
1 

平成 30年度第２回仙台市経営戦略会議（平成 30年 12月 3日開催） 

議事概要 

１ 日  時 平成３０年１２月３日（月） １３:００～ 

２ 場  所 仙台市役所本庁舎２階第３委員会室 

３ 出席委員 青木ユカリ委員、大草芳江委員、木下淑恵委員、菅井茂委員、鈴木勇治委員、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１１名〕 

４ 欠席委員 佐々木賢一委員、大黒雅弘委員〔計２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、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１４名〕 

６ 担 当 課 総務局総務部行財政改革課 

７ 次 第 

(1) 開 会 

(2) 議 事 

・「（仮称）仙台市役所経営プラン」骨子について 

・定員管理計画の策定について 

(3) その他 

(4) 閉 会 

８ 会議資料 

資料１   (仮称)仙台市役所経営プラン骨子について 

資料２   定員管理計画の策定について 

 

 

（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 2回仙台市経営戦略会議を開催いたします。 

 初めに、会議の冒頭にあたりまして総務局長よりご挨拶を申し上げます。 

 

事務局（総務局長） 

 本日はご多忙の中ご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

 前回、市長も出席いたしまして、現行の行財政改革プラン 2016 を、仙台市役所経営プランとい

う名称のもと改定する方針をご報告申し上げまして、皆様からさまざまなご意見やお考えをいただ

きました。 

 本日は、その仙台市役所経営プランの骨子案についてご説明を差し上げまして、皆様方にご議論、

ご意見を賜りたいと存じます。 

 本市の行財政改革の取り組みも、さまざまな環境変化等によりまして、大きな転換点を迎えてい

るというふうに感じております。こうした中で、将来にわたりまして安定した行政サービスを提供

し、活力あるまちづくりを進めていくため、どのような市役所経営を行っていくのか、改めて皆様

方のお知恵を拝借したいと存じます。これまで同様、さまざまな分野でご活躍されている皆様から
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の忌憚のないご意見を賜ることをお願いいたしまして、開会の冒頭に当たりましてのご挨拶とさせ

ていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局（司会） 

 ＜委員名簿により前回欠席者紹介＞ 

 では、会議を進めてまいりたいと思います。 

 ここからは、本江会長に進行をお願いいたします。 

 

本江会長 

 では、会議を始めたいと思います。 

 最初に、議事録の署名をいただく委員を指名いたします。今回は木下先生にお願いしたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

 

木下副会長 

 はい。 

 

本江会長 

 よろしくお願いします。 

 

（２）議 事 

本江会長 

 では、早速議事に入りたいと思います。今日は大きく二つ議題がございます。まず「(仮称)仙台

市役所経営プラン」の骨子について、事務局からご説明をいただければと思います。よろしくお願

いします。 

 

事務局（行財政改革課長） 

＜資料 1に基づき説明＞ 

 

本江会長 

 ありがとうございました。 

 盛り沢山であり、総花的でありますので、話は多岐に及ぶかとは思います。 

資料１の前半はある程度前回会議の復習ですので、特に 14 ページ以降、あるいはこの参考資料

について特に見ていただくと、改定にあたっての新しい姿勢、変化の仕方というのがわかるかと思

いますので、主にこちらを中心にお話ができればと思います。もちろん前半のほうでも、何かあり

ましたらご意見いただければと思います。どなたからでも結構ですので、いかがでしょうか。 

 

菅井委員 

 資料 3 ページの歳出決算額等のグラフですが、29 年度に人件費が急に伸びています。人員が増

えたというのは前回も説明がありましたけれども、人数的には少なかったと思うんですよ。ところ

が、こんなにも大幅に人件費が伸びているというのはどういうことなのかというのが一つ。 

また、同じく人員が増えるという点で、6ページに、会計年度任用職員制度ができて現行の臨時

的任用職員あるいは非常勤嘱託職員というものがなくなっていくという記載がありますが、そのあ

たりと県費負担教職員が仙台市に移管されたという関係をまとめて、ご説明いただければと思いま

す。 
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事務局（財政局財政部参事兼財政課長） 

 一点目の 29年度決算における人件費の増について、ご説明を申し上げます。 

 委員のご指摘の中にもありました、いわゆる県費負担教職員の移譲による変化ということが理由

となっておりまして、平成 29 年 4 月 1 日より、従前県のほうで支払いをしておりました小中学校

等の教員の給与、これが政令市のほうに移管されました。金額としては年間ベースで大体 460億円

ほどになっておりますけれども、こちらが財源も含めて政令市のほうに移譲されたということです。

収入が変わらないまま歳出だけ増えたということではございませんけれども、歳出ベースで見ます

と 29年度から約 460億円ほど増になっているということでございます。以上です。 

 

事務局（人事課長） 

 私のほうからは、会計年度任用職員に関わる部分についてご説明いたします。 

 この会計年度任用職員という制度につきましては、現在、地方公共団体のほうで臨時的任用職員

あるいは非常勤嘱託職員という形で、いわゆる非正規職員が雇用されておりますけれども、そちら

の取扱いが全国的にバラバラだったという課題を受けて、国のほうで法改正を行いまして、会計年

度任用職員という制度に一本化をするということが予定をされております。平成 32 年 4 月から全

国一斉に移行するということが予定をされておりまして、基本的には、今いる臨時的任用職員ある

いは非常勤嘱託職員が、会計年度任用職員に移行していくということになりますので、これによっ

ていわゆる非正規と言われていた職員数そのものが大幅に減るとか増えるとか、そういったもので

はないというところで、まずはご理解いただければと思います。 

 また、県費負担教職員の移譲とどのような関係にあるのかということもお尋ねにあったかと思い

ますけれども、こちらも基本的にはそれに伴って人数が大きく変動するというものではなく、教職

員についても正規教員以外に講師という形で任用されている職員がございますけれども、会計年度

任用職員という制度の実施に伴ってそちらに移行するか、あるいは臨時的任用職員という制度も制

度としては残りますので、そちらのほうに移行していく職員もいるということで、そのあたりの制

度周りについては今調整を行っているところでございます。 

繰り返しになりますが、これによって今まで雇われてきた非正規の職員の人数そのものが大幅に

変わるというものではございません。 

 

菅井委員 

 もう一つ、女性が産休を取得する際に、その代替として職員を新たに採用する場合、その方たち

の取扱いというのは、この会計年度任用職員になるのですか。例えば学校教員であれば、常勤講師

という形で採っているわけですよね。それは正式な職員ではないですよね。 

 

事務局（人事課長） 

学校の場合、教員の産休、育休などの場合に常勤講師という形で代替措置を講じていると思いま

すが、私も教育委員会のほうの細かいところまでは承知はしていないのですが、常勤講師という形

で配置をしているとすれば、それはいわゆる正規職員ではないという形になりますし、私ども市長

部局のほうでも職員の産休・育休ということがあれば、そこの部署の業務の状況に応じて、臨時的

任用職員を配置する場合もございますし、やはり正職員で代替が必要だという部署があれば、そち

らについては正規の職員を充てているという対応でございます。 

 

菅井委員 

ありがとうございます。 

 

本江会長 

 よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。 
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舘田委員 

ICT の関連ですが、資料中「ICT 技術」という言葉がたくさん書かれております。今までもそう

だったのか気付かなかったんですけれど、これは「技術」という言葉をあえて付けられているのか

どうか。そのまま和訳すると「技術」が重複するのではないかと思うのですが。 

 

事務局（行財政改革課長） 

ご指摘のところ、言葉の定義につきましては、中間案までに整理していきたいと思います。 

 

舘田委員 

わかりやすさで言うと、「技術」と書いたほうが一般の方にわかりやすいということなのかなと

思ったのですが、これから英訳されたりすることを考えると、取っておいたほうがいいのかなとい

うふうに思います。 

 それから、新たな改定プランの大項目の中に「ICTの積極的な利活用による行政運営」というの

を上げていただいておりまして、これから人口が減っていく中で、サービス品質をなるべく落とさ

ず色々な方々に行き渡るようにと考えると、当然 ICTの利活用が非常に重要になると思います。ま

た、新規の具体的な取組みとして「AI や RPA 等の新たな ICT の利活用の推進」とありますが、こ

れらはツールとして事務処理を効率化していくという意味では、これからどんどん広まっていくも

のだと思いますので、重要だと思います。 

ただもう一つ、今は世の中の動きが早くて、IT とか ICT というもののもう少し先に、デジタル

データというか、デジタルトランスフォーメーションという言葉が出てきています。ICTと言うと

ツールっぽいのですが、ツールを使うというよりは、デジタルデータをもっとしっかり利活用して

いきましょうという流れになっていくと思います。ですので、ICT と書いてしまうと何となく ICT

がわかる人たちだけがやっていかなきゃいけないものになるんですが、データを積極的に利活用し

ていきましょうという背景が重要なのではないかなと思います。ここに新規の取組みをもう一つ足

すのでもいいですし、「ICT の積極的な利活用による」というあたりに入れていただいてもいいの

かなと思いますが、データをもっと積極的に利活用していきますという文言を少し足していただく

といいと思います。庁内で持っている色々なデータを積極的にオープン化したり、活用することで、

役所内のデータがきちんと効率化されたり、不要な書類をたくさん溜めておかなくてもよくなった

り、あるいは民間の方々がうまくそれを使うことで、今役所の方々がやらなくてもいいけどやって

るようなサービスについて、民間の方々がうまくやってくださったりという流れになると思います。

是非「データ利活用」について、ご検討いただければと思います。 

 

本江会長 

 いかがでしょうか。 

 

事務局（情報政策部長） 

ただいまデータの利活用ということでご意見頂戴いたしました。確かに今お話あったとおりで、 

データの利活用による市民サービスの向上であるとか、あるいは様々な課題の解決といったことで、

官民が協働で取り組むという事例も出てきていると思います。仙台市でも今年度、そういった可能

性についていろいろと調査研究しているところでございまして、市政運営上でも一つの大きなテー

マになる可能性はあるなと思っておりますけれども、今後このプランの掲載につきましては、検討

させていただきたいと思います。 

 

本江会長 

僕も同感です。アプリケーションや特定のツールベースで、有線 LANだったものを無線 LANにし

ますとか、有線の電話だったのをスマートフォンにしてその場で決済できるようにしますとか、一
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つ一つのツールの問題でもありますけど、インフラというか、ベースのところに全体的にデータド

リブンの活動を行えば、そのために必要なツールがついてくるというのは当然のことなので、その

共通のデータ基盤をつくってやっていくというところが記載されていたほうがいいと思います。是

非組み込んでいただければと思います。 

 

鈴木委員 

 一つ確認をしておきたかったのですが、国、県との仕事の関係です。県からの移譲で下りてきた

仕事が人手がたくさんかかるような仕事ばかりで、これまでずいぶんご苦労なさってきたと思いま

す。これから先を考えたときに、例えば外国人労働者の雇用問題を労基局でやるのか、あるいは基

礎自治体でやることになるのか、基礎自治体でやるとなると結局人手がかかることになるので、国、

県からの権限移譲を含めて仕事のあり方が変わってくるというところが大いにあると思います。そ

の辺の読みというか、職員数との関連でどのように捉えているのか、見解をお願いします。 

 

本江会長 

 大きな質問ですけれども、いかがでしょうか。 

 

事務局（人事課長） 

これまでも大きな流れとして、国や県からの事務の権限移譲というものが進められてきたという

ことがございます。この 4月からは難病関係の医療費助成事務などが県から市に移譲され、その分

やはり業務が増えますので、その分の人手も確保して進めているという状況はございます。今後も

地方分権の大きな流れの中で、そのような権限移譲があればそれに伴って必要な人員の手当てはし

ていくということになろうかと思います。ただ、その一方で、やはりその分の財源の移譲というこ

ともあわせて、必要なものは求めていくべきというふうに思っているので、無制限に人だけかけて、

地方の仕事についてどんどん人員が膨れるという状態もそれはそれで好ましくないことだという

ふうには考えております。そういった必要な財源の手当てであったり、あるいは人手をかけるにし

てもできるだけ業務の効率化などによって人員数がいたずらに増えないような形で権限移譲にも

対応していくと、そのようなことで進めていく必要はあると思っております。 

また、具体にいつどのような事務が国や県から下りてくるのかということについては、この時点

でこの事務が下りて来るというところまで、先々まで把握しているところではございませんが、細

かな情報収集に努めて、計画的な人員配置ということも進めていかなければならないと考えており

ます。 

 

本江会長 

いかがでしょうか。大きいトレンドとしては移譲が進むということは間違いないことですね。 

 

事務局（総務局長） 

 これだけ市民のニーズが多様化しているという中において、現場に立っている我々地方自治体の

役割というのは非常に大きくなっていると思います。最近では、幼児教育・保育無償化関連の話も

あり、あるいは災害救助法に関する話もあり、移譲に関してはこれからますます増えていくんだろ

うということは容易に予想されるところでございます。具体にそれが何人かかるか、どういうとこ

ろまでやるのかというのは、私どもの読みはないわけですけれども、今人事課長から申し上げまし

たように、財源とセットでいただいて、市民サービスをしっかりやっていくということが我々の責

務だろうというふうに考えております。 

 

本江会長 

資料にも書いてあるように、仙台市域は海から山まで広がっていて、かつ都会もあって、日本で
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起こる問題は全て仙台市で起こると。そういうこともあって、「これはうちに関係ない」という問

題はないので、大概のものは引き受けなきゃいけない状況なのかもしれません。これは大変だなと

いうふうに思います。 

ほかにいかがでしょうか。 

 

山口委員 

2 ページの財政状況の中の一番上に、「少子高齢化の進展に伴う社会保障費（生活保護費等）の

増による、財政構造のさらなる硬直化」という表現がありますが、もう少し分析をした表現にした

ほうがいいのではないかと思います。括弧で「生活保護費等」と書かれていますが、私の立場だと、

実際に生活保護世帯に対するアプローチというのが多いんですが、その実態の部分をきちんと分析、

理解をされているのかどうか。 

それから関連して、11 ページの行財政運営の中で、また「硬直化」という言葉が出てくるんで

すよね。財政の戦略を立てるときには、「硬直化」を打破するにはどうしたらいいのかということ

を具体的に示していくのでしょうから、具体的な試算が出てきた段階で、改めて質問しようと思い

ますが、今日の段階では、行政の方々が「硬直化」という言葉をどのように分析されているのかを

改めて聞いてみたいと思います。 

 

事務局（財政局財政部参事兼財政課長） 

2 ページ目のほうの表現について、私のほうからご説明申し上げたいと思います。「さらなる硬

直化」という表現で意図しましたのは、いわゆる義務的経費の部分、人件費ですとか、扶助費、そ

れから公債費含めて義務的経費と申しますが、これの割合が年々増加していること、ちょうど 3ペ

ージの表でございますけれども、義務的経費が増加していることで、一方で歳入がそれほど同じよ

うには伸びないという中で、政策的な経費に回せる余力といいますか経費といいますか、そうした

ことが少なくなっていることを「硬直化」という表現を用いているということでございます。 

今ご指摘いただきました「生活保護費等」の部分なんですけれども、29 年度の決算ベースです

と生活保護費は 278億円ほどになっておりますけれども、健康福祉費あるいは扶助費の中で項目と

して金額が一番大きいのが生活保護費でしたので、わかりやすいという観点から、この社会保障費

の例として 1つだけ「生活保護費等」ということを書かせていただいたところです。ただ生活保護

の経費自体は劇的に伸びているというよりは、この間の社会保障関係経費の増はどちらかというと

少子化対策ですとか、そういった部分による増というのが多いというのも実態としてはございます

が、説明としてのわかりやすさという観点から、金額が一番大きい生活保護費を例に出させていた

だいたと、そういった状況でございます。以上です。 

 

事務局（総務局長） 

財政状況を示す一つの指標として、経常収支比率というものがございます。要は歳入に対して、

義務的経費、たとえば扶助費や公債費、人件費などがどのぐらいの割合を占めているのかという指

標がございまして、20年ぐらい前ですと、その数字が 84％、85％くらいの数字で、残りの 15％は

ある程度色々な政策的経費に使えるという時代だったかと思います。ただ、その後リーマンショッ

クですとか、あるいは少子高齢化の進展等により、経常収支比率の数値が今は 98％、99％とか、

そういう数字まで上昇しています。なので私どもとしてはこの市役所経営プランの中で、できるだ

け歳入を上げる、あるいは無駄な経費、事業をやめて歳出をカットしていくということによって、

政策的経費に回せるお金を生み出そうというのが一つの目的であるということをご理解いただけ

ればと存じます。 

 

山口委員 

 わかりました。 
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本江会長 

現在の資料の書きぶりだと、財政の硬直化は生活保護の増大が主な要因であるというふうに読め

てしまうので、今の説明で補足いただいたような内容で補完してもらえればと思います。 

 

事務局（行財政改革課長） 

整理をさせていただきます。 

 

関委員 

感想を三つと、あとは中間案に向けて意見といいますか、提案が二つございます。 

まず一つは、この資料 1-参考資料ですけれども、非常にわかりやすいなと思いました。特に実

施方針について、現行のものに比べて改定プランは方針としてこういうことをやっていくんだとい

う意思が大項目三つの中に盛り込まれていると感じました。前は「まちづくり」と平仮名の一言だ

ったところが、そこが現場主義に立脚して、一緒に推進していくという方針になっており、かなり

意思を感じるような書かれ方をされているので、初めて読む方も仙台市の方針が非常に理解しやす

くなったのではないかと思いました。 

それから、歳入と歳出というのを、中項目の前に打ち出されたというのは、これまでの委員の皆

さんからのご指摘をかなり反映していただいたのかなというふうに思います。やはり収入と支出の

バランスというのは経営の基本だというお話もありましたので、このように中項目の前にさらにグ

ルーピングされたというのは非常にわかりやすいなと思いました。 

あともう一つが、市民協働といったときに、市が主体ではなく一緒にやっていこうという姿勢が、

方針二つ目の「市民の視点に立った体制づくり」というところに現れていると感じます。企業で言

えばエンドユーザーのことを知って、その人たちが必要とするものをやっていきますという、こう

いう書かれ方をしたのはすごくわかりやすいなと思いましたので、その三点に関してはこのままぜ

ひ進めていただければと思いました。 

あとは中間案に向けてというところで、一つは「市民の視点に立った体制づくり」のところなん

ですけれども、企業経営の中で「選択と集中」をするとき、何を売り続けて何のサービスをやめる

のかということを判断するときに、マクロのデータをとりながらミクロのヒアリングを行うんです

ね。子育て世代の方、働き盛りの方、ご高齢の方、介護をしている方、障害を持った方と、そうい

うさまざまな方が市のサービスを利用しているとするならば、そういう生の声を聞いてリサーチす

るなど、エビデンスを持って「選択と集中」に取り組むということを、この体制づくりの中に入れ

られたら、さらに根拠が明確になるのかなというようなところを感じました。 

あと、最後なんですが、方針の三つ目、「前例にとらわれない新たな発想を育む仕組みづくり」

ということで、今年度経済産業省がデザイン経営という宣言をしましたけれども、行政のほうが積

極的にデザイン経営を取り入れなさいという方針を国が打ち出しているようです。企業であれば経

営に関する上層部の決定機会においてクリエイティビティを発揮する外部スタッフを入れるであ

るとか、そういうことを中小企業ならず行政の皆さんからぜひ率先してやりましょうという宣言が

あったと思います。まさにこれはその一つ、それに応える項目かなと思います。ですので、外から

のクリエイティビティであるとか、市の業務を違う視点から見たときに、自分たちの業務をどう振

り返れるかみたいな外部研修ですとか、そういうものをデザイン経営という観点から取り入れられ

たら、なお若い職員の方たちは伸びるのではないかなと思いました。今学校現場も、教師の方たち

が企業のほうに短期間出向して、職場って何だろうということをわかった上で戻ってくると、やは

り教えられることですとか、日頃の業務管理も変わるというようなお話も伺っていますので、その

ような仕組みづくりのところで、国の流れや他の業界の良い制度を反映していただけたらいいなと

いう要望であり、中間案にもし反映していただける部分が一部でもあれば、よろしくお願いいたし

ます。 
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本江会長 

前半では大変良くなったというお褒めをいただいて、後半では、デザイン経営、クリエイティブ

ディレクターを置くというようなご提案もいただきました。企業であれば社長がその役であるべき

だし、自治体なら首長がそうだろうということでもありますが、そうしたアイデアはどうかという

ことでした。コメントがありましたらいかがでしょうか。 

 

事務局（総務局長） 

お褒めをいただき、ありがとうございました。 

まず一つ、市民の視点に立った体制づくり、エンドユーザーのお話でございます。おっしゃると

おりでございまして、108万市民がいる中で本当に色々な方、カテゴリー、業界の方、色々いらっ

しゃいます。私どもも、この案についてもパブリックコメントをさせていただきますが、そのパブ

リックコメントに限らず、ワークショップですとか、出前講座等々、いろんな場でご意見を聞くよ

うなツールを今持ってはおります。ただ、なかなか今おっしゃったミニマムというか、個別のとこ

ろのお話を聞くというところまでできているかというのは、やや心もとないところもございます。

行政というのはやはりマーケティングが下手なところだと私自身思っておりますので、今後さらに

私どもとして真に協働というものを推し進めていく上で、どのような形でそういう方々のご意見を

いただいて、ご一緒に進めていくかということについては、なおこれから研究をしなければいけな

いと思っております。 

それから、もう一つ、「前例にとらわれない」という関連のお話で、デザイン経営に関するご提

案もいただきました。私どももずいぶん前からですけれども、若い職員を民間企業なり、NPO法人

のほうに、短期間研修に出し、実際に現場を研修させるというものも行ってはおります。ただ役所

というのはご承知のとおり法律に基づいて仕事をするものですから、前例を破るというのがなかな

か難しい組織ではあります。ただ昨今は、特区制度でありますとか、榴ヶ岡公園の PPPという話も

ございまして、一昔前までは公園というのはとにかく安全に遊ぶための管理をする場所だったもの

が、今はその空間を使ってさらに色々なサービス提供をしていくというふうに、全国的にそういう

トレンドになってきているというところはありますので、私どももこれについては職員研修もしっ

かり行って、声も拾い上げ、市民の皆様とご一緒に、よりよい市民サービスが提供できるような方

策を考えていきたいと考えております。 

 

本江会長 

ほかにいかがでしょうか。 

 

成田委員 

はじめに、関委員が褒めていただいたので、まさにそのとおりだなと思って、拝読させていただ

きましたことを申し上げたいと思います。 

続きまして、ご検討いただければと思う点を幾つか申し上げたいと思います。 

10ページで、今後の方向性の（1）行財政運営というところの一番最初でございます。こちらに

ついては、読んだときに主語は誰だろう、誰に対して求めているのだろうといった印象を受けまし

た。市としては、そういった姿勢がこれまで以上に求められているということはわかるんですけれ

ども、それが職員全体としての認識であるのか、幹部だけなのか、それとも、先ほどお話のあった

会計年度任用職員の方も含め全職員に浸透するような形でこういった姿勢をしっかり根付かせる

のかというところが少しぼんやりしているので、希望としては全職員がという文言をご検討いただ

ければいいかなと考えたところでございました。 

それから、先ほど来もございました、ICTの話でございます。11ページの1行目に書いてございま

すが、ICTに行く前に、まず事務の効率化というところで、仙台市職員が行う事務の標準化、これ

については取り組むかどうかというところでございます。そもそも色々な課によって、同じ事務、
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会計事務等に対して、それぞれやり方が違うであったり、コツがあったりだとか、そういうことで

は効率化というのはなかなか図れません。よその企業を見ていると、まず事務の効率化を始めて、

どのような場面でも、誰が異動になっても、スムーズにできるような体制を整えてきています。そ

うした事務の標準化をやって、初めてICTを取り入れるということが、真の効率化になるのかなと

思います。ですから、仕事に合わせてICTを導入するのではなくて、いわゆるICTに合わせた形で事

務の標準化というのは行っていく必要があると思います。事務の効率化については、少なくとも事

務の標準化を目指すとか取り組むといったような形で再検討するといったような文言が必要なの

ではないかなというところでございました。 

それから、3点目でございますが、市民協働につきましては、今までも10年来ずっとやってきた

ことなんですよね。やはりこのプラン自体も前プランから引き継がれた部分がありますので、市民

協働に限らずなんですけれども、今後については前年までの課題についてしっかり検討した上で、

分析をしつつ、仕事をさらに構築していく等、課題の抽出と分析と対応というのはやはりちりばめ

られている必要があると思いました。 

そして、4点目でございます。市民協働の中の「市役所組織機能の充実強化と人材育成」という

ことですが、具体的な部分というのはこれからのところで示されるというふうに考えてよろしいん

でしょうか。（「はい」の声あり）はい、ではこれは承知いたしました。 

そして、先ほどリサーチの話が出たところでございます。リサーチと、それから14ページに「歳

出」の「効率的な事業手法の推進」「民間活力の導入」のところですね、色々お話があったところ

でございますけれども、エビデンスに基づいた経営をしていくということで、どこかにエビデンス

という言葉も入れていただけると、より明確化されるのかなというところでございます。例えば先

ほどのリサーチの結果がエビデンスになりますし、財務指標をおつくりになって、市民会館の利用

に対するコストが幾らぐらいかかっているといったようなものがもしお示しできるのであれば、幾

ら歳出を抑えて効率化を図るんだといったような具体の数字が出てくるはずなんですね。そういっ

た分析の結果のエビデンスに基づく経営をして、それは市民に説明をしていくんだといったような

形で説明責任を果たして、戦略の「選択と集中」を図っていって、その「選択と集中」が確かに市

民が納得できるようなものであっていただきたいと思うところでございます。 

そして、戻りますが10ページの債権管理の適正化につきましては、これも具体にあろうかとは思

うんですけれども、やはり市民の債権に対する名寄せであったり、そういった形で効率化を図るべ

きではないかなという意見もありますので、そういったところについてもご検討いただきたいとい

うことでございます。 

最後に、前例踏襲ではないところを評価していくというお話がございました。ですので、9ペー

ジで職員の力を生かすというところがございます。市民サービスの低下を招かずに、限られた財源

の中でサービスを行うというところで、職員の力を生かすというお話でございましたので、そのた

めに職員のための働きやすい職場づくり、これについてもやはり市として取り組む必要があって、

その細かい論点として例えばワーク・ライフ・バランスであったりとか、介護休暇であったりとか、

職員の方が何より働きやすくなっていかなければ、市民へのサービスというものがなかなかいいも

のが生まれないのではないかというところでございましたので、それについてもぜひご検討いただ

きたいと思います。 

 

事務局（行財政改革課長） 

まず一つ目に、効率化に関する主語が誰かというところでございましたが、こちらについてはも

ちろん管理職員ということだけではなく、ボトムアップで施策を打ち上げていくということもござ

いますので、職員全員というのがまさしく主語になるのかなというふうに考えております。 

二つ目で、業務の標準化というお話があったかと思います。こちらにつきましては、まだ全体で

というのはなかなか全て行き届くわけではないですけれども、例えば区役所の戸籍住民課の業務と

いうものは、各区どこでも同じくできるというふうになっていればいいんですけれども、実は区ご
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とにやり方が少しずつ違っている部分がありまして、これを標準化、共通化していくということを

目的に、昨年度、民間事業者のお力を借り、業務内容のフロー作成や、課題の洗い出しなどをさせ

ていただきました。今年度は、その報告書に基づき対応を検討し、各区で展開しているという状況

でございます。こちらにつきましてはほかの業務も全てできているかというとまだ至らないところ

はあるのかもしれませんけれども、まずそういったことは始めているという現状がございまして、

委員がおっしゃるようにまず標準化できるものは標準化したほうが効率的だろうというのはおっ

しゃるとおりだと思いますので、そういった観点から進めていくことが大事だという認識はしてお

ります。 

 

事務局（協働まちづくり推進部長） 

 私のほうから、市民協働についてお話しさせていただきたいと思います。 

 委員からご指摘ありましたとおり、市民協働についてはかねてからこのプランには示されており

ます。市民局のほうでも、協働まちづくり推進プランなどをつくりながら、協働によるまちづくり

を進めております。具体的には例えば新たな助成制度、まちづくりを進める方々への助成制度を設

けましたりとか、協働まちづくりの事例集を作成したりとか、活動の手引の作成だとか、実際に活

動する人のためにどんなものをやっていったら協働まちづくりが進むかという観点で、取組みを進

めてきたところです。それがどのくらい効果があったのか、その辺は確実に確認していかなければ

いけないものだと思いますので、その点については引き続き確認しながら、また新たな手法を考え

ていきたいと思っております。 

それと、市役所組織の充実・強化という点につきましては、例えば区役所に実際に地域と一緒に

まちづくりを進めるために、平成29年度からふるさと支援担当職員というものを配置しまして、そ

れぞれ各区一つとか二つとか、それぞれの区に応じて課題を設定して、市民の皆様と一緒に取り組

みを進めております。こうした取り組みを通じて、市役所の地域づくりの機能強化、そういうもの

も進めていければと考えております。以上でございます。 

 

事務局（財政局財政部参事兼財政課長） 

 債権管理の適正化における名寄せに関しまして、ご説明させていただきます。 

 債権管理の適正化について、例えば本市の場合、国民健康保険と介護保険について、いずれも保

険料でございますけれども、こちらについて同じ部署で連携をしながらやるというふうな取り組み

を実施しているところでございます。ただ、本市の債権も多種多様にございまして、例えば税や、

保険料のようなものと、あるいは給食費ですとか、そういったものについて、それぞれどうしても

法令の壁のようなものがございまして、難しいところはございますけれども、収納率の向上に向け

ては、ただいま申し上げたような、でき得る限りの連携をとりながら取り組まなければいけない課

題でございますので、工夫をしながらやっていきたいと考えております。以上です。 

 

成田委員 

ありがとうございました。 

標準化につきましては、今お話を頂戴したような窓口業務もありますけれども、例えば物品調達

であるとか、たくさんの課にまたがって同じような事業をやっている場合についても、標準化して

いただけるといいのかなというところで申し上げたところでございます。 

それから、市民協働につきましては、今お話をいただいたところで、よくわかったところでござ

います。前年度までの課題を踏まえて必要があると判断されて、予算をつけて行っているものと思

われましたので、文言としましては、課題を踏まえてと一言入れていただけると、市民としては「仙

台市は必ずいろんな分析をして次に進んでいらっしゃるんだな」ということが伝わるのかなという

ところがございます。 

そして、債権管理につきましては、公債権、私債権、いろいろあると思いますので、難しい部分
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もあろうかとは思います。他市の事例なんかを拝見していますと、公債権代わりに保険料等を持っ

てきて、それで制度の壁を工夫されている事例等があるようでしたので、そういった取り組みが他

の政令市でも図られているということが伝わる書きぶりだとありがたいなというところでござい

ます。いろいろありがとうございました。 

 

本江会長 

エビデンス・ベーストのところはどうでしょうか。先ほどのデジタル・データ・ドリブンという

ことと関係あると思いますが。 

 

事務局（財政企画課長） 

 一つはコスト部分をどのように市民の皆様方に広く周知をしていくかというところでございま

すが、公共施設総合マネジメントプランの取り組みの中で、そういった取り組みが非常に重要だと

位置づけ、施設の見える化の資料を公表しており、実際には平成 29 年度から一部の施設から順次

公表しております。29年度は、地域施設と呼ばれる市民センター、コミセン、老人憩の家という 3

種類の施設について公表させていただきまして、昨年度は広く住民の方にお使いいただいているス

ポーツ施設、文化施設、市民会館もですが、そういった施設についてもコスト、利用の状況等を公

表させていただいております。 

 この資料を公表する趣旨といたしましては、やはりまず我々職員がきちんと客観的に数値として

把握をして、今後どうしていくべきかということを考えるということと、それを市民の皆様方にも

公表することによりまして、市民の皆様方と一緒にそういった方向性を考えていくベースにしてい

くといった趣旨でございます。全部の施設はなかなか難しいところはあるんですが、できるだけの

施設について今後も順次公表いたしまして、そういった議論をさせていただくベースとして使用し

ていきたいと考えてございます。 

 

成田委員 

ありがとうございます。今お話いただいた内容は市民協働においてはとても大事なところで、情

報のさらなる、できる限りのエビデンスベースの情報の開示、広報というのも、前のプランから比

べますとより一層必要になってくるので、より積極的に開示をするというところについて一言ある

と、市民協働の理解がスムーズに進むのではないかと思いますけれども、いかがでございましょう

か。 

 

事務局（財政企画課長） 

 ごもっともなご指摘でございまして、そういったところをきちんと我々仙台市として示していく

のは非常に重要だと思っております。例えばでございますが、我々のプランの取り組みの一つに、

施設の複合化という取り組みがありまして、具体的には今、将監地区と生出地区の 2カ所でその複

合化施設の取り組みをしております。その際には、ワークショップ等の冒頭のところで、地域住民

の皆様方に対し、今お使いいただいている施設は今こういう状況ですと、その利用状況も含めて説

明をさせていただきます。その状況を踏まえて、皆さんで新しくつくり変えるときにはどういった

利用をしていきましょうかと。場合によっては、利用状況が芳しくないものについては思い切って

部屋をつくるのをやめて、ほかのところを使いましょうかとか、本来であればこういったものにも

っと使いたいんですというのがあれば、それを取り入れるための取捨選択のご提案などもしている

とことです。いずれにしても、そういったことを市民の皆様方にきちんとお知らせをしながら、一

緒に考えていくということが重要だと思っておりますので、ここについてももう少し調整をさせて

いただければなと思います。 
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本江会長 

最近の国会の法案審議でも、証拠資料が雑だということでたびたび紛糾しておりますので、やは

り何かを決めるときには当然根拠がこうだということを市民と共有しながらということだと思い

ますので、エビデンス・ベーストという言葉はちょっと聞き慣れない表現かもしれませんが、根拠

を共有しながら進めるということがうたわれるといいかなとは思います。 

 

成田委員 

エビデンス・ベーストというのは総務省でも使っている言葉ですから、入れても特に問題はない

のかなと。入れろということではございませんけれども、入れても大丈夫かなと。 

 

本江会長 

ありがとうございます。ほかにどうぞ。 

 

木下委員 

最後の実施方針のところを中心に、三点ほど。 

一つ目は、最初の文章のほうには現在の社会経済情勢等のさまざまな変化が仙台市に限らず起こ

っていて、対応を迫られているという認識はうかがえるんですけれども、そういった、社会の変化

に早くから取り組んでいくという雰囲気というか要素が、このプランだとちょっと読み取りにくい

かなというふうな感想を持ちました。そういうふうな変化に対応するとか、早い段階から積極的に

取り組むとか、私の理想はそうなんですけれども、そういった感じのことを入れていただけるとよ

かったと思います。 

それともう一つは、先ほど来出ている市民協働のところなんですけれども、これはもちろん市が

今後どういうふうに市を経営していくかというお話なので、話として市役所側の話なんですが、協

働ということですから、情報などの流れは恐らく双方向であると思います。これですと市の職員が

どうするという流れのほうはよく見えるんですけれども、市民からの情報とか提案とか、そういっ

たものをどう受け止めるというか、どう吸い上げるというのがちょっと見えないかなというふうに

思いました。文章のほうを拝見すると、色々されているのはうかがえるんですけれども、情報のや

りとりが、市から市民というほうは見えるんですけど、逆のほうがちょっと見えにくい感じになっ

ていると感じました。 

あと、文章のほうで若干誤字が見受けられます。いずれ表に出るものだと思いますので、ご点検

されることをお勧めします。以上です。 

 

本江会長 

ありがとうございます。冒頭のところと、あとは情報の双方向性のところ。 

 

事務局（協働まちづくり推進部長） 

市民協働において、市民からの意見の聴取についてでございます。確かに市民協働を進めるとい

うことは、市から一方的にやるわけではなくて、市民の皆様が持っているさまざまな意見、そして

さまざまな力を生かしていただくということがもちろん必要なことでございます。例えば施策をや

るに当たっては、パブリックコメントで市民の意見を聴取したりとか、ワークショップなどで話を

聞くという機会がございますけれども、今後どのような仕組みによってより効果的に市民の意見を

聴取する形をつくっていくのかというのが大切なところだと思っております。今後引き続き検討さ

せていただきまして、どのように盛り込めるか考えさせていただきたいと思います。 

 

木下委員 

 よろしくお願いします。 
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 あと、何かあったときの意見聴取ということではなくて、何もなくても市民の方が何か言いたい、

というものをどういうふうに受け止めるのかなと。私の関心はそっちのほうにもありまして、その

点も工夫というか、既にされているかもしれませんけれども、よろしくお願いします。 

 

事務局（総務部長） 

 資料の構成についてですが、社会情勢の変化といったようなところから書き出しをしていまして、

それが実施方針のところに行くと、そういったものの落とし込みがまだ十分ではないのではないか、

読み取りづらいのではないかというご指摘がございました。これは今後中間案に向けて我々のほう

で書き込めるよう考えていきたいと思うんですけれども、現時点では 10 ページからの「今後の方

向性」、10 ページ、11 ページ、12 ページと書いているところが、冒頭で申し上げました社会情勢

の変化に対応してこういうふうにしていかければならないという書き込みになっております。ただ、

今の資料ですと、行財政運営とか市民協働とか組織・人材育成と、分類的な書き方になっていたん

です。それが柱の体系化のほうに行くと、項目の書きぶりが違っていたりするところもございます

ので、全体として社会情勢の変化に対応してこういうふうな方向性で行くんだという流れになるよ

うな体系立ても含めて、今後中間案に向けてそこは検討させていただきたいと思います。 

 

青木委員 

今までのお話の視点と重なるところもあるかと思いますが、9ページにある「市民とともに行う

まちづくり」の点です。今ご説明ありましたような市民局関係の事業に関する部分だとは思います

が、実際の市民協働は、色々な部局横断しながら行っている取り組みが既にあると思いますので、

そういったあたりがもう少し反映されてもいいのかなという点が一つです。 

あと一つですけれども、社会情勢あたりの視点になるのかとは思うのですが、持続可能な開発目

標に関する部分について、特に全体のところでも触れてはいないようなのですが、このあたりはも

う前提の上ということで、特段トピックとして表現がないのでしょうか。企業と NPOとのパートナ

ーシップを促進する上では、市でもそういったものを掲げられると、現場では取り組みやすい、あ

るいは市でも協力を仰ぎやすいというところがあるのではないかという点を感じたところです。 

あと、表現の部分なのですが、11ページの市民協働の部分ですが、「新たな主体を育て支援しな

がら」という表現があります。パートナーシップ、協働も進んでいる中で、支援する・されるとい

うよりは、「ともに考える」であったり、「育ち合う」であったり、表現に少し工夫をしていただけ

ると、読み手の市民としてはなおいいのかなというふうに思いました。以上です。 

 

事務局（行財政改革課長） 

ご意見ありがとうございました。 

まず、「市民とともに行うまちづくり」のところで、もう少し取り組みをというお話でしたが、

確かにこの部分については、少し手厚くできるよう検討させていただきたいと思います。 

また、持続可能な開発目標、SDGs に関するご指摘もいただきました。例えば女性活躍など、そ

ういった部分は、まさに SDGs の一つの柱になっていますし、そういう観点は本プランにおいても

様々盛り込んであるのかなというところはありますが、見せ方、打ち出し方の方法につきましては、

今後検討させていただきたいと思います。 

なお、今後策定される総合計画の中でも、そういった観点というのは出てくるのかなと思ってお

りまして、そちらはいわゆる都市経営という観点になろうかと思いますが、こちらの市役所経営プ

ランの中でも、反映させられる部分があれば、それを踏まえたような書きぶりができればと思いま

す。 

 

本江会長 

共有する価値みたいなものについての議論は必要なところだと思います。 
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ほかにいかがでしょうか。 

 

大草委員 

ほとんど皆さんの意見と重複しているので、コメントという形ですが、私も見ていて二つほど感

じたことがありました。一つ目は資料 1-参考資料の大項目について、舘田委員からもコメントが

あったんですけれども、単純に ICT利活用による事務作業の効率化という意味だけですと、単に一

つの手段なので、大項目というよりは、中項目レベルのところに落ちるかなと思いましたし、それ

だけの意味ではなくて、ICTというのがデータ利活用を含めもうちょっと広い意味で捉えるのであ

れば、この大項目のところにつくった上で、もう少し中項目のところを具体的に書ければいいんじ

ゃないかと感じたのが一つ目です。 

二つ目が、市民協働のところについて、半分感想なんですけど、先ほど木下先生からもコメント

がありましたが、どちらかというと市のほうからこういうことについて考えてくださいという話が

あったときに、それに対して市民が意見を言うという形がパブリックコメントだったりワークショ

ップだったりだと思うんですけど、市のほうから言うだけじゃなくて、市民が何か問題に感じて、

こういうことを提案したいというときに、それを受け付けてくれる窓口があるんだということが市

民全体の共有意識としてあって、しかもそれが意見を言うだけではなくて、しっかり施策に結び付

いていく、そういった部分がもしあるのであれば、市民ときちんと共有して、そういうことができ

る仙台市なんですよというところを、市民協働の看板のような形に掲げるぐらいどんと持ってきて

もらえるといいなと感じました。以上です。 

 

本江会長 

ちゃんと知らせるということと同じくらい、ちゃんと聞くということを挙げるといいんじゃない

かということですよね。 

 

事務局（情報政策部長） 

データの利活用につきましては、これまでもオープンデータということで取り組んできたことが

ございまして、さらに進む形で、官民協働での利活用という新しい目標ができておりますので、私

どもも問題意識をもっている点でございます。どのように記載できるかどうか、検討させていただ

ければと思っております。 

 

事務局（協働まちづくり推進部長） 

市民協働の点でございますけれども、市民の方の意見を拾うというところでは、市民の声などで

意見をいただくということがあったりとか、もう少し施策に近いものでは市民協働事業提案制度と

いうことで、事業をある程度市民団体に考えていただいて、市の担当課と一緒に協働事業というこ

とでやっていくという仕組みもございますけれども、より市民の方がご提案しやすいような手法な

どについては、改めて検討させていただければとは思います。 

 

本江会長 

ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 

髙城委員 

市民の立場からなんですけれども、やはり自分が出した意見とかがちゃんと吸い上げられて、反

映されて、変わってきているのが実感できたら、仙台市に対する愛情といいますか、そういったも

のも増えてくるんじゃないかと思いますので、ぜひ声が届くようなものにしていただければと思い

ます。以上です。 

 



15 

本江会長 

そういう態度をちゃんと示すということが大切だと思います。 

僕からは一点だけ。僕は専門が建築の人間なので、そのバイアスもありますが、新市庁舎の話が

ほんの少ししか出てこなくて、それも 2ページのところで公共施設管理のコストアップの文脈で出

てくるだけなので、仕方なくつくるみたいに見えてしまう。これは少しもったいないですよね。企

業が本社ビルを建て直すというのはまさに経営戦略を体現するためにあるので、新庁舎はどんな市

役所になりたいかという議論が織り込まれたものとして設計されなければいけない。出来上がって

からちゃんと使いますという話ではなくて、どんなものをどうつくるかという計画と、この経営プ

ランはきちんとシンクロしながら進めなくてはいけない。単に建物を建てるだけではなく、情報シ

ステムの設計もあるし、市民協働のための空間づくりのようなことも検討が必要でしょう。タイミ

ング的にそういうサービスのあり方全体を織り込んで、市庁舎をどうするのかということについて

の態度表明が、もうちょっと鮮明にあってもいいのかなと思いました。ご検討いただければと思い

ます。 

ちょっと押しましたが、よろしければ次の議題にいきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

続きまして、もう一つの議題「定員管理計画の策定について」、資料 2でご説明をお願いします。 

 

事務局（人事課長） 

＜資料 2に基づき説明＞ 

 

本江会長 

ありがとうございます。 

ただいまの説明について、皆様からご意見いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

確認ですけれども、定員管理計画については、我々が今検討している経営プランから外出しされ

て、二本立てになるという理解ですよね。 

そうすると、定員管理計画は僕らのこの会議の議論ではなくなるということですか。 

 

事務局（人事課長） 

市役所経営プランの中でも、定員管理計画は一項目として位置づけておりますので、この会議の

場で併せてご意見をいただいて、実績等についてもこの場でご報告させていただきながら進めてい

きたいと考えております。 

 

本江会長 

では立て付けとしては二つに分かれるけど、全体としてやるということはあまり変わらないとい

うことですね。 

 

事務局（人事課長） 

はい。 

 

本江会長 

では、これからそういうふうに取り扱われるということです。今日のところはあまり議論する内

容はないんですけれども、ご意見があれば。いかがでしょうか。 

 

大草委員 

一つ質問なんですけど、1ページ目の職員数の推移の中のデータは正職員の方のみということだ

ったんですが、非常勤の方というのは大体どれぐらいいらっしゃるのでしょうか。非常勤の方がか

なり入られたことにより、正職員の方が減っているということもあるのかなと少し思ったんですけ
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ど、削減要素の一つに非常勤の方の人数が入っていなかったので、どれぐらいの規模かなというこ

とが気になりまして、質問させていただきました。 

 

事務局（人事課長） 

例えばこのグラフで言うところの平成 28 年度の 9,396 人とある中には、ただいまおっしゃった

非常勤の職員は含まれておりませんで、ちなみに 28 年度におきましては市長部局等をベースに申

し上げますと、非常勤の嘱託職員というのは 1,008人おります。また、臨時的任用職員については

520名という状況になります。全国的な傾向として、そういった非常勤の職員の割合が増加してい

るという傾向がございます。 

 

本江会長 

ということで、グラフ中のこの数字の外に、1,500人ほどの非常勤職員がいるということ。そう

いう理解でいいんですよね。 

その 1,500人は増えているのか、ずっとそのくらいなのかというと、どうですか。 

 

事務局（人事課長） 

こちらは平成 20年度の比較でご説明申し上げますと、非常勤嘱託職員は平成 20年度が 567人で

したので、440人ほど増えております。また、臨時的任用職員は平成 20年度が 416人でしたので、

約 100人ほど増えていると、そういった状況にございます。 

 

本江会長 

頭数でいうとあまり変わっていないけれども、雇い方を変えたことで、見かけの正職員数は圧縮

されているということなんですね。単純に言うと。 

 

事務局（人事課長） 

民間委託等で業務そのものを外に出したというものもございますけれども、ただいま会長がおっ

しゃったように、例えば定型的な仕事であったり、より専門性の高い仕事であったりした場合に、

正職員以外の職員に置き換えているということもございます。 

 

本江会長 

資料の中に AI とか RPA の活用等でという表現があるけれど、これで減らせるのはそういう定型

的な業務の人でしょうから、この正職員 9,396人はあんまり減らないですよね、これだけだと。い

ろいろ課題はあるなというふうな気がします。 

定員管理計画自体については、この先具体的なものが出てくると考えていいですか。 

 

事務局（人事課長） 

はい。 

 

本江会長 

それでは、先ほどの資料 1のほうでももし言い残したことがあれば言っていただければと思いま

すが、大丈夫でしょうか。 

では、これで本日の二つの議題は終わりでございます。 

 

（３）その他 

本江会長 

その他ということで、委員のほうから何か発言されることがありましたらお願いします。 
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事務局から何かございますでしょうか。 

なければ、本日協議すべき事項は終了ということで、事務局にお返ししたいと思います。よろし

くお願いします。 

 

（４）閉 会 

事務局（総務局長） 

長時間にわたりましてお時間をいただきまして、本当にありがとうございました。 

私どももこの中間案をつくるにあたって内部でさまざま時間をかけて議論はしているんですけ

れども、やはり私どもが気がつかなかったような視点の様々なご意見をいただけたのかなと思って、

感謝をしております。 

この後、スケジュールのご説明を差し上げますけれども、本当にタイトな中での会議の開催にな

りまして、大変申し訳ございませんが、引き続きご意見をいただきたいと思います。 

本日いただいたご意見につきましては、反映できるものにつきまして次回反映させていきたいと

思います。本日はどうもありがとうございました。 

 

事務局（司会） 

本江会長、ありがとうございました。 

最後の資料としてお付けしておりました今後のスケジュールについてでございますが、本日、第

2回経営戦略会議で骨子案をご提示させていただきましたが、年明けに第 3回を予定しておりまし

て、各委員の皆様に日程をお聞きしているところでございます。お忙しいところと思いますが、ぜ

ひよろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、本日の会議は終了でございます。ありがとうございました。 

 

 

 


