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平成 30年度第４回仙台市経営戦略会議（平成 31年３月 19日開催） 

議事概要 

１ 日  時 平成３１年３月１９日（火） 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、佐々木賢一委員、関美織委員、大黒雅弘委員、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８名〕 

４ 欠席委員 大草芳江委員、木下淑恵委員、菅井茂委員、鈴木勇治委員、髙城みさ委員〔計５

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（最終案）について 

・（仮称）仙台市定員管理計画（最終案）について 

(3) 閉 会 

８ 会議資料 

資料１   仙台市役所経営プラン（中間案）に関するパブリックコメントの実施結果につ

いて 

資料２   仙台市役所経営プラン（最終案） 

資料３   仙台市役所経営プラン（概要版） 

資料４   仙台市定員管理計画（最終案） 

 

 

（１）開 会 

事務局（司会） 

 おはようございます。ただいまより平成 30年度第 4回仙台市経営戦略会議を開催いたします。 

 はじめに、総務局長の芳賀よりご挨拶を申し上げます。 

 

事務局（総務局長） 

 おはようございます。 

 年度末のお忙しいところ、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

 前回会議では、本日お示ししております仙台市役所経営プランと仙台市定員管理計画、この 2つ

の中間案につきまして、委員の皆様からさまざまご意見を頂戴したところでございます。 

 その後、仙台市役所経営プランにつきましてパブリックコメントを実施いたしますとともに、両

計画につきまして、第 1回定例会市議会の場でもさまざまご意見をいただいたところでございます。 

これら意見を集約させていただき検討させていただいた上で、本日、最終案ということで委員の

皆様方にお示しをさせていただくところでございます。 
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 経営プランにつきましては、現行の行革計画から項目数がほぼ倍ということで、かなり分厚い資

料になり大変恐縮ではございますけれども、本日は今年度最後の会議と考えておりますので、どう

ぞこの両プランにつきまして、さまざまなご意見をいただければと存じます。 

 短い時間ですけれども、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 及び 資料確認＞ 

 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 

 おはようございます。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。今回は舘田委員にお願いしたいと思

います。 

 

舘田委員 

 はい。 

 

本江会長 

 よろしくお願いいたします。 

 

（２）議 事 

本江会長 

 では議事ですが、先ほども局長からもお話がありましたが本日は 2つございます。いずれも議会

を受けての最終案ということですが、「仙台市役所経営プラン」についてと、「仙台市定員管理計画」

ということでございます。 

 まず、「仙台市役所経営プラン」の最終案について、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。 

 最後の会議ですが、皆さんには遠慮なく意見を言っていただきたいと思います。細かい中身もあ

りますが、今までも議論をしてきましたので、それはある程度は反映されているとの説明でした。

パブリックコメントのところから、この経営プラン本体についてまで、ご意見、ご感想があればお

聞かせをいただければと思います。褒めるところもあるかもしれませんし、やっていないことはご

指摘していただくということでお願いします。 

 パブリックコメントについては、前回成田委員から、ちゃんとやるようにとのご指摘があって、

担当としては頑張ったということだと思いますが、成田委員、いかがでしょうか。 

 

成田委員 

 いろんな意見を集めていただきましてありがとうございました。19件という形で、2桁行きまし

たので、とてもよかったなというところでございます。 

 また、電子メール、郵送というように、媒体もさまざまでございましたので、その意味で多様な

方にご意見を寄せていただけたのかなと思います。 
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 今回のこの数字が、今後の目標値になるということではありませんけれども、一定の、一つの基

準ができたということでございますので、今後とも引き続き、たくさんの意見を集めていただきま

すようご期待申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

 

本江会長 

 市政だよりに少し載せるというだけではなく、いろいろと努めていただいたということで、7名

19 件というのは頑張った割には少ないように見えるかもしれないけれども、ただ、意見の提出は

しないけれども内容は見た、という人はこの数倍、数十倍いるので、特にこうしたプランに関して

は、こうしたプロセスをちゃんと踏むということは重要なポイントだと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

佐々木委員 

 パブリックコメントを拝見すると、行政サービスの ICT化に対する個人情報の取り扱いですとか、

プライバシーの侵害等の心配をされている方がすごく多いんだなと感じます。今後、プランにもあ

りますとおり、利便性を図るための ICTの活用を推進していくと思うんですけれども、あわせてソ

フト面というか、市民に対する安心面の説明ですとか、啓蒙活動というのをあわせてやっていかな

いと、なかなかこの不安というのは拭い切れないところがありますし、世代によっても感じ方が大

分違うと思うので、そこは丁寧に実行していただければありがたいなと感じました。 

 

本江会長 

 ありがとうございました。いかがでしょうか。 

 

事務局（情報政策部長） 

 仙台市におきましては、行政情報システムのセキュリティに関しましては、行政情報セキュリテ

ィポリシーというものがございまして、これに基づきまして明確な手続で運用、調整機器の確保に

努めているところでございます。 

 システム関係は業務のほうにどんどん適用されていることもございますし、さまざまなサイバー

攻撃への懸念といったこともありますので、順次対策等の対応はしつつ、市民の皆様にもご安心い

ただけるような周知にも努めてまいりたいと考えております。 

 

本江会長 

 セキュリティに関しては、単に心掛けというのではなく、システム上でやるべきことはきちんと

システムでやっていただいたほうがいいと思います。市民にとっては、やはりちょっと不安がある

と思います。特に一定の年齢層以上の方々というのは、システム的な部分というよりも、わからな

いから不安というのはあると思います。そういった点で、例えばなんらかの漏えいのニュースがあ

ったときなどに、この件はこういう理由で漏れてしまったけれど、仙台市はそうじゃないから大丈

夫だというようなことを定期的に広報する、あるいは聞かれたら答えられるように準備しておくと

いうようなことで、きちんと対応しているということが定期的に言えればいいかと思います。 

 ほかいかがでしょうか。 

 

舘田委員 

 今回の最終案で、例えば 14 ページにあるような実施方針１のボックスの前に説明書きを入れて

いただいて、すんなり見やすくなったというか、ストーリーが出て良かったなと、当初の頃から比

べて見やすくなったと思います。 

今後、取り組みの成果などを実績で見ていくことになると思いますが、個々の実施項目の記載を

見ると、たまに目標欄のところに「頑張ります」というようなことだけ書いてあるところがござい
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ますので、どのように実績を見せていただけるのか、気になりました。今後、具体的にこんなこと

やりましたということを、実績報告の際に具体化していただければいいと思います。 

 あともう 1 つ、14 ページの ICT のところですが、やはりこの実施方針１のボックスの後に、急

に個別の施策になってしまうと、ここでストーリーが途切れたような感覚になってしまいます。13

ページのほうに事務の効率化や市民サービスの向上、あるいはデジタルデータの利活用のような記

載がありますので、その 2 つに分けて、RPA や AI につなげていってもいいのかなと思います。今

回直せという意味ではなくて、市民に対して、何のために ICTを推進するのかということを示して

いくにあたっては、もう一段階あったほうがわかりやすいかなと思いました。 

 

事務局（行財政改革課長） 

 ご意見ありがとうございます。 

 今後の進捗管理の進め方ですが、現時点で目標が定性的な書きぶりになっているところをどう管

理していくべきかという点は、我々も今後課題意識を持ってやっていきたいと思っているところで

ございまして、できるだけわかりやすいような形で整理していけるよう、心がけていきたいと思っ

ております。 

 

本江会長 

 ほかいかがでしょうか。 

 

関委員 

 パブリックコメントに対する市の考え方というのは、もうすでにご回答したという状況でしょう

か。 

 

事務局（行財政改革課長） 

 本日の会議終了後、ホームページ等で公表していくことを予定しておりました。 

 

関委員 

 パブリックコメントに関して、資料を拝見していて、1つ結構大きい話なんじゃないかなと思っ

たのが 10 番のご意見です。もともとこの会議自体が名前に「経営」という言葉が入っているんで

すが、このご意見では「経営」という言葉を使うべきではない、というご意見でした。公と民とで

やるべきことが違うというのは、この意見で書いていらっしゃるとおりで、こういう視点があると

いうのももちろん一方で正しいと思いますが、ただ、「経営」という言葉を使っていかなければな

らないぐらい、公的機関の役割が時代とともに変わっているという背景の記述がないと、この意見

に対してのレスポンスとしてはどうなのかと感じます。なぜ急に行政が「経営」なんていう言葉を

使うんだろうと思う方は、この方だけではなく、ある一定数いらっしゃると思うのですが、人口が

減ってくる中で、税金としていただいたものを最大限使っていくというのは、民間とある意味考え

方を同じにしなくてはならないという意味で、民間の「経営」というものを見習って変わっていき

たいということが、多分このご意見に対して答えるべきことと思います。短い文章で返すのは難し

いと思うんですが、そういう姿勢をこれから実務とともに示していくので、ぜひ皆様にもご指導、

ご協力いただき、ともにいい市にしていきたいということがこの会議そのものの目的だったように

も思うので、是非こういったいいご意見を使っていければ、と感じました。 

パブリックコメントは、一問一答ということではなくて、投げかけをいただいたことをヒントに、

自分たちの計画の姿勢をお示ししたりだとか、いいキャッチボールになる可能性もあると思います

ので、そういう場として使えるのであれば、この 10 番はいいご指摘であったのではないかと思っ

ていました。 

 あともう 1 点、65 ページの No.82 のところに新規で入れていただいている「内部統制制度」に



5 

関して。経営を考える際は、組織として何か事故が起こったときの情報開示や説明責任など、難し

い問題が絡んでくると思うので、例えば外部の調査であるとか、そういう事実や情報をできる限り

開示していくような姿勢であるとか、職員の方への意識の醸成であるとか、内部的に統制を図って

いくという部分、いわゆる守りの部分が重要になってくると思います。おそらく、攻めるというこ

とは同時に、基盤をしっかりして、ミスやロスがない状態をベースとして、私たちは攻めていきま

すというところがあると思いますので、今回新規で入れてくださっているのかなと感じました。  

市に限らず企業も、本当に明日何が起きるかわからないという時代に入ってきていると思うので、

そこに関してはこの No.82の実施項目が新たに入れられた点は、市民に対しても必要な報告である

と感じました。 

 

本江会長 

 ありがとうございました。 

 今回、従来の「行財政改革」を「経営」という言葉に変えるということで、そもそもの議論が始

まったと思いますが、今のパブコメの 10 番のご意見をどういうふうに生かすかとか、何かありま

したらお願いします。 

 

事務局（総務局長） 

 「経営」に変えたという点については、実は市議会第 1回定例会でも複数の議員の方からご意見

がありまして、「市役所は「経営」なのか」、「「運営」ではないのか」というようなご質問も出され

ておりました。 

この経営戦略会議におきまして、一番初めに市長から皆様にお話を申し上げ、今回プランの「は

じめに」のところにも書かせていただいておりますが、こういう考え方をもとに、今回我々として

は改めて、この厳しい時代において、市政運営を支えていく市役所そのものの体制も含め、行財政

基盤も含め、しっかり構築していきたいという思いから、プランの名称を変えたということがござ

います。 

確かに、「経営」という文言を使って、こういうプランを持っている自治体は余りないのかもし

れませんけれども、震災後、復興の次のステージに踏み出す我々にとっては、まさにこのネーミン

グのとおり、しっかりとこの計画を進め、達成することによって、市政運営に資するような市役所

の基盤をつくっていきたいという思いでございます。 

 

事務局（総務部長） 

 「経営」ということにつきましては、今局長が申し上げたとおりでございまして、我々としては、

市役所自身もやはり、市民協働の推進ですとか、市役所自身も組織として変わっていかなければな

らないという点、それがいわゆる民間セクターでいうところの「経営」に我々も近づいていかなけ

ればならないという思いで、プラン冒頭の「はじめに」の中でも書いているわけなんですけれども、

今回のパブリックコメントへのご回答としてそのあたりのニュアンスが余り伝わっていないよう

な書きぶりになっているかもしれないと思いますので、表現は少し考えさせていただきたいと思い

ます。 

 

本江会長 

 冒頭の市長の文章の中、下から 2つ目のパラグラフに、言葉遣いは近い形で言われていますので、

そのあたりをもう少しきちんと書かれたほうがいいかもしれません。 

 もう１点の内部統制についての話はいかがですか。 

 

事務局（行財政改革課長） 

 内部統制につきましては、昨今、不適切な事務処理ということで報道に出る部分などもあります
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が、この制度を入れたからそれがなくなるかというと、そこは人がやることなので、イコールゼロ

となるような仕組みにするのはなかなか難しいというところはございます。 

 しかしながら、現在、リスクチェックについては「リスクチェックシート」という様式を取り入

れてやっておりますが、そういったものの展開もしながら、平成 32 年度には法改正に伴いまして

各政令市、都道府県に内部統制制度を入れるということになってまいりますので、それに合わせた

形で、これまでの手法もリニューアルしていく、あるいは市民に対する説明責任を果たしていく体

制も整えていくというところで、現在さまざまな角度から、関係部署と調整しながら進めていると

ころでございます。 

基盤をしっかりしていくという意味では、大事な仕組みになるというふうに感じておりますので、

いただいたご意見も参考と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 

 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。 

 

山口委員 

 まず感想を言いますと、4回も会議をやって、我々もいろんなことを勉強したというか、こうや

ってでき上がったものはすごく良いものだと私は思います。 

 そして今後、このプランを市民に対しどうやって示していくのか、市民一人一人に渡すわけには

いかないと思うんですけれども、どうやってこれを伝えていくか。パブリックコメントではたった

19 件ですよね。19 件は私は少ないと思うんですけれども、それだけの人しか関心を持ってなかっ

たということがあるので。 

これから大事なのは、例えば 1年ごとにチェックを入れるだとか、いろいろな部署にまたがるこ

のプランを、今後いかに実行していくかということと、どこでチェックをするかということだと思

うんですよ。これはすごくすばらしいと思いますので、どのくらいの印刷物になるか、ちょっと興

味があるんですけれども。この概要版はすごくいいと思います。これはぜひたくさん作ってもらい

たい。たくさんの人に配っていただいて、見ていただければ、郡市長以下の仙台市の姿勢がわかる

と思うので。  

また、先ほども話が出ましたけれども、「経営」という言葉については、私も以前から、なぜ「経

営」なのかなと思っていたところでした。先ほどの説明でちょっと納得しましたけど、ただ一般の

人は、何で市が経営なのかなという感覚を持つと思います。ですから、このプランをいかに仙台市

民に訴えていくかということを、総務局長、ぜひ検討していただきたい。概要版はたくさん作って、

誰でも見られるようにしていただきたいと思っています。出来栄えはすごくいいと思います。 

 個々の取組みについては、それぞれ質問したいこともありますが、色々な担当部署がありますの

で、まずは来年度４月からスタートしますので、色々な会議の中でこのプランに基づいた取組みが

具体的に出てくれば、私自身も町内会長として、あるいは民生委員として、担当部署に聞いていき

たいなというふうに思っています。 

  

本江会長 

 ありがとうございました。重要なご指摘だったと思います。プランができて、それを実行する責

任はもちろん一義的には市長にあり、または管理者にあり、さらにチェック機能としては議会もあ

り、我々の委員会もあるとは思いますが、あとはこれをちゃんと、パブリックコメントだけではな

く、ふさわしい方々にどう届けるのかというお話でした。この後どういうふうに活用されるのかに

ついて、見通しがあればご回答いただけますか。 

 

事務局（行財政改革課長） 

 ご意見いただきましたとおり、このプランについては、やはりできるだけ周知していきたいとい
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うのがありますし、パブリックコメントにつきましては、件数が少ないという評価もいただいたと

ころでして、確かにリアクションとしては約 20件ということではございましたが、我々としても、

今回新たに「経営」という言葉でプランを改めさせていただきますので、新たな形でやっていく、

スタイルが変わるというところは、なるべく多くの方に知っていただきたいと思っております。 

 概要版で普及していくということはやっていきたいとは思うんですけれども、何部印刷するとい

うような算段までは実はまだできておりません。なるべく広く知っていただく仕組みを考えていき

たいとは思っておりましたので、今いただいたご意見も踏まえまして、工夫をしていきたいと思い

ます。 

 

山口委員 

 配付先の希望を言わせていただくと、私は町内会長という立場もあるので、例えば各町内会長と

か、連合町内会長とか、そういった地域の人たち。あるいは私、民生委員という立場もあるので、

民児協とかそういった範囲に配っていただくといったことが希望です。あとは、それぞれ委員さん

の関係で、こういうところに配ったらいいというのがあれば出していただいたらいいかなと思いま

す。 

 

本江会長 

 ありがとうございます。市民協働の担い手でございますので、その人たちにはちゃんと周知  

しながら進めていただければと思います。 

 ほかいかがでしょうか。もし後で思いつくことがありましたら、最後に言っていただいても大丈

夫です。 

 もう 1 つ議事がありますので、進めたいと思います。「仙台市定員管理計画の最終案について」、

これはもともとは行財政改革プランの中に入っていたものですが、独立した計画として今回策定を

するものです。これについて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。 

 ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問ございましたらお願いします。それでは成田委員。 

 

成田委員 

 定員管理計画と、それから、先ほどご説明がございました経営プランの中の女性の職員の活躍推

進のところを、どのようにリンクするというふうに考えておられるんですか。 

 

事務局（人事課長） 

 女性職員の活躍推進ということと、こちらの定員管理計画との関係ということでしょうか。 

 

成田委員 

 この定員管理計画の中に、男女比というのが入っていないので、それは、そもそも男女比がそれ

でいいかどうかという点について、これまでの会議でも議論になかったわけで、こういった中でで

き上がってきているわけではありますけれども、男女の比率をどうするかというのは 1つの行政課

題でありますので、この定員管理計画とどのようにリンクしていくかということがまず 1点目です。

それと合わせて、もしその比率に関して目標数値があるのであれば、教えていただけるとありがた

いなと思います。最後から 2ページ目のところに政令指定都市の比較というのがあるんですけれど
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も、データとして男女比率があれば、仙台市というのが政令指定都市の中でどういう状況にあるの

かということが、市民としては非常にわかりやすいし、定数管理の中で、属性であるとか、質の部

分についても管理されていることが伝わっていいのかなという、2点でございます。 

 

事務局（人事課長） 

 今後の人事管理というものを考えていく上で、男女比率とか、女性職員のさらなる活躍というも

のを推進していくというのは、非常に大事な視点だというふうに感じております。 

 一方、定員管理については、性別ごとの管理というよりは、職員数全体の管理という側面がメイ

ンということになっているので、こちらの定員管理計画の中で男女別の職員比率であるとかそうい

ったものを管理していくという発想はないんですけれども、女性職員の活躍については、この定員

管理計画とか市役所経営プランとは別に、「女性職員活躍推進プラン」というプランを別に持って

ございまして、そちらのほうで、例えば女性管理職職員の比率の目標であるとか、係長昇任試験の

受験率の目標値、そういったものを別途管理するという形になっております。 

 確かにご指摘のとおり、特に最近の市役所においては、若い年代層において男性職員と女性職員

の比率がほぼ同率という形になってございます。一方、年齢層が高くなってくると、男性職員の比

率のほうがかなり多いという状況の中で、今、男性職員が担っているポスト職、管理職のポストを、

これからの若い世代が担っていくためには、やはり女性職員のさらなる活躍とか登用といったもの

を図っていくということが非常に重要な課題になっていくという認識はございます。定数そのもの

の管理ではないんですけれども、やはり今、実際問題としてほぼ同比率で市役所に存在している男

性職員と女性職員というものを、将来のポストへの登用というものも踏まえて、いかに人材育成を

して配置を管理していくのかというところは、非常に大きな柱だというふうに思っているので、先

ほどの女性職員活躍プランの目標値での管理ということをメインにしながら、一方では、やはり職

員の定員管理というものを考える上でも、現状の職員構成がどういうふうになっているのかという

観点も必要だと思いますので、そういった観点も踏まえながら、職員の有効活用といいますか、組

織力を維持、強化していくための人事管理というものを総合的に進めていきたいと考えております。 

 

本江会長 

 政令市の比較についてはいかがでしょうか。 

 

事務局（人事課長） 

 政令市で比較した男女比率のデータなどは今手元に持ち合わせていないんですけれども、さまざ

まな出版物やレポートなどを見ると、恐らくどこの都市も同じような人員構成、男女比率になって

いるのではないのかなという印象ではございます。 

 

成田委員 

 計画が違うということと、その他さまざまな事情もあろうかと思うんですけれども、今お話しい

ただいて承知したところでございます。 

 ただ実際、例えば計画の 5ページ目のこれまでの実績というところに職員数の記載がございまし

たので、こういった中で男女比の数字などがあったりすると、では将来に向けてどういう経営の仕

方をされるのかというところが、市民としてはより一層ありがたい情報になるのかなというところ

でございます。 

 また、目標値につきましては、女性の比率というのは別のところでのご議論があるということで

ございますけれども、何年度までに何％にするといったような目標のもと、この年度は何人、何人

という形で設計していくような形ではないのですか。 
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事務局（人事課長） 

 市役所経営プラン本体の 68ページ、№89のところで「女性職員の活躍推進」について掲げてお

ります。目標欄のところにございますが、係長昇任試験の受験率を 32年度までに 30％以上とする

とか、女性職員の管理職の割合を 33年度当初までに 20％以上とするとか、こういった際の目標と

なっております。 

 

成田委員 

 そうしますと、先ほどの例えば 5ページの実績値なんですけれども、恐らく、若い方が今半数と

なると、年度を経るにしたがってどんどんその率というのは、近くなっていくんですよね。層が上

がってくるわけですから。それも 1つの実態であるということを、ぜひ、それを見えるような形で

ご検討いただければありがたいなというところでございます。 

 

事務局（総務局長） 

 ご指摘いただきました女性職員の登用というのは、今の市長の郡が女性だということもあり、私

ども事務方のほうには、しっかりとやれという話はございます。今人事課長からお話し申し上げま

したように、若い世代の男女比率がほぼ半々ということになりますと、今日ここにいる幹部はほぼ

ほぼ男性ではございますけれども、あと 10年、20年しますと、恐らく半々ぐらいになってくるん

だろうなと、いや、ならなくてはいけないというふうには考えております。 

 今回こちらの市役所経営プランの概要版の一番後ろの図にもありますとおり、市ではさまざまな

計画を持っておりまして、今お話ししましたように、女性につきましては「女性職員活躍推進プラ

ン」というプランで管理をしております。この定員管理計画は、職員の数の管理をする計画でござ

いまして、一概に人事といいましても、さまざまなプランで構成をされているものでございます。

それぞれのプランにつきましては、それぞれに進捗管理をしっかりいたしまして、ホームページ等

で公表していくというのが我々の進め方でございまして、あらゆるものを一つのプランに入れ込も

うとすると、ボリュームも厚く、複雑なものとなりますので、女性職員活躍推進につきましては、

私どももしっかりとやっていくのは当然でございますけれども、そちらのプランでしっかりと実施

をしていき、こちらの定員管理計画につきましては、数というところに着目した計画とするという

ことで、これは大変申し訳ございませんが、ご理解いただければと思います。 

 

本江会長 

 国が求める定員管理計画には一定のスコープがあって、それを受けてこうした計画の形になって

いるということは我々もよくわかりますが、ただ一方で、成田委員のおっしゃるもやもやした感じ

というのもよくわかります。僕も何度か話してきたことですけれど、この計画からは丸々非正規職

員が抜けており、市で働いている職員全体、ワークフォースの全体像をどう扱うのかという議論か

ら、がばっと非正規の方たちが抜けてしまうことになります。いずれ、RPAで機械化する業務だと

か、男女比の話だとか、あるいは外国人だとか、もっといろいろな視点で、どうダイバーシティを

保ってやっていくのかという話こそ、経営戦略そのものだと思います。この計画の中にすべて入れ

てしまうと複雑になるというのはよくわかりますけれども、ワークフォースの全体像をどう考えて

やるのかという点を、もっと重要なトピックとして、ちゃんとわかる形にしていくといいのかなと

いうのは、角度は違うかもしれませんが、僕も思っていたところです。 

 ほかいかがでしょうか。 

 

佐々木委員 

 他の政令市と比較するのは非常にわかりやすいなと思いましたが、この中で、恐らく「ポスト復

興ステージ」という表現ができるのは、まさに仙台しかないと思うんですよね。「ポスト復興ステ

ージ」というのは、先ほど会長がおっしゃったダイバーシティなど、新しいことをどんどんやって
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いくには、多分ほかの政令市に比べるとやりやすいのではないかなと思います。女性や外国人、民

間登用など、多分特徴がすごく現れるんじゃないのかなと思っていますので、今後、まさに新しい

ことをやっていくという中で、こういう力点を置いて人員構成を変えていきますということがあれ

ば、市民としても非常に知りたいことなのではないかと感じました。 

 

本江会長 

 ありがとうございます。 

 

事務局（人事課長） 

 今回、参考資料として政令市比較を載せておりますが、我々も実は細かいところまで検証し切れ

ていない部分がございまして、これを見ると仙台市は中位におりまして、仙台より少ない人数でや

れている都市が半数はあるということになりますが、それが一体どういう部門で、どういう理由で

仙台よりも効率的にやれているのかというあたりを、やはり見ていかなければならないと思ってお

ります。 

 例えば、学校給食の提供体制の違いであるとか、あるいは、市域の広さに伴って、例えば消防の

体制をどういうふうに確保していくかとか、いろいろな要素があるという推測までは持ってはいる

んですけれども、そこをもう少し突き詰めて、仙台ならではで人員を割かなければならない部分と、

あるいは他都市に倣ってもう少し工夫の余地がある部分というのを、見ていかなければならないと

考えております。 

今回参考資料として掲げてはおりますが、我々としても、これを今後どう定員管理に反映してい

くのかというあたりは、もう少し研究を深める必要があるなと考えているところでございます。 

 

本江会長 

 ダイバーシティに関してはどうですか。 

 

事務局（人事課長） 

 今後市役所が対応していく行政課題というものが、これまで以上に複雑になっていくということ

と、市役所内の人員構成ということを考えたときに、これまで以上に多様な人材を登用したり、あ

るいは民間活力も含めて市役所外の人材というものを組み合わせて活用したりという視点が、非常

に大事だというふうに思っております。そういった意味で多様な人材をより活用できるような取り

組みということも、これからの重要な課題というふうに認識して取り組んでいきたいと考えており

ます。 

 

本江会長 

 よろしいでしょうか。 

 

舘田委員 

 この定員管理計画は、まさに数のことだけ書いてあるんですけれど、経営の視点で考えたときに、

人の数を決めるにあたっては、きちんとその経営が成り立つかどうかという点が重要になると思い

ます。会社だと、経営が厳しくなったら、まず人から削減したりすると思うんですけれど、そうい

ったお金の観点が、この定員管理計画そのものにはなくて、市役所経営プランのほうで幾つか示さ

れている経常収支比率とかのデータを見ていくとわかるようになっていると思うんですけれど、平

成 34年度までは同じ職員数でいきますということは、少なくとも平成 34年度までは今のままの収

支でいけますよというふうに捉えているのでしょうか。 

ほかの自治体においては、経営がものすごく悪化してきて、今すぐにでも職員を減らさなければ

いけないというような状況の小さい都市もあると聞いておりますので、仙台市がこのままの人員で
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しばらくいきますということは、当面はまだ大丈夫だということなのでしょうか。 

 

事務局（財政課長） 

 本市の財政状況ということで申し上げますと、仙台市議会第 1回定例会にお示しさせていただい

た今後の収支見通しということで、今後 3年間で約 800億円の収支不足が見込まれるだろうという

ことになっております。その中で人件費等、ある程度義務的に支出しなければいけないというもの

がございますが、過去の推移等々を見ますと、ここ 20 年以上、人件費につきましては 600 億円台

でほぼ横ばいに推移してきております。これは、これまで現業部門を中心とした人員削減等々を行

い、ほぼ横ばいで推移してきたという経過でございます。平成 29 年度には県費負担教職員の関係

で 1,100 億円台まで一旦は増えておりまして、平成 31 年度の予算につきましても、先ほど話があ

ったように人員そのものが 180名程度増ということで、約 20億円程度増となっております。 

我々自治体として、市民サービス、市民の幸福の追求ということでやっておりますので、そのた

めの人件費にかける部分と、その他さまざまな物件費等でかける部分と、そこのバランスを見させ

ていただきながら、また、現在は税収も上がっている中ではございますけれども、社会福祉関係、

社会保障経費など、今後増加してくる部分、あるいは将来に向けてどこまで市債、借金ができるの

かという部分など、そういったものも含めて見きわめながら対応していきたいというふうには思っ

ておりますが、今時点で、例えば来年度から赤字団体に転落するとか、そういった見込みは持って

いないところでございます。 

 

本江会長 

 ありがとうございます。 

 ほかいかがでしょうか。経営プランのことでも、何かあれば伺います。 

 では、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） 

 本江会長、ありがとうございました。 

 それでは、総務局長より一言ご挨拶申し上げます。 

 

事務局（総務局長） 

 改めまして、昨年 8月の第 1回から、計 4回にわたりまして、さまざまご意見頂戴いたしました

こと、御礼を申し上げます。 

 本日も、両計画につきましてさまざまご意見をいただきまして、仙台市政というものを市民の皆

様にご説明していくにあたっては、まだまだ工夫の余地はあるなということを感じたところでござ

います。これにつきましては、今後いただいたご意見をしっかりと生かして、できる限りの工夫を

させていただきたいと存じます。 

 こういったプランというのは、「PDCA」サイクルで動かしておりまして、現段階はあくまでも「P」、

プラン策定の部分を委員の皆様のお力をいただいてやってきたというところですので、これがスタ

ートだと思っております。この計画をしっかりと実行しまして、計画に書いてある目標以上の成果

を上げていくというのが我々の使命だと思っておりますし、また、その結果につきまして、この会

議にもお示しし、委員の皆様からまたさまざまなご意見をいただきながら、よりよい市政となるよ

うに努力をしてまいりたいと思います。来年度も引き続きよろしくお願い申し上げます。ありがと

うございました。 

 

事務局（司会） 

 最後に今後のスケジュールでございます。 



12 

 両プランにつきましては、3 月 25 日を予定しております市長をトップといたします行財政改革

推進本部会議にお諮りし、最終的に確定という段取りでございます。確定いたしましたら、改めま

して委員の皆様にお知らせしたいと考えております。 

 本日のこの会議が、今年度の経営戦略会議の最終回ということになります。次年度以降につきま

しては、別途日程等の調整をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。 

 ありがとうございました。 

以 上 

 

 

 


