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平成 30年度第３回仙台市経営戦略会議（平成 31年１月 10日開催） 

議事概要 

１ 日  時 平成３１年１月１０日（木） １０:００～ 

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、大

黒雅弘委員、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、関美織委員〔計２名〕 

５ 事 務 局 総務局長、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１３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（中間案）について 

・（仮称）仙台市定員管理計画の策定について 

(3) 閉 会 

８ 会議資料 

資料１   (仮称)仙台市役所経営プラン（中間案）について 

資料２   (仮称)仙台市役所経営プラン（中間案）実施項目一覧 

資料３   (仮称)仙台市役所経営プラン（中間案）本体 

資料４   (仮称)仙台市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 3回仙台市経営戦略会議を開催いたします。 

 会議の開催に当たりまして、総務局長よりご挨拶を申し上げます。 

 

事務局（総務局長） 

 改めまして、本年もどうぞよろしくお願いを申し上げます。また、新年早々のお忙しい中をお集

まりいただきまして、感謝を申し上げます。 

 さて、短いスパンでございますけれども本日第 3回目の会議ということになります。前回は市役

所経営プランの骨子案をお示しいたしまして、ご議論をいただいたところでございます。本日は前

回のご議論を参考とさせていただき、大変分厚い資料になってしまって恐縮ですけれども、プラン

中間案ということでまとめさせていただきましたので、本日はこれにつきましてご議論をいただけ

ればと思います。 

 また、あわせて定員管理計画の策定につきましてもご説明をさせていただきたいと思いますので、

短い時間ではございますが、本日も是非色々とご意見をいただきまして、私どもの参考にさせてい
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ただきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

  

事務局（司会） 

 ＜委員名簿により前回欠席者紹介＞ 

 それでは、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、会議を進めたいと思います。 

 最初にですが、議事録の署名委員を指名したいと思います。今回は大黒委員にお願いしたいと思

います。 

 

大黒委員 

はい、わかりました。 

 

本江会長 

よろしくお願いいたします。 

 

（２）議 事 

本江会長 

 では早速ですけれども、議事のほうを進めたいと思います。 

 今日は大きく二つありまして、「（仮称）仙台市役所経営プラン（中間案）について」と、「（仮称）

仙台市定員管理計画の策定について」ということでございます。 

 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 1～3に基づき説明＞ 

 

本江会長 

 ありがとうございました。 

 年末に事前資料としてお送りいただいたものから大分項目が増えているようですが、今のご説明

につきまして、皆様からご意見をいただきたいと思います。前段の第 3章までは前回議論したとこ

ろでありますが、作文の修正ぶりも含めて前段部分からでも、今回示された 97 の具体的な実施項

目についてからでも、どちらでも結構ですけれども、どなたかいかがでしょうか。 

 では僕から、簡単なことを幾つか聞きたいと思います。 

22ページの No.3の本庁舎建替えのところです。ライフサイクルコストの最適化についての話が

出ています。本庁舎建替えについては、この市役所経営プランの計画期間を超えるプロジェクトで

はありますが、建物のライフサイクルコストがいつ決まるかというと、設計段階でほぼ決まります。

設計プロセスがこのプランのスケジュールの中にございますから、ここでぼやぼやしていると最適

なライフサイクルコストづくりが間に合わなくなってしまいますので、プランの中で十分にチェッ

クをしつつ設計を進めるということが必要と思います。先ほどのご説明の中で、スケジュール的に

はプランの外だという言い方でしたが、それだと急所を見失うと思いましたので、ここは意見まで。 

 また、28、29 ページの収入確保についてです。ご努力の甲斐もあって、数字的には相当高いレ

ベルまで来ているのではないかと思います。こういうものはだんだん上がってくるにつれて、ちょ

っと上げるための費用がものすごくかかっていくことになるので、どこかの時点で、得られるもの

よりもコストのほうが高いということになりかねないこともあります。もちろん理念としては
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100％でないといけないけれども、なかなか現実と合わない部分もあると思います。ある種のコス

トパフォーマンスというか、100％にするために際限なくコストをかけるということはあまり意味

がないようにも思いますので、そうは言いにくいということはわかりますけれども、冷静な判断が

必要であるいうこと、金目の話としてはどこかに限界があるということも承知をしながらやってい

かなきゃいけないかなと思いました。 

 また、66 ページの No.91 のＷＥＢ会議の項目についてです。内容を見ると、拠点を整備してト

ライアルをやりますということですけれども、ＷＥＢ遠隔会議なんていうものは民間ではすでに普

通にどこでもやっていることです。今時トライアルをやって、しかも拠点を市役所に 1カ所整備す

るというのは、形式的に検討していますと言っているに過ぎないという感じだと思います。こんな

ことを言っていないでもっとどんどんやらないといけないし、無料のサービスもたくさんあるので、

セキュリティーの厳しいものについては無理にやらなくてもいいんだけれども、電話でやっている

ようなことは簡単にほぼ機械でできると思いますので、もう少し目標を高く前倒しに設定していた

だけるといいかなと思います。検討の経過などがありましたら教えていただけるとありがたいので

すが。 

 

事務局（行財政改革課長） 

 こちらのＷＥＢ会議につきましては、来年度、具体の検討に入っていくということで考えており

ましたので、今、会長のほうから物足りないというようなご指摘であったところですが、手探りの

状況がある中で目標設定としては少し慎重にしているというところでございます。 

 

本江会長 

 やってみればそんなに難しくないと思いますので、上方修正をしていっていただければと思いま

す。 

 委員の皆さんいかがでしょうか。 

 

山口委員 

 50 ページの№56 の新規項目、町内会に関する事業についてです。今、私は民生委員とともに町

内会長もやっておりまして、町内会の加入率が下がってしまっていて困っているんですけれども、

この取組内容の中に財政的支援というのがあるんですが、多分これは育成奨励金とか色々な助成制

度のことを言っていると思うんですけれども、来年度、具体的にどのようなことを考えていらっし

ゃるのか、確認したいと思います。 

 

事務局（地域政策課長） 

 こちらの財政的支援につきましては、今ございましたように、町内会等育成奨励金でございます

とか、あとはその連合組織、仙台市の連合町内会長会ですとか、区ごとの連合組織ですとか、そう

いった補助金、それからさまざまな配付謝礼金などもございまして、大体 3 億円程度ございます。  

こちらにつきましては、今まで 70 年間程度の長い歴史の中で助成支援ということを続けており

ましたけれども、これから直面していく少子高齢化の環境の激変の中で、そのありようについて 

町内会の皆様方と一緒に考えているところでございまして、その時代に合った支援策を考えていく

ということでございます。 

 

菅井委員 

 町内会を取り上げてもらったという点で、前進なんです。前の計画では、町内会という言葉が一

言も出てこない。今回は町内会を取り上げていただいて、そして具体的なものも取り上げていただ

いたということで、我々としてはありがたいなというふうに思います。財政的な支援も、それから

これからの町内会運営に対するサポートもしていただけるという、そういう方向性を出してもらっ
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たという点で前進だろうと思います。 

 一応、私は満足しています。あまり欲張らないようにしていますが。 

 

本江会長 

 取組内容を見ると、研修や表彰制度など、形式的な取組みしかない感じですが、具体的にはどう

するといいのでしょうか。 

 

菅井委員 

 今年も例えば No.57の地域活動団体交流会ということで、地域活動をしている各区の団体さんが

これまでの活動報告をして、お互いに交流を図るということを具体化していますので、それをさら

に経常化していくような形になるのかなと思っています。町内会がお互いに、あるいは色々な団体

が実際にどんな活動をしているかを学ぶことによって、町内会も活性化されるだろうと思っていま

す。 

 

本江会長 

 ありがとうございます。菅井委員よりそういうお話がございましたので、事務局から何かありま

したら。 

 

事務局（地域政策課長） 

 ありがとうございます。No.57につきましてちょっと補足をさせていただきますと、今年度、ま

ずはさまざまな地域活動の実態を確認する必要があるであろうということで、市内の 28 の地域活

動団体、町内会、NPO、大学、親父の会、学校支援地域本部など、様々なつながりのところがござ

いますので、具体にその加入団体がどういったつながり方をして、どういうインセンティブがあっ

て、どういうモチベーションを持ってやっているのかであるとか、事務局機能はどういうふうに分

担しているのであるか、資金はどうしているのかとか、そういった詳細な調査をしているところで

ございます。 

 これは多少アナウンスになりますけれども、2月 2日 1時からメディアテークでそういった地域

活動団体の皆さんからの報告ですとか、そういうことに取り組んでいらっしゃる方たち、100名程

度なんですけれども、そういった方たちのワークショップなどを今年度初めて実施しまして、それ

らを今後の取組みに生かしていきたいと考えてございます。 

 また、No.56の関係で言いますと、資料にはスペースの限りもあって非常に簡単に書いてあるん

ですが、これまでやってこなかった町内会役員などに対する担い手研修というのも今年度初めて青

葉区で取り組みまして、来年度以降の拡大・充実や、集合住宅等の町内会形成の促進として、マン

ションのデベロッパーの方との連携の検討など、そういったことも含めて、市連合町内会長会の皆

さんと毎月の正副会長会等の場で、活発に意見交換を行いながら、ともに考えていくような作業を

始めているところでございます。 

 

本江会長 

 ありがとうございます。山口委員、いかがでしょうか。 

 

山口委員 

 具体的な部分は、引き続き市民局とやりとりしたいと思います。 

 

本江会長 

 印象ですけれども、このプランにおいては、こうした地域団体の活動を支えていく取組みと、一

方で、BPOや PPPなど、自治体以外の主体にもう少し具体的にサービスを担っていただくところま
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で盛り上げていく取組みがあるので、これらが連続性を持ったビジョンになっているといいかなと

感じました。 

 

成田委員 

 ご説明ありがとうございました。前回色々申し上げた点につきましても、さまざま取り込んでい

ただいたことに深く感謝を申し上げたいと思います。 

 最初にすごく嫌らしい質問で恐縮なんですけれども、市民が政策形成過程に関わるということを

掲げていらっしゃいますので、今回このプランのパブリックコメントを出すにあたって、どれぐら

いパブリックコメントの数を上げるかという目標値と、それに対する取組みをどう考えていらっし

ゃるかというのが、まずお聞きしたい点です。 

 次に、12ページで、「ポスト復興ステージを支える行財政運営」のところですが、こちらについ

ても前回を踏まえて色々ご記載いただいたところでございました。それも十分承知の上で申し上げ

るんですけれども、若干総花的というような印象がございまして、13 ページにつながっていくよ

うな形での整理というのが必要なのかなというところでございます。具体に申し上げますと、12

ページの下の 2項目については ICTの話、それからその上については「持続的な」という点に言及

しているんですけれども、13 ページのどこに対応するのかというのが読んでいる側としては見え

にくいのではと思いますので、もし可能であれば、13 ページの各項目につながっていくような配

置にしていただけるといいのかなというのがありました。 

 また前回、市役所本庁舎の建替えについて会長からお話があったところでございますが、私の感

想としては、アセットマネジメントなど、市役所の財産管理をどうしていくのかという、大枠の中

の一項目かなと感じますので、12 ページのここに出てくると少し違和感を覚えたというのが今回

改めて見たところでございました。そちらについてご意見をいただきたいところでございます。 

 そして、28 ページから記載のある収入確保につきまして、先ほど費用対効果も必要だというご

意見があったところでございました。そこに異論を唱えるわけでは全然ないのですけれども、こち

らの数字につきましてはやはり 100％を目指すというところをしっかりうたっていただいていたほ

うが、市民としては非常にありがたいところだと思っております。無理は承知なんですけれども、

例えば「市税の収入確保」において現年度収入率 99.4％とありますが、このパーセンテージの 0.1％

とか 1％というのは、実は億単位の話になってくるはずですので、やはりそこはしっかりうたって

いただき、力強く推進していただきたいというところです。№16 でございました市営住宅使用料

でございますが、こちらは前年度分は 99.2％ということですけれども、総括にしますと 90％台と

いうわけですから、これは民間の住宅経営からすればかなり厳しい経営状況ということになります

し、市営住宅ですので金額的にどれぐらいあるかというのは計り知れないんですけれども、こちら

についてもしっかり進めていくんだというところを市民にアピールしていただくということを希

望したいというところでございます。 

 以上につきまして、お願いします。 

 

本江会長 

 では、事務局のほうから。 

 

事務局（総務部長） 

 ありがとうございます。 

 大きく 4点お話がございましたけれども、まず 1点目のパブコメについてでございますけれども、

できるだけ我々としては市民の皆様から多くご意見をいただきたいと思うんですけれども、何百、

何千の意見を頂くというのはなかなか難しいことだと感じているところです。ただ、我々としても

できるだけ広く多くの意見をもらうために、当然市政だより等も活用しますし、常任委員会等でも

議員の皆様にも告知をさせていただきながら、幅広いチャンネルを設けながら意見をいただいた上
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で、今後進めていきたいと思っております。 

 それから、2点目の実施方針のつながりのところなんですが、前回木下副会長からのご指摘もい

ただいて、できるだけつながりを意識しながらつくったつもりなんですけれども、文章の記述が増

えている関係もあって、その対応関係がわかりにくくなっている部分もあると思いますので、13

ページの樹形図と 12 ページの文章の対応関係をより意識して進めさせていただきたいと思ってお

ります。 

 それから、最後にお話のありました収納率のところでございます。当然、納めている人、納めて

いない人の不公平がないように、全ての皆様から等しく、納めていただくものを納めていただくと

いうことを私ども行政として、そこは基本目標としてございます。なので、お話のありました市営

住宅使用料につきましても、できる限りの収納の努力はしていくというのは大前提でございます。

ただ、本江会長からも先ほどありましたように、これから収納率を上げていくためには、ICTの活

用等も含め、コストがかかってくる部分もおそらく技術的に出てくると思いますので、そこは見合

いの中で、より収納率を高めるための効率性という点も意識しながら進めさせていただきたいと思

っております。 

 

事務局（行財政改革課長） 

 また、本庁舎建替えの件が 12 ページで出てくるのは具体的過ぎなのではないかというご指摘に

つきまして、これは 13ページの樹形図でいうと右端の上から 2番目、「中長期的な視点を重視した

取組み」の部分に係ることになるんですけれども、この部分の例示的なもの、象徴的なものという

ことで今回入れさせていただいております。前回、会長のほうからもそういったコメントも入れて

ほしいというオーダーがあったというところももちろん踏まえさせていただいて、樹形図とも連動

している部分がございますので、こういった取り上げ方をしているところでございます。項目の並

び方の問題で連想がしづらいというのも一つあるのかなと思いますので、工夫させていただきたい

と思っております。 

 

成田委員 

 パブリックコメントの具体的な数値目標というのは、特に決めてはいらっしゃらないと。   

  

事務局（総務局長） 

 パブリックコメントにつきましては、仙台市ではこの計画以外でもさまざまな計画を策定する際

に行っているところなんですけれども、そのときの計画の中身ですとか、社会情勢ですとか、市民

の方の関心によって、その数というのは我々としても読みにくいところがございまして、目標値を

立てるということはこれまでもやってきていないというところでございます。部長からご説明しま

したように、私どもとしてはとにかく幅広い方から色々なご意見を幅広く伺いたいということで、

この会議もその一つでございますけれども、そのチャンネルを広げてきているというのが実情でご

ざいまして、なかなか成田委員のお話について、ダイレクトにお答えすることが難しいという状況

でございます。 

 

成田委員 

 1とか 2とかじゃなければいいですね。 

 

山口委員 

 関連ですけれども、パブリックコメントのスケジュールは 2 月 12 日までですよね。あまり時間

がないですので、今質問がありましたけれども、どういった方式でやるのか、今の時点で具体的に

計画をもって進めないといけないと思いますが、いかがですか。 
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事務局（行財政改革課長） 

 パブリックコメントの事前周知というところが今の段階になるのかと思っておりますが、まず第

一弾として 1月の市政だよりに掲載させていただいているところでございまして、今後、市のホー

ムページ等も活用しながら周知を図ってまいります。 

 

山口委員 

 市政だよりだけですか。 

 

本江会長 

 今のところ、チャンネルはそういうところで考えていらっしゃると。      

 

鈴木委員 

 ちょっと話は変わるのでありますが、まず各論の部分で聞かせていただきたいものが一つありま

す。実施方針の中で「地域課題解決のための現場主義に立脚した市民協働の推進」とありますが、

私が非常に気にかかるのは、これまでも議会からも随分お話があったと思いますけれども、「現場

主義」という言葉でございます。ことさらここで強調するぐらい、これまで現場主義がなかったの

か、ということをまずお聞かせいただきたいということです。現場主義というのはこれまでも当局

のほうでも重視しながら、とにかく現場に行けということをやってきたはずです。ここでことさら

強調することにどういった意義があるのかなということです。 

 それと、先ほど成田委員から総花的というお話もございましたが、実施項目が出てくるとそう感

じるんだと思いますが、お聞かせいただきたいのは、この中に定禅寺通の取組の項目がございます

が、町の中心部の回遊性、これも大事かもわかりませんけれども、一方で、今後高齢社会に向けて

数年前から取り組んできた旧団地の再活性化という問題があろうかと思います。これからの社会を

考えたときに、ハード的にどう再整備していくか、ソフト面をどう入れ込むのかというふうなこと、

これも言っておかなければいけないのではないか、実施項目として挙げておかなければいけないの

ではないかと感じております。 

 それから、先ほどアセットマネジメントのお話がございました。仙台市の下水道のアセットマネ

ジメントはかなり進んでいるということで、海外のほうからもずいぶん視察が来ており、また、担

当職員が講師として出て行って話をしたりしているんですが、この下水道のアセットマネジメント

について、システムをつくればいいということではないと思うんですよね。やはりこれからどう動

かしてフィードバックをどうしていくかという問題があろうかと思います。そのことからすると、

水道局ではアセットマネジメントを強調されているようですけれども、公営企業として、下水道を

切り離して載せていく必要はないのかというふうなことがあります。ここのところはどのようにお

考えになっているのか。 

 それから、河川管理施設長寿命化の推進という項目もございますが、災害との関連ということが

ございます。河川だけではないかと思いますが、災害ということに対してどう取り組んでいくんだ

ということは、これから大きな課題になってくると思うんですけれども、難しいかもしれませんが、

実施項目のまとめとして、災害対応という部分が強調されるような方法はないのかなというふうに

思います。この点についてもいかがお考えなのか、お聞かせいただければと思います。 

 

本江会長 

 ありがとうございます。現場主義という点についてと、それから項目の漏れがないかということ

で、旧団地のことと下水道のこと、それから災害対応ということでご質問ありました。いかがでし

ょうか。 
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事務局（総務局長） 

 現場主義というのをことさらに強調するのはなぜかというお話の部分をお答えさせていただき

ます。 

 ご承知のとおり、市役所は基礎自治体でございますので、常に市民の方と一緒に市政のことを推

進してきたというのはそのとおりでございまして、古くは健康都市宣言までさかのぼりますけれど

も、これまで市民協働ということで推進をしてきております。私どもが今回ここで柱にこの言葉を

入れさせていただきましたのは、特に少子高齢化が進み、町内会の担い手の件だとか、あるいは先

ほど団地のお話などもございましたけれども、それぞれの地域での課題が非常に多様化、複雑化し

てきているという実態、これは間違いなくあるんだろうと思っております。そういう中で、やはり、

より地域重視ということをここのところ打ち出しておりまして、区役所におきましてもふるさと支

援担当という職を 2年前設けまして、私どもとしてその原点である現場、いわゆる地域にしっかり

入っていってその課題を市民の皆さんとともに解決していこうという姿勢に、今そこに重点を置い

ているというところがございますので、今回改めてという形で、柱の一つにこの言葉を入れさせて

いただいたというのが私どもの考えでございます。 

 

事務局（行財政改革課長） 

 私からは、掲載項目としてアセットの話でございます。冒頭の資料説明の際、私のほうからは、

新規項目ということで水道のアセットマネジメントについてはご説明させていただきましたが、時

間の関係もありまして、継続のもの等については少し省略させていただいたということがございま

す。24 ページをお開きいただきますと、下水道のアセットマネジメント、現在「仙台市下水道マ

スタープラン」という形で掲げている中で、下水道施設の改築更新に関する部分に取り組んでいく

ということを書かせていただいておりました。さらにその下の№6のところで、下水道アセットマ

ネジメントシステムの継続的な改善についても触れさせていただいているというところでござい

ました。 

 

事務局（総務局長） 

 また、団地の再活性化の話、あと災害の切り口のお話、私どもとしては、今あったような下水道

のアセットも含めて、課題としてはおっしゃるとおり大きな課題だと思っているところではござい

ます。ただ、このプランの中にどのような形で反映できるかどうか、プランの切り口の観点もござ

いますので、どこまで反映できるかということにつきましては、宿題として預からせていただきた

いと思います。恐れ入ります。 

 

鈴木委員 

 先ほど下水道のアセットをお話ししたのは、公営企業としてその強調しなくてよろしいかという

ふうなことでしたので、ご検討くださいということです。 

 

本江会長 

 現場主義の件はいかがでしょうか。      

 

鈴木委員 

 区役所が来ていないので。区役所はみんな、これまでも現場主義を徹底していますと言ってくる

と思います。地域にあって、町内会長さんをやっていればおわかりだと思いますけれども、非常に

徹底していますので、改めてここで強調するというのは、やっている職員から見れば「なんだ」と

いうふうに感じるんじゃないかと。市民の方々はよく知っているかと思います。以上です。 
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本江会長 

 やっているのにいちいち言われなくても、というのもありますが、やっているからこそ、きちん

と言葉にしていただいて表現をしてもらっているんだなというのもあるかなと思います。市民協働

などの話も、繰り返し言うことでそういうものであるという認識を持つということもあるので。あ

りがとうございます。 

 

大黒委員 

 41ページから 42ページにかけての交通局のところで、少しお答えをいただきたいなと思います。

特に No.39では「サービス向上に向けた取組み」として、バス・地下鉄を便利にご利用いただくと。

取組内容のところに、採算性も踏まえて運行経路・本数の見直しというところが書かれているんで

すが、今、巷というか、連合内でも、バスと地下鉄の連結の不便さというのが少し指摘をされてい

る状況がありますので、この辺を含めて今後の考え方を少しいただければなと思います。 

また、№37 の情報発信のところで、スケジュールに色々書かれておりますが、インバウンド含

めて外国人に向けての意識というところも、今後例えば標識、表示、ホームページというところが

多分課題になってくると思いますし、その辺ももちろん考えていると思いますけれども、その辺も

踏まえて少しご意見をお伺いしたいなと。 

 最後に、64ページ、働き方改革の部分になりますが、「職員が働きやすい職場環境づくり」とい

うところで、さまざまな取組み事例が書かれていますけれども、これは非正規労働者の処遇改善の

ところについても同様なのかというところも含めて少しお話を頂戴できればと思います。 

 

事務局（行財政改革課長） 

 交通局の No.39についてですが、やはり東西線開業時に大きくバス路線を見直してきたというと

ころがありまして、ただその後、実際経路を変えたところで色々不便も出てきているという意見は

交通局のほうに上がってきていると伺っております。そういった状況を踏まえながら、ダイヤの見

直しであるとか、経路をどうするというようなことで、これまでも検討してきているというところ

でございますが、引き続きその状況を整理しながら進めていくことになろうかと思います。具体的

な話は今持ち合わせておりませんが、そういった方針であるということでございます。 

 また、No.37の情報発信につきましては、ここでは市バスの行先表示機の更新というところを一

つ上げておりますが、交通局もこれから検討というところではございますが、例えば地下鉄ホーム

での運行状況の表示などを見ますと、現在も多言語化が進んでおりまして、例えば中国語やハング

ルなどの表示が導入されておりますので、そういった部分も今後の検討の中に入ってくるのかなと

考えております。 

 

事務局（人事課長） 

 私のほうからは、働きやすい環境づくりについてお答えいたします。 

 ここに色々掲げてあるこういった職場環境づくりに向けた取組みにつきましては、基本的な考え

方としては、正職員もいわゆる非正規職員についても同様ということでありますけれども、具体の

数値目標を掲げてあるところについては、正職員を念頭に置いた数値目標ということで掲げており

ます。ただ、非正規職員の場合についても、そちらに適用される法制度によるさまざまな基準、ル

ールがございますので、当然それにのっとった制度運用ということは当然でございますし、また、

地方公務員法の改正等によって色々制度改正も予定されているところもございますので、そうした

中で一定の処遇の見直しというものを進めていくといったところでございます。 

 

大黒委員 

 ありがとうございました。 
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本江会長 

 先ほどのバスのお話なんかは、No.80の外国人住民への窓口サービスの向上みたいなことと当然

リンクをしているので、局は違うけれども共有しながら話を進めるというような、違う角度から見

ると同じひとかたまりというようなことが色々あると思いますので、複雑になってしまうんだけれ

ども、リンクしているということを承知してやっていますという説明になるといいと思いますね。

相互リンクをしていけると、それを根拠に局の垣根を越えて打ち合わせするとか、そういうような

機会があるといいのかなと思います。 

 非正規職員の話は次の定員管理計画のところでも多分あると思いますので、また改めて。 

 

木下委員 

 前回お話ししたことについて色々書き加えてくださったりして、ありがとうございました。 

 前回、市民からの働きかけということを多くお話ししたように思います。きっと多くの市民の方

の市役所との関係に対する意識もそれに伴って改められていくのだろうというふうに思います。 

 今回の資料を拝見しての感想を一つ申し上げるとすると、バスや地下鉄の項目のところで、利用

客のことを「お客様」というふうに表記していて、そこまでへりくだった表現が必要なのだろうか

というのがちょっと違和感がありました。そういうご時世なんだということであれば、別に変えろ

ということではありませんが、私はもっとニュートラルに「利用客」であるとか、そういう表現の

ほうが、個人の感覚としてはなじむかなと思いました。 

 あと二つ申し上げますと、54ページ、No.66のところとも関連して、先ほどパブリックコメント

のお話も出てきました。確かに件数は来ないと思うんですけれども、かといって後で色々聞くと、

「知っていれば言ったかもしれないのに、知らないうちに何かしら決まっていた」ということを言

う人はいつも多いんですよね。先ほど市の広報に載せるということだったんですけれども、もうち

ょっとチャンネルを増やしてみるというのも一つかなと思います。以前何かのときに、どのぐらい

の効果があったかはわかりませんけれども、ラジオで流した、ということをやったことがあるのは

聞いたことがあります。 

 また、政策形成過程等への市民参加ということですと、例えばたしか都市計画審議会なんかでは

やっていたと思うんですが、公募の市民委員を入れる審議会というのも仙台市さんにはたしかあっ

て、それを例えばもう少し広げる余地はあるのかなと、ということを一つ思いました。 

 もう一つ、65 ページの No.89 の女性職員の活躍推進なんですけれども、係長職昇任試験の女性

職員の受験率を数値目標に掲げているのですが、これはそれが自然に達成されやすいようにある程

度環境を必要があるんじゃないかなというふうに思っています。例えば、極端に言えばこの世代は

育児や子育てでなかなか自分に自信がないとか、実際その準備の時間がないとかということが主な

理由だと想像しますと、例えば育児休暇をとったことが少し試験にプラスになるような感じ、極端

に言えばですが。そういうふうな中身にするだとか、あるいは管理職になるとこういういいことが

あるよといったようなことを、もっとアピールしていくという方法もあるんじゃないかなというふ

うに思います。以上です。 

 

本江会長 

 ありがとうございます。パブリックコメントに関しては、今回のこのプランに関してどうするか

という話と、No.66の取組みとして挙がっているように、一般論として、パブリックコメントとい

う仕組みをより充実したものにはどうするかというような話があると思いました。あと、昇任試験

のこと。どうでしょうか。 

 

事務局（総務部長） 

 パブコメにつきましては、先ほど山口委員のほうからも市政だよりだけなのかというようなご意

見もございました。確かに数値目標を掲げられない以上、できる限りのそのチャンネルを増やすと
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いう努力をしなければならないというふうに思っておりますので、その点につきましては改めて内

部で検討させていただきたいと思います。 

 それから、公募委員の関係でございますけれども、確かに市民公募という形で市民の方に委員に

なっていただいているという附属機関あるいは協議会等もございます。できるだけそういう形で、

審議会の審議の段階から市民意見をいただくというのも確かに一つだと思います。ただ、どういう

テーマを扱うかによって審議会の持ち方等も色々あろうかと思いますので、なかなか一律に公募を

というのはちょっと難しいかなとは思うんですけれども、仙台市としてもそういう考え方は基本的

に持っておりますので、それを改めて確認をして徹底をしたいというふうには思います。 

 

事務局（人事課長） 

 女性職員の活躍推進ということで、昇任試験のお話がございました。昇任試験の点も含めて、女

性職員の割合が、特に若い世代では半数を占めているという状況の中では、女性職員の幹部への登

用ということも見据えた環境づくりを進めるということは非常に重要だというふうに考えており

ます。その中で、昇任試験の受験率についてはこのような数値目標を掲げて取り組んでいるところ

でございまして、昨年度が 21.9％というところで、徐々に受験率そのものは上昇してきていると

いうことではございますけれども、まだ目標には達していないということで、我々も以前アンケー

トをとったところによれば、先ほどもご指摘があったように、育児と家庭との両立であるとか、あ

るいは自分が係長としてやっていけるかどうかというところに自信がまだ持てないといったよう

な声は多く聞かれたところでございます。 

 ご提案のあったように、昇任試験を受けることが処遇にプラスになるというようなところは色々

難しい面もあるので、まだそこまでの検討には至ってございませんけれども、我々としても女性職

員の不安をできるだけ事前に取り除いて受験につなげていただきたいと考えております。例えば実

際に育児もしながら試験を受けて管理職になっている職員もおりますので、そういった職員からこ

れから試験を受ける若手女性職員に対するセミナーとか、座談会のようなことを継続的に取り組ん

で、直接的に PR をすることで、じわじわとそういう意識を高めていくということも取り組んでい

るところでございます。 

 また、より試験を受けやすいような環境づくりといいますか、今も託児などをやっていたりする

んですが、そういったあたりでの工夫ということについて、今後継続的に取り組んでいきたいと考

えております。 

 

本江会長 

 今のような話、No.89でもう少し具体的に書き込めるといいかもしれないですね。現状だと、い

くつかのセンテンスが同等の位置にあって、内容の具体的なことが書かれていないですから。あり

がとうございました。 

 

青木委員 

 まず、前回会議での意見を色々ご反映いただきまして、ありがとうございました。補足のご説明

などもいただいて、理解したところはございます。 

 一つは質問で、資料の書きぶりのところなのですけれども、「完了」と表記がある部分について、

例えば 39 ページとか、実施項目で「完了」と表記されているものと、矢印で「完了」と表記され

ているものがあるようなのですが、どのような違いなのかを教えていただければというのが 1点で

す。 

 また、市民協働の推進の部分で、新しい取組みなども数多くあるなというふうに拝見はしており

ましたが、今後注力というか、非常に期待をしたいところとしては、No.77に区役所の組織再編の

項目がございますけれども、先ほど現場主義ですとか、地域重視というようなお話がありましたが、

活動している方にとっては身近な区役所職員の方々との関係など、さまざまあるかと思いますので、
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今後どういった動きになっていくのかなというところは、非常に注力したいところとして私も拝見

をしておりました。資料のほうには再編とございましたので、再編の背景として何かご説明いただ

けることがあるようでしたら、補足いただけたらと思います。 

 

事務局（行財政改革課長） 

 完了の表示についてですが、例えば 39ページだと、完了の表示が 2パターンありますけれども、

上のほうの自動交付機のあり方検討のところに吹き出しのような形でついている完了につきまし

ては、例えばその隣の 38 ページのように、主な取組みとして 2 項目あるうち、1 項目が終わって

いますよと意味合いでこのような表記とさせていただいたものでございます。また同じく 39 ペー

ジ下のほうに実施項目に完了という形になっているものにつきましては、例えば№32とか 33とか、

ナンバーが振られている項目そのものが完了しているということで、書きぶりを少し分けて書かせ

ていただきました。 

 

事務局（総務局長） 

 区役所組織再編についてでございますけれども、組織に関しましてはこれまでもずっと、時代の

変遷の中でその時その時に合わせて再編してきているというところはございますが、我々として問

題意識を持っていますのは、一つは今の組織の中で、課など細かく分割されているわけですけれど

も、地域での課題というのは先ほど申し上げましたように複雑化していて、一つの課で一つの課題

というようなことだけではいかなくなってきている部分があると。要は、横の連携というものをし

っかり図りながら課題解決をしていかなければいけないという、そういう問題がさまざま発生して

いるという認識がございます。そういうことをベースに考えて再編をしていかなければいけないと

いうことと、あとは量的な問題として、一つの課で抱えるにはどんどん課題が大きくなっていって、

課という単位で、課長一人ではマネジメントしきれないようなことも出てきているのかなというよ

うに考えております。そこはある程度分割とか、業務の再編とか、そういうこともあろうかと思い

ますが、そういう質的な面と量的な面との課題認識を持っておりますので、それに合わせて再編を

考えていくということでございます。 

 

本江会長 

 ありがとうございます。 

 

舘田委員 

 それでは、ICTの関連なんですけれども、12ページのところの下の二つ、ICTを推進する説明を

丁寧に書いていただきまして、この文章は非常にそのとおりだなというふうに思います。ありがと

うございます。私も三つほど、意見というか、コメントなんですけれども、まず、今のその作文の

書きぶりは、ICT関係の目からもわかりやすいんじゃないかなと思うんですけれども、これと実施

項目のつながりが何かちょっとわかりづらくないかなと感じました。資料 2 の A3 の一覧表を見た

ときに、この作文にせっかくよく表現されていた部分が全然出てきませんので。そのほかの項目だ

と、何々のための効率化、何々のための仕組みづくり、というふうに書いてあるんですけれども、

ICT のところは「ICT の積極的な利活用による行政運営」というふうになってしまっているので、

どうすればいいのかは、私も答えが出てこなかったのですが、本来はやはり、事務処理の正確性や

迅速性や効率化を図っていくとともに、さらなる市民サービスの充実を目指していくための ICT推

進だと思うんですが、この A3の資料だけぱっと見ると、小難しい AIとか RPAという言葉だけが並

んでいて、これは何なのかなと思われてしまわないか、というのが 1つ目の意見です。 

 それから 2つ目なんですけれども、先ほど会長がおっしゃっていたんですが、横の項目で相互に

リンクするものが、ICTは多分一番多いのかなというふうに思っております。39ページの No.32統

計データの利活用推進、No.33 マイナンバーの活用、No.91 の WEB 会議、No.37 バス行き先表示機
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や情報発信、No.78コールセンターなど、たぶん全部 ICTがかかわらないといけない部分、かかわ

ってくる部分がありますので、そういうリンクというか。A3 の資料をぱっと見ると、「ICT って何

なの。ただこのツールを言うだけなの」となりますけれども、本来は非常に横断的にかかわってい

ますので、これも表現が難しいですけれども、横断的に ICTを利活用していきますよみたいなもの

がこの A3のどこかに入っているといいのかなと思いました。 

 また、それにかかわって 48 ページのオープンデータの利活用推進のところなんですが、オープ

ンデータがなかなか進まないことの一つには、庁内の理解が進んでいないことがあるのではないか

と思いまして、外部に対しての利活用推進を図るのは当然なんですが、やはりまず庁内でのオープ

ンデータ、データ利活用を推進することが必要なのかなと思っています。先ほどの統計データの利

活用推進ってまさにそういうことだと思うんですけれども、色々な部署で多分かぶって同じような

データを統計したりしていることが起こっているのではないかと思いまして、そういうものをもっ

と効率的に整備していくことで、実は市民がもっと使いやすいデータが出てくるのではないかなと

いうことから、オープンデータの利活用推進というか、やはりそのデータの利活用、デジタルデー

タを整備するようなことをここのところで少しうたったらいいのではないかなというふうに思い

ました。 

 あともう一つ、その上の№50 のところに ICT 技術ということで「技術」という文言が出てきて

いましたので、とったほうがいいかなと思います。以上です。 

 

本江会長 

 ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 

事務局（情報政策課部長） 

 3 点、ご質問とご意見を頂戴いたしました。まず ICT に関しまして、実施項目の文章の部分と、

実施項目の表現のつながりのところなんですが、これにつきましては、ICTの活用で何を目指すの

かというところが読み取れるようにというご指摘だと思います。これについては表現のほうを少し

検討してみたいと思います。 

 また、ICTがあらゆる多様な場面に横断的にかかわってくるというご意見ですが、先ほどお話が

ありました例えば統計データの利活用ですとか、マイナンバー、その他について、やはりそういっ

たものを実現するための基本的な部分に ICT がかかわっているというところはご意見のとおりだ

と思います。今回このプランの中では、その ICTの新たな活用の方法について、行政にどのように

取り込んでいくかというところを「ICTの積極的な利活用による行政運営」として取り出したと認

識しておりますので、この A3 の資料においてどのような形の表現が可能なのかどうか、検討させ

ていただければと思います。 

 オープンデータにつきましては、市の中でそのデータを活用して政策立案あるいは実行していく、

評価していくという部分と、市の持っているデータを外部、市民の方に公開することによって、そ

れを活用いただく部分と、その両方の課題があるのかなと思っております。オープンデータの利活

用というのは、どちらかというと市民の方に市のデータを公開し、活用していただくことによって、

種々の課題の解決につながるような形の取組みにつなげていきたいということで、こういった実施

項目を挙げているところでございますが、お話ありましたとおり、そのデータをどのように集める

のか、そしてどのデータをオープンにしていくのかということにつきましては、内部でもそういっ

た理解をさらに深めていく必要があると思っております。内部の研修等でそういった取組みは進め

ておりますけれども、それを具体的にどのように活用できるのか、どのように効果を上げていくの

かということについては、今後工夫をしていきたいというふうに考えてございます。 

 

事務局（行財政改革課長） 

 ICT技術という表現につきましては、前回会議の中でも舘田委員からご指摘を受けていたところ
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でしたが、仙台市においては ICT 利活用方針というものを別に定めておりますが、「技術」という

文言をつける場合とつけない場合の使い分けというのをしております。AIであるとか、RPAである

とか、具体的なツールを指す場合は「技術」と付ける、ということで整理しておりますので、それ

と書きぶりを合わせたというところでございます。なので、№50 につきましては、具体的な中身

として見ていきますと、AIであるとか、RPAであるとか、具体のツールを指して使っているという

ところで、ここでは「技術」を入れさせていただいておりました。 

 

本江会長 

 あまりすんなりといかないですけれども、別途そういう方針があって、文言の整理をしている 

ということですか。 

 

菅井委員 

 No.36、No.37、No.38 にかかわることで。これから 2050 年までには 45％以上が高齢者になると

いうことでしたよね。そうすると、高齢者の視点がここにあるのかなというのが、一つ質問なんで

す。というのは、東西線は、エスカレーターが上下ともついているんですよね。全部の地下鉄に。

南北線はついていないんですよね。さらに、エレベーターが端っこに一つしかない。両側にあるん

ならまだしもですね。そういう点で、やはり利用者が利用しやすいためという考えが、全然表れて

いないんじゃないだろうかという感じがします。トイレを改修すると書いていますが、トイレより

もそちらのほうが大切じゃないかな、ということも感じております。その辺のところをお願いした

いのですが。 

 

事務局（行財政改革課長） 

 エスカレーターの件につきましては、歩道の幅員に合わせてその出入り口を設置しているという

のが実態があり、入り口の幅をなかなか広げられないというか、それ以上やると出口の歩道の幅が

狭くなるというところもありまして、その中でこれまで上りしかつけてきていないというところで

ございます。南北線につきましても、現在その幅の範囲の中でつけられる部分については、徐々に

上り下り両方つける改修を進めているというところで、全部それができるのかどうかというところ

までは、今把握はできていないんですが、やれるところからそういった改修は進めてきているとい

うことで確認しております。 

 

菅井委員 

 要は、もし配慮していこうということがあるのであれば、それらのことをこの中に反映していた

だければと思うんですね。ダイヤ改正も同じなんですが、まるっきり高齢者を考えていないような

書き方ですので、やはり高齢者がバスを待っている間に寒いところに立っていられないからタクシ

ーで行く、なんていうのは結構いますので、そういう点でこれからの社会を考えて、もう少し明確

に文章化していただければなという感じがします。 

 

事務局（行財政改革課長） 

 ただいまの観点も含めまして、宿題として預からせていただきたいと思います。 

 

本江会長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

成田委員 

 1点だけ。3ページの社会・経済情勢のところで、外国人が増加しているといった記載があって、

これは一つ課題として挙げていらっしゃるというふうに理解しました。ただ、こちらについては、
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その次以降になりますと、具体の窓口等設置であったり、個別論点に入っていくことになっており

ます。お伺いしたいのは、仙台市において、インバウンドとは別に、ここで暮らす外国人の方々と

の多文化共生をどのように進めていくかというような視点が見えてこないと、その次に具体な施策

に対してなかなか市民は理解できないのかなと思います。先ほどのバスの行先表示機の話や窓口の

話、他にも細かく言えば、例えば医療機関における通訳の問題だとか色々あろうかと思いますので、

どこかに、多文化共生を図って、その観点を取り入れながら、具体の施策に落とし込んでいくとい

ったような視点を入れていただけるとありがたいのかなと思いますが、いかがでございましょうか。

そういう点については計画があったと思いますので、それを含めてお伺いしたいと思います。 

 

事務局（総務部長） 

 今のご指摘に関してですが、政令市を横で見ますと、都市によってかなり課題認識の切迫状況が

違うと認識しております。例えば浜松市さんなど、工場系が集積して外国人労働者の方も非常に多

い都市であると、国の施策とは別に、その地域の中でどのように外国人の方と共生していくかとい

ったような問題意識をかなり強く持っておられる都市もあると感じております。やはりそういうと

ころは、同じ政令市の中でも、市長さんも含めて進んでいるというふうに認識しておりまして、た

だ、一方で仙台市を見たときに、もちろん留学生の方はいらっしゃるし、外国人の方も増えている

というのは事実なんですけれども、まだ状況として、例えば浜松市などと比べると、現状に問題意

識がついていないと言いますか、言葉は悪いですけれども、切迫感がないと言いますか、そういう

状況もございまして、成田委員が言うように課題のところで書いていることと、実際の実施項目、

出口の部分がしぼみすぎているんじゃないかというご指摘は確かにございますので、そこをどこま

で今後広げられるかは、やはり課題がどこに出てくるかというところもありますので、両方をにら

みながらということになるので、現段階では我々としてもなかなか悩ましいというふうに思ってお

ります。 

 

成田委員 

 課題と実施項目の間の実施方針の中に、どのように一言取り入れるかどうかということであろう

と思いますので、現状としては政策課題の中ではそれほど高いほうではない、ほかにもいっぱい山

積しているということだと思いますので、そこを勘案して、多文化共生についてどう取り組むかと

いうのを書くか、書かないかについてはご討議いただければありがたいなと思います。 

 

事務局（総務局長） 

 私どものほうも、この点について課題認識は間違いなく持ってはおります。どうしても市役所は、

日常生活に色々かかわりますので、例えばごみの出し方の問題一つからしても、非常に課題認識は

持っております。国のほうでも東京オリンピック・パラリンピックに合わせて、たしか全国に 100

カ所ほど、何か外国人の方に対応するための組織というか、そういうものをつくるというような報

道もあったように思います。私どもとしてもそういった部分とも連携をしながら、対応していきた

いと考えております。表現につきましては預からせていただきたいと思います。恐れ入ります。 

 

本江会長 

 コスト増大要因だと言ってしまえばそうですけれども、でも一定の経営資源として、経営資源と

いう言葉は適切ではないかもしれませんけれども、人口を確保するという意味では、重要なリソー

スですので、そこについては仕方なく増えてしまったということではない何かが、積極的に実現で

きるといいのかなと思います。 

 

大草委員 

 市民からどれだけ意見を吸い上げられるかという点が先ほどもありまして、色々なチャンネルが
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あったほうがいいんじゃないかということは私もそう思います。かつ、市民側としてもどれだけ自

分のことだときっちり認識していくかもすごく大事だと思っております。そういう意味でいうと、

市民の立場として、ぱっと仙台市役所経営プランと言われたときに、何かわかるようでわからない

といいますか、市役所って案外身近なようでいて、どんなお仕事をしているかってきちんとわかっ

ていないような感じもしますので、それに対して意見をくださいと言われても、ぴんと来ないので

はないかと思いました。ですから、まず市政だよりのほうでアナウンスをするということですけれ

ども、どのように市民に対して説明するか、意見を求めるか、その表現の仕方が気になったところ

です。今回の中間案の前提として、仙台市役所がどんな仕事をしているか、また、どういう課題を

持ってどうしようと思っているかというところを含めて、どういう感じで伝えられるのかというと

ころを質問させていただきたいと思います。 

 

事務局（行財政改革課長） 

 プラン中間案につきましては、市政だより 1月 1日号で既に掲載されているところではございま

すが、市政だよりをご覧いただくと分かるように、非常に多くの情報が載っているというところで、

掲載のタイミングによってとれるスペースも変わってくるということもあり、なかなか大々的にス

ペースをとってというのが難しい場合もございます。今回の１月号の記事では、同じタイミングで

パブリックコメントを実施する他のプランと並びでの掲載になっておりまして、今、委員がおっし

ゃったようなプランの細かい中身まできちんと届くような形で載せられたかというと、そこまで具

体な部分までは、スペースの関係もあってできなかったというところがございます。 

 先ほど来、話がございましたとおり、チャンネルを増やすということについては、確かに一つ課

題かなというようなところもございますので、今後考えていきたいと思っております。 

 

本江会長 

 ホームページだったらあまりスペースの問題はないから、プランの後半にある位置づけの図など

が載っていて、総合計画があって、この下支えがこのプランで、その総合計画のリンクがついてい

るだけでも、随分見通しがいいですよね。さらに、市役所というのはそもそもこういうことをやっ

ていますというようなことを紹介しているような、子供向けかもしれないですけれども、そういう

ものもあれば、その中で、総合計画と経営プランの関連のようなものが全体として示されていて、

それのこの部分についてご意見いただきたいとなっていれば、大分見通しがよくなると思います。

これだけを見て何か言えと言われてもなかなか難しいという、そういうことですよね。 

 

大草委員 

 本江先生がおっしゃるとおりのことを私も感じておりまして、そもそも市役所がどんなお仕事を

しているかというのを、例えば子供に対してわかりやすく説明するとなれば、多分一般の大人の人

もものすごく入りやすいといいますか、すぐ読めて、すぐ把握できると思いますので、そういう工

夫があったらいいんじゃないかなというふうに思います。 

 

髙城委員 

 市政だよりでパブリックコメントを募集いただく際、答え方がわからない方というのもいらっし

ゃると思うので、そうなるとやはり意見を寄せてくださる方は詳しい方だけというか、日頃から興

味を持っている方だけの意見が寄せられるような形になってしまうかと思いますので、そうならな

いといいなと思いました。 

 

本江会長 

 どうしたらいいですか。 
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髙城委員 

 答え方をわかりやすく載せるというのか、かなりレベルを下げるようになってしまいますけれど

も、何か答えやすいような方法があればいいのかなと。できるだけ多くの方、色々なジャンルの方

の意見が頂戴できればいいのかなと思いました。 

 

本江会長 

 委員の皆さんから一通りご意見を伺いました。また最後に何かありましたらご発言いただければ

と思います。     

 それでは、本日の議事のもう一つ、（仮称）仙台市定員管理計画の策定について、事務局からご

説明をお願いします。 

 

事務局（人事課長） 

＜資料 4に基づき説明＞ 

 

本江会長 

 ありがとうございます。今説明されました定員管理計画の策定について、何かありましたら、ご

意見お願いいたします。いかがでしょうか。 

 目標と実績ということで言えば、先行してどんどん職員を採用せざるを得ないということなんで

すけれども、一方で、思ったほど減らせていないということで、その道半ばではあるけれども、先

行して人は増えていると、そういう理解でいいですよね。 

 

事務局（人事課長） 

 はい。人員を減らすための取組みというものは進めてはいるんですけれども、やはりどうしても

行政サービスに必要なマンパワーを確保するといった面での採用というものも、行ってきたという

ことでございます。 

 

本江会長 

 委員の皆さん、いかがでしょうか。 

 これは、今日は策定についてという説明ですが、今後定員管理計画という形になって出てくると

いうふうに理解していればいいんですか。 

 

事務局（人事課長） 

 最終的には定員管理計画という形で、今回お示ししている中身を基本的な内容として盛り込みつ

つ、正式な計画として最終的にはつくると。 

 

本江会長 

 この市役所経営プランと並ぶものとして、つくられるということで。 

 

事務局（人事課長） 

 はい、そのようなことで思ってございます。 

 

本江会長 

 ご質問、ご意見何かございますか。どうでしょうか。 

 特になければ、本日の内容については事実報告ですから、そういうことですかということ以上な

いので、これをどうするかということはまた改めて計画の中で整合する形でつくっていただければ

というふうには思います。よろしいでしょうか。 
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 では、ここで二つの議事を議了いたしました。前半ちょっと切ってしまいましたが、よろしいで

しょうか。 

よろしければ、これで事務局にお返ししたいと思います。 

 

（３）閉 会 

事務局（司会） 

ありがとうございました。 

 閉会に当たりまして、総務局長より一言ご挨拶申し上げます。 

 

事務局（総務局長） 

 熱心な討議をいただき、ありがとうございました。 

 なかなかこの場で答えられず、宿題として持ち帰らせていただくものもありますけれども、今後

のスケジュールにつきましては、先ほど冒頭にもお話ししましたとおり、この後パブリックコメン

トと総務財政委員会という市議会の常任委員会のほうへのご報告も踏まえまして、3月下旬まで調

整をさせていただきまして、最終形の計画という形で、先ほどの定員管理計画も含めましてお示し

をさせていただきたいと思います。引き続きお力添えいただきますようによろしくお願いいたしま

して、閉会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

事務局（司会） 

 以上をもちまして、本日の会議を終了いたします。 

 ありがとうございました。 

 以  上 


