せません。空き家の発生、高齢単身世帯の増加

など、課題が多様化しておりまして、市民の皆様との連携がますます重要度を増しております。 

いま一度、職員自らが現場に赴き、地域の皆様方との結びつきを強めて、課題を見出し、そして、

さまざまな団体の皆さんや市民の方々とともに社会を支えていく仕組みというものを具現化でき

るように取り組んでいきたいと考えております。 

加えまして、市役所人材の活用や組織活性化への対応というのも喫緊の課題でございまして、こ

の数年間で、いわゆる働き方改革の動きというのも全国的に加速しているところでございます。公

務員につきましては、65 歳の定年延長に向けた検討も進めていかねばなりません。日進月歩のAI

技術の導入など、新しい試みも推奨していかねばなりませんし、これによって生み出されるマンパ

ワーを地域課題の解決に振り向けていくなど、限られた人材をフルに活用していくこと、それから

また、前例にとらわれず積極果敢に課題解決に取り組む組織づくり、風土づくりというものを進め
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ていかなくてはいけないと思っています。 

私といたしましては、このような思いから、仙台市行財政改革推進プラン 2016 につきまして、

効果的な取り組みは継続しながら、新たな要素を加えてまいりたい。そして、本市の経営方針をよ

り明確化していかねばならないと思いまして、今回、改定をしてまいりたいと考えているわけでご

ざいます。 

本日は、その基本となる考え方、方向性などについて、後ほど事務局からご説明をさせていただ

きたいと存じますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

今日、お願いをさせていただきました委員の皆様方は、各分野を代表される方々でございます。

また、多方面でご活躍をいただいている皆様でもございますので、ぜひともそのようなご経験の中

から、忌憚のないご意見を出していただければ、大変ありがたく存じます。 

プランの策定につきましては、今後、厳しいスケジュールの中、ご議論いただくことにはなりま

すけれども、どうぞ皆様、同じ思いで、よりよい市役所運営のためにお時間をお貸しいただければ

と思いますので、よろしくお願い申し上げ、私からの挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございます。 

 

（４）委員紹介 

事務局（司会） 

＜委員名簿、事務局名簿により出席者紹介＞ 

 

（５）正副会長の選出 

事務局（司会） 

続きまして、次第の 5、正副会長の選出に移らせていただきます。お手元の、仙台市経営戦略会

議設置要綱をご覧ください。 

第 4条第 1項にございますとおり、会長につきましては、委員の皆様の互選によって定めていた

だくこととなっております。ここで会長職につきましてご推薦等がございましたらご発言をお願い

いたします。 

 

成田委員 

会長は、これまでも会長を務めてこられました本江委員に、引き続きお願いしたいと存じますけ

れども、いかがでございましょうか。（「異議なし」の声あり） 

 

事務局（司会） 

ありがとうございます。会長は本江委員ということでご賛同のご意見がありましたので、よろし

くお願いいたします。 

それでは、本江委員には会長席へご移動をよろしくお願いいたします。 

引き続きまして、副会長でございますけれども、同じく要綱第 4条第 1項によりまして、会長職

が副会長を指名することとしております。本江会長、副会長のご指名をお願いいたします。 

 

本江会長 

僭越ですけれども、会長を務めさせていただく本江でございます。副会長は、先年から副会長を

務めてこられました、木下委員に引き続きお願いするのがよろしいかと思います。皆さん、いかが

でしょうか。本日欠席ではありますけれども、追って、私のほうから改めてお願いをしておくこと

にいたしますので、そのようにさせていただければと思います。（「異議なし」の声あり） 

 

事務局（司会） 

ありがとうございます。では、副会長は木下委員に決定させていただきます。本決定につきまし
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ては、事務局のほうからも木下委員にお伝えをしたいと思います。 

次第の 5、正副会長の選出につきましては以上でございます。 

ここで、大変恐れ入りますが、郡市長につきましては、次の日程がございます関係で、こちらで

退席をさせていただきます。 

 

郡市長 

では、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

（６）議 事 

事務局（司会） 

それでは会議を進めてまいります。 

ここからは本江会長に会議の進行をお願いいたします。 

 

本江会長 

では、次第に基づいて進めてまいりたいと思います。 

まず最初に、会議の運営の基本事項ということで、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局（行財政改革課長） 

新任期の最初の会議となりますので、この会議の運営につきまして、委員の皆様にご確認をさせ

ていただきたいと存じます。 

1つ目でございますが、会議の公開に関してでございます。本市におきましては、このような会

議に関しましては、原則公開とし、個人情報に関することがあれば、必要に応じて非公開とするこ

ととしておりまして、この会議につきましてもそのような取り扱いとさせていただきたいと考えて

おります。 

2つ目でございますが、議事録の作成に関してでございます。事務局が作成した議事録の案を会

長にご確認していただくほか、委員の代表としてもう一方のご確認とご署名いただくという取り扱

いとさせていただきたいと考えております。 

この 2点につきましてご了承いただきたく存じます。 

 

本江会長 

今の 2点、会議の公開ということと議事録についてということですが、決まりですので、よろし

いでしょうか。（「異議なし」の声あり） 

では、そのように進めさせていただきたいと思います。 

議事録のほうですが、出席委員の五十音順で順番にということにしておりますので、またそれで

お願いしたいと思います。 

お休みの方も何人かいらっしゃいますので、順番でいくと、本日分は、菅井委員にお願いしたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

 

菅井委員 

 （了承） 

 

本江会長 

では、早速議事に入りたいと思います。 

今日は 2 つございます。一つは、「（仮称）仙台市役所経営プラン」、これは現在の「仙台市行財

政改革推進プラン 2016」を改定し、新しい看板にしたいということで、そこについてのお話。も

う一つは、「仙台市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進捗状況についてということでございま
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す。7時ぐらいをめどに進めてまいりたいと思いますが、積極的な発言をお願いします。 

まず、前半のほうについて事務局からご説明をお願いいたします。 

 

事務局（行財政改革課長） 

＜資料 1、資料 2－1、資料 2－2に基づき説明＞ 

 

本江会長 

ありがとうございます。 

大変なボリュームの説明でした。私の理解で改めて言うと、まずは、2016 年からの現行プラン

の取組みを、これまで着々とやってきましたということですね。それで、3年目となって、これを

見直すわけだけれども、そのときにまず、この資料１の左側にあるように、3年前にプランを始め

た当時と、状況も色々変わってきたということがあり、そしてまた一方で、仙台市が今後進めてい

かなければならないこともあり、現行プランの改定をしていきましょうという、大きく 2段構えの

お話になっております。 

一度に議論しようとすると話が難しいので、まず前半、これまで現行プランのもとで市が進めて

きた取組みと、社会情勢などの状況の変化についての認識までの話、後半は、それらを受けて、で

は今後どんなふうにしていきましょうかという話を分けて議論したいと思います。 

まずは、前半の部分について、ご意見を伺えればと思います。 

昨年度までのこの会議では、割と取組みの中身一つ一つを丁寧に見るという議論の進め方でした

が、今回は大きい改定の方針を考えるということですので、たとえば現状の認識が十分でないので

はないかとかいうような、もうちょっと大きい話なども併せてできるといいと思います。 

どなたからでも構いませんが、お気づきになった点がありましたらぜひお話をしていただければ

と思います。いかがでしょうか。山口委員。 

 

山口委員 

細かいことなんですけれども、2016 というふうに西暦で呼んでいるのと、平成で呼んでいるの

が混在していますね。皆さんご存じのように、平成は今年で終わりということになっておりますの

で、具体的な案をつくる段階では西暦に統一したほうがよろしいのではないかと思いました。単純

な、素朴なことなんですけれども。 

 

本江会長 

いかがでしょうか。 

 

事務局（行財政改革課長） 

今後の作業を進める中においては、西暦ということで記載を統一していきたいと思っております。 

 

本江会長 

ありがとうございます。ほかに、いかがでしょうか。 

関連資料でたくさんグラフが出てきましたけれども、なかなかシビアなデータもたくさん入って

おりますので、これについてもいただければと思いますが。どうですか。大草委員。 

 

大草委員 

ちょっと聞き漏らしたかもしれないので、確認も兼ねてなんですけれども、まず現状について、

職員の数が目標とは逆に増えているという項目に対する説明については、関連データで言いますと、

仙台市のデータではなく国全体のデータとして、地方行革で全国的にも職員数が推移していると説

明いただいたように聞こえたのですけれども、つまり、仙台市もこの地方行政改革のことが一番の
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要因になって、逆に職員数が増えているという理解でよろしかったでしょうか。 

 

 

事務局（人事課長） 

仙台市におきまして、当初の計画の見込みよりも職員数が増えているという状況になっておりま

すのは、計画の策定時に見込んでいなかったような要因、行政需要の新たな対応ということのため

にマンパワーを確保したということがございまして、このように増えております。 

具体的に申し上げますと、例えば、震災復興の関連業務などについては、この計画期間内に相当

程度収束していくであろうということで、業務が減っていくことに伴って職員数も減るであろうと

見込んでいたものが、復興業務がまだ継続している部分もあって、見込みどおりに減っていないと

いうことや、超過勤務の縮減に向けて、超過勤務が非常に多い部署などに対して、人の手当を厚め

にしているということ、また、保育所の民営化について、当初見込んでいたペースよりも若干ペー

スダウンしているということ、そういった計画当初見込んでいなかった要素などがございます。ま

た、生活保護の世帯数が増えていることに伴って、保護世帯を担当するケースワーカーを増やして

きているといった事情もございまして、職員数としては増えているという状況でございます。 

 

事務局（総務局長） 

若干補足をさせていただきます。先ほどの関連データの資料にもございますが、ご承知のとおり、

行革というのは、古くは「土光臨調」のあたりで始まるんだと思いますけれども、国も地方自治体

も、職員の削減をずっと続けてきた中で、地方公務員の数というのも 2016 年を底に少し上向いて

いるという状況にあります。やはり、これだけ多種多様な行政課題が出てきており、全国的にもな

かなか一律の削減というのは難しくなってきているという面がございます。それに加えまして、人

事課長が説明しましたように、仙台市もさまざまな特殊な事情がございまして、このプラン 2016

をつくった時点では想定し得なかった業務が増えてきているという、そういう現状があるというこ

とでございます。 

 

大草委員 

わかりました。ありがとうございます。 

 

本江会長 

とにかく人を減らせというのが掛け声になりがちなところですが、そんなに大々的ではないにせ

よ、ちょっと増えている状況ではあると。 

ほかにいかがでしょうか。成田委員。 

 

成田委員 

ご説明ありがとうございました。 

このプランを変えるというところで、PDCA の観点から申し上げると、課題として取り組んでき

たんだけれども、どこが足りなかったのかとか、反省すべきところはどのあたりなのか。よくでき

たところはどのあたりなのか。特に、職員の育成については、もう多分、何十年と計画の中に盛り

込まれてきていて、その時々に適正な計画とその実施というところをなさってこられたと思うんで

すけれども、そこを踏まえて次に行くために、市役所内部の成果・課題として、どのように総括さ

れているのか教えていただければと思います。 

 

事務局（行財政改革課長） 

現行プラン 3 年目ということで、この 2 カ年の取組み実績の振り返りというところなんですが、

例えば収納率の向上ということについては、組織体制も整えた上で、着実に実施してきたところで
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して、成果が着実に見られるというところはあろうかと思います。 

一方で、例えば先ほど少し話にも出ました保育所の民営化のような、アウトソーシングの部分な

どに関しては、必ずしも計画どおり進んできていないものもあり、進捗という意味ではあまり芳し

くなかった面もあろうかというところがございます。 

また、職員の育成という部分では、近年、コンプライアンスの推進ということを中心に、職場の

組織づくり、風土づくりということに力を入れてきたというところもございますし、職員意識調査

の結果などを見ると、一定程度よくなっている部分、あるいは課題がある部分というのが見えてき

ておりますので、これまでの成果を踏まえて、余り良くなっていない部分については改めていく必

要があると感じております。 

 

成田委員 

ありがとうございます。 

今のお話で、例えば数値というところですと、収納率の問題などは、目標値を設定されて、それ

を基準とした形で、一つのベクトルの向く方向性を定めていった成果が出てきているというふうに、

そういうふうに考えてよろしいでしょうか。 

 

事務局（行財政改革課長） 

はい。 

 

成田委員 

ありがとうございました。 

 

本江会長 

ほかにいかがでしょうか。山口委員。 

 

山口委員 

今説明いただきましたので、基本的な考え方は大体理解はできました。基本的な考え方はですね。 

これからこの会議の中で出てくると思うんですが、ちょっと何点かあるんですけれども、例えば、

「本市をとりまく環境・社会情勢の変化等」とありますが、一番下に、「特区制度等を活用した新

たな事業展開の可能性」という表現があるんですけれども、これがちょっと、基本的な考え方だか

ら、どこまで具体的に担当部署と詰められるかはこれから進めていかなきゃいけないことだと思う

んですけれども、今の時点で具体的なことがわかれば、ちょっと教えていただきたいんですが。 

 

本江会長 

特区のところ、どうでしょうか。 

 

事務局（行財政改革課長） 

現行のプランは平成 28 年度からの計画であり、平成 27 年度中に策定作業をしておりましたが、

仙台特区については、平成 27 年度途中に認められたというものでございまして、現行プランの中

では検討に入ってこなかったというところが一つございます。仙台市においては、女性活躍や社会

起業などについての改革拠点ということで、特区が認められているというところでして、また、Ｎ

ＰＯ法人の設立手続の期間を短縮するというような、規制緩和が図られたという実例などもござい

ます。今回、特区として認められている部分、規制緩和の部分を活用しまして、業務の効率化が図

れないか、あるいはそういった部分を活用して新たな取組みの可能性を見出していく、そのことを

職員の意欲につなげていけないかとか、そういった意味を込めて、今回書かせていただきました。 
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山口委員 

わかりました。 

 

本江会長 

よろしいでしょうか。ほかにいかがですか。 

なければ、じゃあ私から 2つあります。1つは、一番上の「出遅れ感」というかなり強力なキー

ワードが入っていますが、確かにそうだなと思っています。それで、ここに挙がっているのは市庁

舎の新しいものとか音楽ホールとか、市が直接つくるものの建築投資が出遅れているという話があ

ると思いますけれども、民間の建築投資も仙台は非常に弱いですよね。つまり、オリンピックまで

とか言われていますけれども、ほかの大都市、政令市は特にオフィスとかホテルとか、結構旺盛な

建設需要があるんですよ。だから、どこの町に行ってもいっぱい工事現場があるんです。仙台は全

然何もないですよ。新しいビル、ちっとも建っていない。これは市が直接建てるものももちろんで

すけれども、民間の建設投資が何でこんなに仙台だけないのかというのが逆に不思議なので、そこ

ら辺、どういう認識でおられるのか。出遅れ感ということをどう認識しているかというところ。 

もう一つは、ちょっと別のことですが、最後の職員構成のところで、関連データのほうに職員の

男女比のグラフがあります。2人続けて女性の市長ですし、女性が頑張っていらっしゃる役所なん

だろうなという認識でおりましたし、この取組みの中でも、女性職員の活躍推進というのが大きく

取り上げられている。職員構成を見ると、特に若い世代は女性の方が多いくらいで、これはいいん

ですけれども、ちょっと深刻だなと思うのは、管理職をやる人が少ないというところです。これ、

グラフの上の 2 行分（51 歳以上）ぐらいは 10 年するといなくなっちゃいますから、そうすると、

女性の割合が高くなるんだけれども、管理職になる人自体が少ないですよね、この 30代、40代ぐ

らいのところを見ると。試験でしょうから不公平はないだろうと思いますけれども、何か昇進しに

くい環境があるのか、ここら辺をどう認識していらっしゃるかというあたりを伺いたいです。 

 

事務局（総務局長） 

1番目のご質問は、我々にとってもなかなか難しいご質問です。今お話がありましたとおり、地

方の中枢都市で、中心部にタワークレーンがない都市というのは、本当に仙台ぐらいではないかと

いうのが、私どもの正直な印象でございます。 

その要因の一つとして、やはりどうしても復旧・復興事業に注力せざるを得なかったという部分

で、中心部の投資というところになかなか向かなかったのではないかと考えております。「あすと

長町」などにタワークレーンはございますが、やはりマンションなどが多く、なかなかオフィス系

の民間投資に向かなかったのではないかというふうには考えております。 

ただ一方で、オフィスの空室率につきましては、大分減ってきており、数％台まで回復している

というデータもあったかと思います。そういう意味では、バックオフィスですとか、あるいはコー

ルセンターの誘致などというのは、一定程度進めてきたとは思っております。 

ただ、いずれにしましても、東京オリンピックまでが一つの景気の山というふうにも考えてござ

いますので、なかなか私どもだけでは手を出せない部分があるんですけれども、民間の投資につき

ましては、大きな課題があるというふうに認識はしております。 

それから、女性管理職についてでございます。昇任というのは、一般職、主任、係長、課長、部

長というふうに階層的に上がっていくんですけれども、今現在私どもは、係長職に上がる段階で、

概ねの職種について、昇任試験を課しております。勤務 5 年以上で 30 歳以上になりますと、係長

職の昇任試験の受験資格が出てきます。ちょうどその時期が、一般的にＭ字カーブと言われている、

女性の結婚や出産というところにぶつかる時期なのかなと考えております。 

受験資格が生じれば、仮に育児休業中であっても受験ができるという制度ではあるんですけれど

も、実際の声を分析いたしますと、「今は育児から手が離せない」「仮にここで昇任試験に合格して

係長職になって、さらに責任が重くなり仕事が増えたときに、家庭と両立できるのか」「もう少し
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家庭が落ちついてから試験にチャレンジしたい」と、そういう女性職員の声があるというのが事実

でございます。 

当然、私どももそれは放っておけませんので、世間一般でも言われておりますが、男性職員もし

っかり仕事を効率的にこなして、家庭のほう、家事・子育てのほうにも手をかけられるようにして

いきたいというのも、私どもが今進めているワーク・ライフ・バランスの取組みでございます。 

もう少し具体的なお話は人事課長から。 

 

事務局（人事課長） 

ただいま昇任試験の話がありましたので、参考までに数値的なところをお話ししますと、女性職

員の係長昇任試験の受験率の推移というのを見ると、年代で分けたときに顕著に差が出ております。 

昇任試験は、30 代の職員と 40 代以上の職員という 2 つの区分に分かれているんですけれども、

女性職員で見たときには、30 代の比較的若い世代については、受験率が割と高まってきており、

大体 4 割ぐらいの受験率になっていますが、対して 40 歳以上の職員については、1 割強というこ

とで、ここがなかなか高まってこないという状況もございます。 

また、先ほどの話にもあったように、子育てなどの様々な要因が絡まって影響が出ているのかな

という認識はございますので、より受験しやすい環境づくりや職員管理などについて、今後取り組

むべきところかと考えております。 

 

本江会長 

今の数字、男性はどのぐらいですか。 

 

事務局（人事課長） 

男性職員の受験率で申し上げると、30 代の男性だと約 7 割、これが 40 代以上になりますと、4

割弱ぐらいという形になっております。 

 

本江会長 

何で増えないんですか。女性には何か受けにくい事情がありますか。 

 

舘田委員 

私、会社にもおりますので、やはり、管理職試験を嫌がる傾向が女性には非常に多くて、何とい

うか、責任を伴ったときに自信がないという人が多いんですけれども、もともと本来は管理職試験

に推薦されるとか、受験資格があるというのは、今やっている仕事が認められているからですよと

いうふうに説得して受けさせています。ただやはり、女性は非常に受けたがらない傾向があります。 

 

本江会長 

そうなんですね。でも、やっていただかないといけないですよね。いけないというか、ふさわし

いバランスでやっていかないといけないので、何か具体的な対応が必要じゃないかと思います。 

ほかにいかがでしょうか。 

 

成田委員 

こちらの推進プラン 2016 の概要版のところの「将来を見据えた攻めの行財政運営」の中の 3 ペ

ージでございます。市債の縮減というところで、残高の推移というところが減ってきているという

記載でございますが、この市債に関して、細かくて恐縮ですが、退職手当債について、市としては

どういった方向性を持って考えているのか。初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、

私から説明するのも恐縮ですけれども、退職した方の退職金を将来の世代の借金で払っていくとい

うもので、よく言われるのが、受益なき負担をどのように考えていくのかと。それから、それが今
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後続く場合は、現代世代の我々としても、将来世代に対してそういった負担を強いていかざるを得

ないような状況になったときに、世代間公平というところでは、行財政改革プランの中ではどうい

った立ち位置、考え方を持って取り組まれてこられたかというのを教えていただいてよろしいです

か。 

 

事務局（財政局参事兼財政課長） 

退職手当債に関しては、結論から申し上げると、発行しておりません。財源対策の年度案、予算

を組むときの財源対策の一環として考える、想定する場合はあるんですけれども、年度内のやりく

りの中で、歳出の削減等をしっかりさせていただいて、退職手当債については、近年発行事例はな

いところでございます。 

 

成田委員 

そういう実績を踏まえて、世代間公平についてはどういったお考えを持って行財政運営に当たら

れてこられたか、ということがございましたら。 

 

事務局（財政局参事兼財政課長） 

世代間公平ということに関しまして、財政運営に関して申し上げさせていただくと、市債という

ものをどう考えていくかということがあります。世代間公平ということは、行政を進めていく上で

非常に重要な観点かと思いますので、その起債の適債性（※）といいますか、そういったものをし

っかり確保して、これまでもやってきているつもりですし、今後も引き続きそのような対応をして

いきたいと思っております。 

ただ、今ご指摘の点に関連して、1つ課題として申し上げるとすれば、今、臨時財政対策債とい

うことで、本来的には国から地方交付税として現金で来るべきお金について、国、地方の財源不足

のため、これを起債により賄うということが、平成 13 年度から臨時的なものとして導入されたん

ですけれども、それが現在に至るまでずっと続いておりまして、昨年度で 250億円近い発行という

ことになっております。 

先ほど委員からの問題提起でございましたとおり、現在必要なお金を将来世代に負担をしていた

だくという観点になりますので、これをどうしていくか。全国的な問題ではあるんですけれども、

そこの縮減ということもしっかりやっていきたいというのが財政的な問題意識でございます。 

（（※）起債対象としての妥当性） 

 

成田委員 

ありがとうございます。 

 

本江会長 

ほかにいかがでしょうか。関委員。 

 

関委員 

今私は、中小企業の経営企画室に入らせていただいて、経営者と今後、中長期にわたってどうい

う戦略で新事業をやっていくかという相談ごとを契約して受けているので、すごくリアルな情報が

今いっぱい手元にあるんですが、そういった方たちと話していることを参考にしてお話します。こ

の仙台市役所経営プランが、市役所の経営の方向性を示すというような位置づけであり、仙台市役

所も一つの企業体と考えるならば、絶対に入っていなければいけない、「国際化」のワードが入っ

ていないのがすごくもったいないなと思っていました。 

なぜかというと、仙台市は産業構造上、サービス業に従事する方が非常に多いと思うんですが、

特に、介護施設ですとか飲食業の方たちは、夜、コンビニに行かれると気づくと思うんですが、ほ
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とんどの方が外国の方です。その方たちが 2年なり 3年なり語学学習や東北大などの留学で住むと

いうことがあるとするならば、まちづくりにあたっても、地域の方と海外の方との交流が必要でし

ょうし、あとはそういう方たちを雇用している中小企業とどういうふうにうまくやっていくかとい

うところで、プランの実施方針に組み込んではいかがでしょう。具体的にどこに入れ込むかはちょ

っとご検討いただきたいんですが。 

経営の方向性を示すときには、必ず市場環境の変化を長目にとるということが必要だと思うので、

少子高齢化はどんな自治体さんにもあると思うんですが、仙台市の特徴として、東北のハブである、

それから学都であるということからすると、海外から住む方、それから観光の方、そういう方が非

常に多いので、インバウンドという言葉一つだけではなく、海外からの移住者もしくは留学者の人

たちを入れる「国際化」の観点を、項目のどこかに増やしていただけたらいいのではないかなと思

いました。 

 

本江会長 

今の点、いかがでしょうか。 

 

事務局（総務局長） 

東北大学への日本国外からの留学生というのは、二千人強いらっしゃったかと思います。その一

方で、労働生産人口の減少というのが、仙台市も含めた日本全国の問題というふうにも捉えており

ます。 

そういう中で、「国際化」という文言の中には、今のお話にございましたとおり、いろいろな意

味が含まれているものと思います。私どもは今、経済と観光、交流人口増に向けたプランをつくっ

ている途中なものですから、今回お示しした資料の中でも、そのような問題意識のもとで、「イン

バウンド」という文言を書かせていただきましたけれども、「国際化」の観点で、どういった形で

取り込むことができるのか、これは事務局のほうに引き継がせていただきたいと思います。 

 

本江会長 

もう既に議論に入っておりますが、資料 1の右側、「プラン改定の視点・方向性」、さらに「充実・

強化する取組み」のお話に入っていきたいと思います。 

今のように、国際化が抜けているとか、こういう視点が入っていないとか、これはさらに進めて

いかなければいけないとか、何を言っているかわからないとかあれば、議論したいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 

舘田委員 

今、関委員が国際化をお話しされましたけれども、私の立場からは ICTの部分ですね。 

資料の一番右側、今後、充実・強化する取組みのところで、「AI・RPA の積極的活用」という文

言がございますけれども、4年間のプランだとすると、これはちょっと狭いんじゃないかなと思い

ます。ICT の戦略とか、ICT の利活用の徹底とか、もうちょっと大きく幅広に取り組めるような文

言にしておかないと、4 年後に、何かここで言っていなかったものが出てきましたとか、RPA って

何だったっけみたいな話になるのかなという気がしています。 

資料の下のほうを見ていきましても、現場主義にするために ICTで効率化して、今やっている人

間がやらなくてもいいところをコンピューターとか ICTにやらせて、そのかわりに現場に出向くと

か、それから、ワーク・ライフ・バランスにしても、今もう ICTの力がないとそこら辺はできない

形になっていますので、情報政策課さんも ICTの利活用方針のように、全庁的な観点でも方針を出

されていますけれども、そこをもうちょっと表にあげてきて、職員皆さんが ICTは自分たちを楽に

するためにもう使っていかなきゃいけないんだという意識を持てるように、どこかにやはりワード

としては少し大き目に挙げていただいてもいいのかなと思います。 
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本江会長 

いかがでしょうか。 

 

事務局（情報政策部長） 

今、お話がございましたとおり、やはり業務の効率化・改革という面で、ICTの果たす役割とい

うのは非常に大きくなっておりまして、ここでは例として AI・RPAを挙げさせていただいておりま

すけれども、最近は特に様々な技術が急速に発展してきているところもありますので、これらをど

のように活用していくかというところが非常に大きな課題だろうと思っております。 

先ほど委員からご案内ありました ICTに関する方針においても、この ICTを活用した業務の改革

ということはうたっておりまして、これについても今後積極的に進めていきたいなと思っておりま

す。 

今回の資料の中では、AI・RPAということで例示のような形で出させていただいておりますけれ

ども、当然のことながら、新しい技術が出ればさらにそういったものをどのように活用できるか、

その活用の可能性については、当然、当たっていくものというふうに思っておりますので、このプ

ランの検討の中で私どもも色々と精査したいと思います。 

 

本江会長 

例えばどんなふうに書くといいですか。私も AI・RPAというのは非常に部分的な技術だなと思い

ましたが。 

 

舘田委員 

難しいんですけれども、例えば、企業でも経営改革とか経営プランとか、成田先生がお得意です

けれども、そのときに、やはり ICT戦略というのは最近必ず出てくるんですよね。なので、どうし

てもお役所、お役所と言うと失礼ですけれども、縦割りになって、政策というか、実際にやるとこ

ろに落としていくことまで考えると、ICT戦略というのをこの後どうするのとなると、どこに持っ

てくるのか難しいと思うんですが、本来は、やはり経営プランの中の大きな項目の 1つに挙げてお

くべきなんじゃないかなというふうに思います。ICT戦略とか ICT利活用プランみたいな形ですか

ね。私の考えですが。 

 

本江会長 

今のお話も、さっきの国際化の話と似ていて、全部に通じるので、このあたりのどの項目に入れ

るかという話とちょっと違うかもしれませんね。すべてのベースになるような話をしていくという

ことがあるといいのかもしれません。 

ちょっと各論だけれども、ICTの話をすると、役所の人たちは、役所に限らず大きい会社も結構

そうだけれども、セキュリティの問題があるというのを盾にして、仕事のやり方を変えないという

のがあって、古い形のやり方がずっと続いていることがある。ICT化の推進にあたっては、セキュ

リティ問題がすぐに立ちはだかってくるのだけれども、でも、それを進めることによって、新しい

サービス、たとえば「Slack」で情報共有しながら仕事を進めるみたいなことがやれると、随分ス

ピード感も上がると思うんです。そうしたことをやれているところは他にないだろうから、少しで

も積極的にやられると、仙台は進んでいるなというふうになるのではないかと思います。ぜひお考

えいただければと思います。今のは感想でした。 

ほかにいかがでしょうか。これからこういうことをすべきと。 

 

山口委員 

私は民生委員という立場なんですけれども、もう一つ社会福祉委員会の委員もやっておりますが、

この経営戦略会議の場で話を具体的にしていいかどうかわかりませんが、「現場主義に立脚した新
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たな市民協働」というのはすごくいい言葉なんですね。もう感激しちゃいましたね、この言葉には。 

それで、具体的にこの右側のほうにイメージがありますが、「地域課題解決に対応できる市役所

組織機能の充実強化」という中で、もう少し、私の立場から言わせていただくと、福祉ということ

が入っていないので、経営戦略会議の中に福祉は入れちゃいけないのかな、お金に関係ないのかな

と思っちゃうのですが、そうじゃなくて、やはり、地域課題の中には、福祉というのは大変重要な

課題なんですね。日ごろ、私は現場に入っておりますので。 

それで、最近感じたことを言います。縦割り組織なんですよ、市役所というのは。この「市役所

組織機能の充実」という中に、やはり、市民局があり、まちづくり政策局があり、健康福祉局があ

り、子供未来局があり、教育局がある、あともう一つ、ごみの問題の環境局がありますが、これら

の局が、それぞればらばらにいろいろな課題に取り組んでいるんですね。だから、それをもう少し

まとめていただく、コーディネートしていただきたい。総務局の仕事になるのかわかりませんが、

そういう組織をつくっていただいて、例えばいじめの問題にしても、高齢化の問題にしても、それ

から、人材育成の問題にしても、全部がそれぞれ関係してくる局だと思うんですね。それを最近す

ごく感じておりますので、その辺の連携をもう少し具体的に、ここに「市役所組織機能の充実強化」

と書いてありますので、具体的にやっていただきたいと思います。こちらはご返事いただかなくて

結構ですが、民生委員・児童委員の代表として、お願いしたいと思っております。よろしくお願い

します。 

 

本江会長 

ありがとうございます。 

 

事務局（総務局長） 

私は昨年度は泉区におりまして、実際にその現場というのも体感させていただきました。 

今、縦割りというお話がありましたが、市の政策はどうしても各担当局がそれぞれ立案すること

にはなるのですが、一つひとつの地域・団体におきましては、それぞれに様々な課題が存在してい

るというのは、全くおっしゃるとおりでございます。 

昨年度から、各区に３、４人程度、地域連携担当職員というものを置きまして、それぞれの区の

地域、団体さんのほうに出向きまして、お話を伺いながら、コーディネートを始めたというところ

でございます。 

確かにいろいろな局からいろいろな話が出てくるのはおっしゃるとおりで、どこがコーディネー

トするべきかというと、今総務局というお話もありましたけれども、やはり本来は、一番現場をわ

かっている区が、各局のいろいろな情報を集約して、きちんと窓口になって、どういうことにお困

りなのか、じゃあそれにはどういう制度を使えばいいのか。そういうコーディネートをすべきなの

だろうと思っております。 

仙台市も区政を敷いて 30 年になりますけれども、いわゆる地域重視をさらに進めていくという

のが、今の郡市長の政策の一つでもありますので、まさにその区の機能の充実・強化ということを、

我々はさらに進めていかなければいけないのではないかというのが、今の考えでございます。 

 

本江会長 

よろしいでしょうか。 

ほかにいかがでしょうか。 

 

青木委員 

青木です。 

今のお話にございましたけれども、地域課題等々細やかに見ていきますと、区のいろいろな関係

機関との連携や情報共有など、いろいろな仕組みや試行が必要と感じます。 
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今でも取り組んではいると思うのですが、型をかっちりと決めてしまうよりも、柔軟にいろいろ

なものを吸い上げて、コミュニケーションがとれるような機会を、計画をつくるプロセスの中で、

対話が持てるといいのではないかと感じております。 

この計画策定のプロセスに、地元や市民がどういった形で参画できるのか、かかわり方といった

部分で情報の見える化などはどのようになるのでしょうか。 

 

本江会長 

プロセスのところでという話でしたけれども、いかがでしょう。 

 

事務局（行財政改革課長） 

プロセスが見える形でと言いますと、よくこういう計画をつくる場合には、パブリック・コメン

トであるとか、あるいはジャンルによっては、ワークショップのようなものを開催しまして、関係

団体の方々からご意見を聞くというような形が多いと思います。 

今回の計画の策定の中で、そういった部分をどうするかというところはまだこれから詰めていく

ところでございまして、ご意見を踏まえまして、今後検討させていただきます。 

 

本江会長 

ありがとうございます。ほかにいかがでしょう。 

 

関委員 

ずっと気になっていた言葉があって、「攻めの」というところです。今、私が仕事をさせていた

だいている会社さんがありまして、その会社さんは目に見えない、いわゆる「サービス」を提供す

るということをやっているんですけれども、その会社さんに置きかえて考えた場合に、「攻める」

というときは、例えば収入を上げるとかという戦略のほかに、もう一つ最近は違う視点がありまし

て、内部評価としての価値を市場の価値と照らし合わせて、市場から見たときに「それは価値があ

る」と言ってもらう新たな評価軸をつくるという活動を実はさせていただいています。 

自分たちが「私たちは役に立っている」と所感として訴えても、結局、経済活動とコスト部門と

言われるサービスというのがなかなか数字と結びつかないんです。けれども、人材育成のところと

ずっと絡むなと思っていたんですが、一人一人の能力としてどういうことができて、どういう影響

を与えられ、地域に対していかに経済的に貢献しているのか、地域社会に貢献しているのかという、

その評価軸の道筋がないままに、社内の目線で人事評価をし、昇給のシステムをやっていても、外

からすると、どの職員さんたちがどういうことをしているので活躍されているのかという、その軸

がすごく見えづらいのではないかなと思ったんです。 

それを別に公表してくださいということではなくて、今までされていた評価の軸が、市場価値か

ら見たときにどのように受け取られているんだろうという、そういう視点の交換をしてみるという

ことが、経営体質になるために内部でできることであり今こそ必要なんじゃないかなと思っていま

す。 

例えば、誰でもできると言われている仕事は、機械に置きかえたり、「この人を減らしてかわり

の人を入れても同じ」と言われることが、先ほどの会社さんの悩みで。でも、委託が違う会社さん

に変わってしまったところ、全然違って、クレームがすごく多かったんです。そこの施設を利用す

る方たちから、全然違う、という声が出た。発注した側はわからないんですけど、同じ値段でやっ

ているのに、委託先の会社が変わると、どうしてこんなに違うんだろうと。 

それを紐解くには、一人一人が一体どういう気持ちでどういうミッションを持ってやっているか

ということを、一社はきちんと経済活動に照らし合わせて評価をしていたんですが、もう一社はそ

ういうことをされていなくて、その一人一人を工数として見ていたんです。その人にしかできない、

社会に対する価値があって、それはどんな窓口業務であっても、どんな初歩的な新人さんがやる仕
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事であっても、多分、その方がやることによって生み出される価値というのは換算の仕方があるよ

うな気がしています。やはり、企業というのは社会貢献を、これをやったことでじゃあどのぐらい

のインパクトがありますと数値に変えるのがとても上手な人種だと思っていて、なので、何か社会

に対して与えるインパクトを数値化するということを上手にやられている企業さんとか団体さん

とか、そういうところの参考事例なんかを、庁内で学びながら、そういうようなことを意見交換し

てはどうでしょう。市役所の職員の生き方とかやりがいとか、自分たちが社会に対して何を発信し

ていくか。勉強会だったり委員会だったり、そういうことをやられると、ただ単に昇級試験を受け

るとか、そういうこととは違う、それこそ攻めの人事的な何かが出てくるのかなと思って。それは

多分長い話なので、このプランに入ることではないと思うんですけれども、「攻めの」という言葉

を使われる以上、外に対してやることと、中に対してやることの両輪がないと、企業と同じで、外

に対してブランディングしているだけではだめで、中に対してもその思想を浸透させていくような

ことをされてみてはどうかな、という参考意見でした。 

 

本江会長 

いかがでしょうか。 

内部に向けての計画ということですけれども。 

 

事務局（総務局長） 

ありがとうございます。 

私個人としては、なるほどと、改めて勉強させていただいたというのが正直なところです。 

評価制度に関しては、私ども公務員の今の仕事をどういう基準で評価していくのかというのは、

なかなか非常に難しいところでございます。現在の私どもの評価制度は、能力評価と業績評価とい

う、2本立てでやっております。能力評価は幾らでもやりようがあるんですけれども、業績評価に

ついては、業績のどこに何を目標として置くのかというところが私どもも非常に難しく感じており

ます。特に、いわゆる窓口でのサービスですとか庶務的な業務になりますと、極端にいえば、うま

くいって当たり前という、そういう感覚でして、民間企業の例えば営業部門のように、これだけ売

上を増やすとか、そういう目標設定がなかなか難しいものですから、そういう意味では、まさにそ

れが先ほどのお話にあった、視点の転換というところに結びつくんだと思います。現状の職場、組

織の中で、どういう視点の転換ができるかということは、改めて私も勉強したいと思います。 

また、「攻めの」という文言についてのお話がございました。私ども公務員というのは、どうし

ても受け身で待っているということになりがちな、そういう職でございますので、そうではなく、

私どもが自ら打って出る、地域などに出ていって、お話を伺って、その中から政策を立案していく

という、そういう意味で「攻めの」という言葉を使わせていただいております。 

 

本江会長 

ありがとうございます。 

 

事務局（総務部長） 

私どもはコンプライアンスの所管もしているんですけれども、本日、関連データとしてお配りし

ている職員意識調査結果の中で、「仕事のやりがい、誇りがあるか」という設問において、「あまり

そう思わない」という回答が、一般職で 13.9％であって、パーセンテージ自体はそれほどではな

いんですけれども、母数が 8,000弱ありますので、実はかなりの人数にはなっています。 

仙台市のコンプライアンスというのは、ただ単なる法令遵守ということではなく、仕事に対する

意欲であったり、あるいは組織風土であったりといったところも含めて、概念を広く捉えているわ

けですが、そういう中で、こういう結果がなぜ出てくるのかというところについては、市のコンプ

ライアンス推進計画の改定に向けて今検討しているところです。 
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市民の方から見たときに、一人一人がやっている仕事はどう見られているのか。行革という観点

から見ると、庶務的な事務であれば集約して委託できるものではないかといった検討はもちろん一

つ一つするわけなんですけれども、他方で、自分のやっている仕事を、ただ単なる庶務的な業務と

いう括りをするのではなくて、どういう価値を見出せているのか、といったような観点から見直す

ということ、そういう評価の仕方についても、やはり考えていかなければならないのかなと、今改

めて認識させていただきました。 

 

本江会長 

関委員がおっしゃったとおり、民間は人手不足のこともあって、人事のことですごい工夫をして

いるから、やはり何か勉強されるといいんだろうなと思いますね。 

 

関委員 

おっしゃるとおりで、価値として見直す際、自分たちの内輪向けになっていないかというのが、

やはり評価をつくるときにすごく経営者としては迷うところでして。なので最近、大学側と産学連

携でそういう研究をしようかなという話になっています。やはり、サービス業の評価は、自分たち

のひとりよがりでは、決しておもてなしと言われる状況にはなっていなくて。本当に求められるも

のをきちんとやって、適正な対価になっているということが経営上非常に必要なので、多分、共通

するところが非常に多いと思うんですね。なので、少し情報交換させていただきながらと思います。

よろしくお願いします。 

 

本江会長 

人事の仕組みを変えるというのは、今いる人にとっては結構嫌なことなので、居心地が悪い感じ

のことに直面するのでやりにくいんですけれども、でもやらないとだめなんだと思います。 

菅井委員、髙城委員からも何かありましたらぜひ。 

 

髙城委員 

私のほうから、経営に関しては、申し訳ないんですけれども、特に意見はないんですが、学校の

ほうでは、今年からいじめ対策推進室などを立ち上げていただいて、いじめ防止条例の骨子案など

も少し前にパブリック・コメントなども出させていただきまして、数年前に自死事件などが何件か

あった現状をきちんと考えてくださって、動いてくださっていて。 

あと、今年の夏は非常に暑いこともあり、エアコンの設置なども予算組みをしていただいたりと

いう声も聞こえてきておりまして、その点に関して、大変保護者の立場としましてはありがたく思

っております。 

 

本江会長 

ありがとうございます。 

いじめ対策などは、難しいタイプの仕事ですよね。決まっていることをルーチンワークでやるよ

うなものではないことが、市でやらなければならないということがいろいろ起きていて、それの非

常にシンボリックな、新しいタイプの業務ならではの難しさがあると思います。でも、それもやら

ないと、行政の仕事にはなくてはならないことになってきているなというふうに思います。菅井委

員。 

 

菅井委員 

先ほど来、委員の方々からも、今のいじめの話や、国際化の話など、新しい視点の話があったん

ですが、新しいプランをつくるときに、そういう新たなポジションをつくるとなると、じゃあ今あ

るポジションでどれを削るのか。削らない限り、人は増えていく一方ですから、その削るという視
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点が全然ないんじゃないかなと。これはよかった、成果が上がっている。じゃあ、その次に今まで

やってきたことに対してこれはもういいんじゃないかと、だったら、これを削ろうじゃないかとか

いう視点が公務員にはないという感じがします。 

実はおととい、全国の連中とちょっと話したときに出てきたのが、国鉄と JR の話。それから、

競輪も公的なものになった。それに対して、ボートはまだ民間だと。どっちが優勢かというと、ボ

ートのほうが競輪よりもかなり大丈夫だよ、と。そういうところに、公務員的なものが入ってくる

とだめになるんだ、という話が出た。だめになるというのは何なんだろうと。そこのところが、多

分、さっきの内部評価と第三者的な見方とかという考え方なんだろうと思うんです。 

だから、そういうものをもう少し自分たちの中で別な視点がないだろうかというのを探っていく

ような、そういうシステムなり考え方を捉えてもらえれば、もっとここに先ほど出てきたような意

見がかんでくるのかなという感じがしました。 

私は、資料を最初に見たときに、すばらしいなと思って見ていたんですけれども、今皆さんのご

意見を聞くと、そういう視点もあるんだ、こういう視点もあるんだと、いい勉強をさせていただき

ました。まちづくりという点では、ぜひ民間的な視点も入れて、やっていただければなというふう

に思っております。以上です。 

 

本江会長 

ありがとうございます。 

こういう会をやると、あれもやれ、これもやれという話になってしまって、なかなか削るという

のは出てこないというお話もありましたが、いかがでしょう。 

 

事務局（総務局長） 

仙台市では、平成 7年より行財政改革の計画を策定させていただきまして、それからもう二十数

年やっているわけですけれども、この間、例えば、家庭ごみの収集というのは、昔は市の職員が 1

台のパッカー車に 3 人乗って収集しておりましたが、それも現在は民間に委託をしておりますし、

また、市営バスの路線についても 50％は民間の宮交さんなどに委託してきたという歴史がござい

ます。 

そういう中で、さらに民間さんのお力をいただけるところについては民間さんのお力をいただき

ながらやっていきたいということを、引き続き進めていくつもりでございますし、さらに一方で、

効率化を図るということで、先ほどお話にも出ましたけれども、IoTですとか AI等も使いながら、

より業務を効率化して、人を生み出すということもあわせてやっていきたいと。それが新たな計画

を策定していく上で、鍵になるというふうに考えてございます。 

 

本江会長 

ありがとうございます。成田委員。 

 

成田委員 

この新しいプランの資料から、「仙台市」を伏せてしまうと、これはどこの町のプランかな、と

思うところがあります。行政なので致し方ない部分ではあるんですけれども、さらに「ポスト復興」

という明るい兆しが見える今、このプランを策定するのであれば、キャッチコピーというんでしょ

うか。この 4年間の仙台市役所経営プランを、市民もすごくキャッチーに受け止めることができる

ようなものを、ぜひつけていただきたいなというふうに思います。 

ぱっと思い浮かびましたのは、「ポスト復興はばたく仙台」とか、何でもいいんですけれども、

将来そういう明るい形での行財政改革が進んでいくということを期待できるようなものを 1 つお

願いしたいということがお願いでございました。 

それから、先ほどから出ているんですけれども、ICTのところで、新たな流れとして、データ経
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営であるとか、エビデンスに基づく行政というところも始まってきております。昨今ですと、公会

計の改革によってフルコスト情報というものが出てくるようになりましたので、各施設については、

人件費も含めて、減価償却は一体幾らかかっているんだということが開示されておりますので、そ

のとても大事なデータが眠っているというところで、そういったところも利活用しながら効率的な

行財政というところができるのではないのかなというところですので、そのあたりをどこかで入れ

ていただけるとありがたいなというところでございました。 

PDCAというのは従来からあるんですけれども、冒頭申し上げたのは、PDCまでは来るんですけれ

ども、Aに行かずにサイクルを回すと言うか、そのサイクルに回らなくて年度が終わってしまうと

いうことが役所の構造的な仕組みなので、なかなかそこを強くするというのは難しいと思います。

ですので、CDPDとか、Cから始まっても次につないでいく、効率化を図るという意味では、役所の

知見と、ノウハウが積み重なっていく感じではないのかなと思うのですが、そのあたりはいかがな

ものなんでしょうか。 

それから、この新たなプラン改定の視点においては、多様性という部分が、多分オリンピックを

契機にものすごく環境が変わってくるというふうに思っています。ここではダイバーシティという

言葉がございましたけれども、例えば、観光産業を売り込むといったときに、例えば、これからは

がん患者がふえて、オストメイトを必要とする方が仙台市にやってくるよね、と。それは保健福祉

の分野であったり、それから観光であったり、それから施設管理であったり、さまざま出てくる。

そういったところを横串を刺すような概念というのがこのプランの中には必ず必要なんだろうと

思います。 

今やっている自分たちの事業は、この多様性という観点から正しいかどうか、効果が出るのかと

いうところを一つ文言として、メッセージとして伝えていただきたいと。 

何点目か忘れましたが、最後です。 

コンプライアンス推進計画というのが具体にあるんですけれども、新たに自治法改正で内部統制

というものが入ってまいりましたので、内部統制を進めるに当たっては、明るく、組織を強化して

いくものでございますので、職員の仕事を、リスクを評価してヘッジすることによって、職員を守

りながら、効率的に仕事を進めていくというところでは、内部統制という言葉も、プランの改定の

中に少し織り込んでいただけると、最後の「人材の力をフル活用」する際にとても強力なツールに

なるというふうに思っております。 

 

本江会長 

ありがとうございます。 

たくさんのキーワードを挙げていただきましたけれども、いかがでしょう。 

 

事務局（総務局長） 

ありがとうございます。5点あったかと思います。順不同で恐縮ですけれども、内部統制につき

ましては、今、私どもも国のほうから情報を得ながら進めているところでございますので、これに

つきましては、プランの中で検討をさせていただきたいと思います。 

多様性のお話につきましても、一つの事象がいろいろな部署にかかわっていくというのは、全く

おっしゃるとおりでして、このプランの中でどのような形で取り入れられるかは、検討ばかりで恐

縮ですが、検討させていただきたいと思います。 

それから、PDCA のお話でございます。行政というのは、極端に言えば、プランをつくって、も

うそれで終わりというふうになりがちですが、それではだめだということで、今どの計画でも PDCA

サイクルで回すということをやっております。今、「C」から始める、というお話もございましたけ

れども、我々も今回この計画を策定する中におきましては、これまでやってきたことをしっかりチ

ェックした上で、いいところはそのまま、できなかったところは改定しながら、そして、新たな課

題について足していきながら、今度の新しいプランを策定したいと考えておりますので、「C」から
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しっかりやっていきたいというふうに考えてございます。 

それから、データ活用のお話につきましても、これも色々なところで議論がございます。今お話

のあった、オープンデータ等についても、我々も今検討しているところでございますので、引き続

きやってまいりたいと思います。 

一番難しいのは、キャッチーなコピーということです。これは非常に難しいところでございまし

て、ただおっしゃることはそのとおりであると思います。要は、このプランをいかにしっかり浸透

させていくか、あるいは広めていくのにどういうふうにしていくんだというお問いかけかと思いま

すので、それがそういうキャッチコピーなのか、あるいは別の手法なのか、単につくって終わりで

はなくて、これをしっかり職員一人一人浸透させていって、しっかり達成していくということにつ

きましては、今後も知恵を絞ってまいりたいと考えております。ありがとうございました。 

 

成田委員 

一言、さっき足りなかったなと思いますけれども、フルコスト情報といったものについては、受

益者負担が適正であるかどうかといったような面で、市民に対するメッセージであるとともに、予

算の査定の段階において、これは本当に効果があるのかないのか、去年よりよかったのか悪かった

のかというのを判断できるような仕組みづくりというのは、これは国で今進めようとしているよう

ですが、内部に向けても役立てようという動きがいろいろあるようでございますので、そういった

ところに期待したいと思っています。 

 

本江会長 

ありがとうございます。 

私からは一言だけ。新市庁舎の計画が進んでいると思いますが、この経営プランにふさわしいも

のとしなければならない。ビルをつくるという話と、この経営プランをつくるという話がばらばら

にならないように、うまくシンクロさせながら進めていただけるよう、お願いします。時間が押し

ておりますので、このくらいでよろしければ、次の議題にいきたいと思います。 

続きまして、もう一つの議題、資料 3の仙台市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況につ

いて、事務局からご説明をお願いします。 

 

事務局（政策企画課長） 

＜資料 3に基づき説明＞ 

 

本江会長 

ありがとうございます。 

ただいまご説明いただいた、まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗ですが、ご質問、ご意見あ

りましたら。いかがでしょうか。 

一点いいですか。表の 3番で、若者の出入り、これは私が大学人ですから関心があるところなん

ですが、転入超過になっていますが、増えているのでいいことだと思いますが、知りたいのは、こ

れは、若者が動かなくなってきているのか、あるいは、たくさん出て、たくさん入っているのか。

ばらしちゃうと 0.09‰なんでしょうけれども、その辺の内訳によっては、イメージが随分違うと

思うんですが、いかがでしょうか。 

 

事務局（政策企画課長） 

今、手元に RESAS（リーサス・地域経済分析システム）、国の人口の動きを示すデータをもとに、

各年齢別にどのぐらい入ってきてどのぐらい出ているのかというデータがあるんですけれども、大

学入学等を機に、入ってくる学生の数は年を追うごとに徐々に減ってきている傾向にあります。一

方で、東京圏への流出ですが、これは年を追うごとに若干増えている傾向があります。部分によっ
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て違いますが、結論から言うと、余りいい傾向ではないというところがあります。 

 

本江会長 

内訳を見ると。 

 

事務局（政策企画課長） 

はい。また、昨今、売り手市場の採用が続いておりますので、どうしても東京のほうに出ていく

若者が多いという傾向もあろうかと思います。 

 

本江会長 

ありがとうございます。 

ほかに何かお気づきの点がありましたら、いかがでしょうか。 

 

成田委員 

では一言だけ。 

起業・操業に関してなんですけれども、経営というのは、起業・操業した後が難しくて、そこの

維持率というんでしょうか。そのあたりの状況というのはいかがでしょうか。 

 

事務局（政策企画課長） 

仙台市には、開業を支援する「アシ☆スタ」という施設がございまして、開業への相談だけでは

なく、その後のフォローアップもさせていただいているんですけれども、「アシ☆スタ」を利用し

て開業した方の、生存率という言い方をしていますけれども、引き続き開業している方を調査した

実績については、平成 29年 2月時点で 187事業者が事業存続しておりまして、存続率は 80％とい

うことになっております。開業 2 年後の存続率と見た場合に、全国平均の 61％よりは、高い率に

はなっております。 

 

本江会長 

ありがとうございます。どうぞ。 

 

舘田委員 

この総合戦略の中には入っていないんですけれども、いつも気になっているのは、仙台市という

のは支店経済と言われているんですけれども、支店の中にいる人たちは、仙台圏というか、東北に

仕事が余りなくなると、目に見えないんですけれども、大きな数でどっと首都圏のほうに異動して

しまったりするんですよね。なので、経済戦略のときに、もちろん中小企業とかすごく大切なので、

そこに力は入れなきゃいけないんですけれども、実はその支店経済の観点というのも少し持ってい

ただいたほうがいいのかなというふうに思いました。直接これとは関係ないのですが。 

 

事務局（政策企画課長） 

仙台市は指定都市の中では群を抜く支店経済の特徴があります。 

確かに、仙台に根をおろしていないというところでは危機感があるところでございまして、まさ

に中小企業への支援であるとか、もしくは企業誘致等々進めておりまして、こちらのほうにも力を

入れているところではあります。 

一方で、仙台と東京はある意味とても近いので、この良好な環境に着目していただいて、支店だ

けではなく、本店の機能も仙台のほうにお越しいただきたいというようなところも、今少しずつ始

めているところではあります。そういった危機感を持ちつつ、仙台ならではの企業というものに力 
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を入れていきたいと思っております。 

 

本江会長 

そのほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、進捗の報告については以上としたいと

思います。 

以上で、今日の 2つの議題は終了でございます。委員の皆さんから何か言い忘れたことなどあり

ましたらお願いします。よろしいですか。 

では、以上をもちまして、今日の会議は終了させていただきます。 

事務局にお返しします。 

 

（７）閉会 

事務局（総務局長） 

長時間にわたりご議論いただきまして、誠にありがとうございました。 

冒頭、市長がご挨拶申し上げましたとおり、仙台市といたしましては、ポスト復興の新たなステ

ージに乗り出さなければいけない。また、本市をとりまく環境・社会情勢にもいろいろ変化もござ

いまして、現行プランの中途ではありますけれども、仮称ではございますが「経営」という文言を

入れた形で新たなプランとして改定し、3カ年間という中で、さらに歩みを進めていきたいと考え

ており、ご議論いただいたところでございます。 

私どものこのプランは、「下支え」である、という表現で本日もご説明をさせていただきました。

皆様よりご意見いただきました、情報ですとか、福祉ですとか、国際化などについては、市の中で

それぞれに個別の計画を持っております。そのような中で、「下支え」であるこのプランの中に、

どの程度書き込めるかというのは、これは他の計画との整合性も見ながらになりますけれども、で

きるだけ皆様のご意見をこのプランに反映して、しっかりと進めてまいりたいと思います。 

今年度なかなか短い期間で集中的なご議論をいただくことになりますけれども、どうぞよろしく

お願いいたします。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

以 上 

 

  

 


