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会 議 録 

◇詳細―企画調整グループ 電話０３－３９８１－４２０１ 

附属機関又は 

会議体の名称 
平成２６年度 未来戦略創出会議（第７回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 平成 26年 7月 22日（火） 13時 30分～14時 45分 

開催場所 第二委員会室（本庁舎４階） 

議題 

（１）新庁舎における土日開庁に係る準備について 

（２）社会保障・税番号制度（マイナンバー）への対応について 

（３）非常勤職員制度あり方検討報告（案）について 

（４）政策経営会議（第７回）結果報告 

公開の 

可否 

会議 

□公開  ■非公開  □一部非公開    

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

豊島区行政情報公開条例第７条第１項第５号による 

会議録 

■公開  □非公開  □一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

 

出席者 

委員 

区長・副区長（２名）・教育長・政策経営部長・特命政策担当部長・総務部長・施設管

理部長・新庁舎担当部長（代理：庁舎建設室長）・区民部長・文化商工部長・清掃環

境部長（代理：環境政策課長）・保健福祉部長・健康担当部長・池袋保健所長・子ど

も家庭部長（代理：保育園課長）・都市整備部長・地域まちづくり担当部長・建築住

宅担当部長・土木担当部長・会計管理室長・教育総務部長・選挙管理委員会事務

局長・監査委員事務局長（欠席）・区議会事務局長 

幹事 
企画課長・財政課長・行政経営課長・区長室長（欠席）・広報課長・シティプロモーシ

ョン推進室長・総務課長・人事課長 

説明者 情報管理課長・区民課長 

事務局 企画課企画調整グループ係長・主査 
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審議経過 

（１） 新庁舎における土日開庁に係る準備について 

説明者： 資料に基づき、新庁舎における土日開庁に係る準備について説明。 

平成 27 年 5 月 9 日の土曜日から開始する新庁舎での土日開庁を確実に実施する

ため、関係各課において、今後しっかりとした準備を行っていく必要がある。 

まず、新庁舎 3・4 階フロアでの窓口案内シミュレーションであるが、ネットワーク工事

を 3月 3日から 3月 12日に、案内サイン等の設置工事を 3月 7日から 3月 13日に、

カウンター・ロビーチェア等の一部の設置を 3 月 15 日から 3 月 21 日に行う。これらの

工事等を終えた後、フロアマネージャーによる総合窓口案内及び福祉総合フロアの窓

口案内シミュレーションを、3月 21日から 4月 29日の土・日曜日及び祝日を利用し、合

計 5 回実施する。なお、窓口案内シミュレーションと同時に、ネットワーク切り替えテス

ト、発券・呼出システム運用テスト、総合テストを実施する。 

次に、基幹系システムの稼働確認テストであるが、これは現庁舎のネットワークを停

止し、新庁舎でのネットワーク環境に切り替え、各システムの稼働確認を行うものであ

る。実施日は 3 月 21 日の土曜日とし、情報管理課・区民課等、関連する 15 課の職員

約 40名により実施する。 

発券・呼出システムの新規導入及び稼働確認テストであるが、発券機等の機器搬入

及び設置・調整を、3月 16日から 3月 29日にかけて行う。システムの稼働確認及び運

用テストについては、関連する 9 課の職員及び窓口委託業者の合計約 30 名により、3

月 28日から 4月 4日にかけて実施する。 

窓口案内及び総合窓口、福祉総合フロアの総合テストは、関連する 16 課の職員及

び窓口委託業者の合計約 110名により、4月 12日、4月 18日、4月 29日及び 5月 3

日から 5月 6日にかけて実施する。 

土日開庁に係る準備に従事する職員数は、全体で延べ 800 人から 900 人になる見

込みである。例年、年度末から年度初めの繁忙期は、各システムの時間外稼働を希望

する所管課が多いが、今回は新庁舎における土日開庁業務準備を優先させ、新庁舎

での業務が支障なく開始できるように作業を行っていきたいと考えている。 

区長： 今後、新庁舎の区民見学会をはじめとする行事も予定されており、区民等から多数

の問い合わせがあると想定される。区民等が混乱することの無いよう、窓口を一本化

し、確実な対応ができるようにしておくこと。 

副区長： 新庁舎移転準備が全庁挙げての取り組みとなることは全職員がすでに周知済みで

あると思うが、より万全の態勢で臨めるよう、移転準備についてあらためて依命通達を

出す予定である。主な作業は、繁忙期である年度末及び年度初めの休日や時間外に

行うこととなり、職員は本当に大変だと思うが、しっかりと準備を進めてもらいたい。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（２）社会保障・税番号制度（マイナンバー）への対応について 

幹事： 資料に基づき、社会保障・税番号制度（マイナンバー）への対応について説明。 

今後必要となる主な作業であるが、まず、特定個人情報保護評価（PIA）を実施す

る。この作業は、番号法の別表第一に定められている事務毎に行うこととなるが、住民
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記録システムをはじめとする各種システムを改修するにあたり、特定個人情報ファイル

を保有する前の要件定義の段階から、特定個人情報保護評価を実施する必要があ

る。今年度は区民部が中心となり、住民記録システムについて改修を実施していくが、

来年度以降は、税務システム、福祉系各システムの改修を行うことになる。 

次に必要となる作業として、番号法別表第一、第二の事務に係る所管課調査を実施

する。昨年度から実施している調査であるが、今年度の 8月を目途に最終調整をし、各

事務の所管課を確定させる予定である。 

次に、個人番号の利用に伴う事務手続きの見直しを行う。番号法で定められた事務

以外についても、番号制度運用開始後、区民の利便性向上の観点から添付書類を不

要とした方がよいと思われる事務を抽出し、必要に応じたシステム改修や、法に定める

「独自利用事務」として、区の条例を整備することになる。具体的な作業依頼は今後企

画課から連絡するが、今年度 8 月末から 2 か月間ほどの期間で事務手続きの見直し

や整理を行ったうえで独自利用事務を確定させ、平成 27 年第二回定例会において条

例案を上程する予定である。 

システム改修経費についてであるが、番号法別表の事務に係るシステム改修経費

は、総務省あるいは厚生労働省の国庫補助金対象となる。今年度については、番号制

度システム構築事業経費として 5,500 千円の補正予算を国庫補助金を充当して計上し

た。平成 27 年度は、総務省の国庫補助金対象となる住民基本台帳、税、団体内統合

宛名システム及び団体内統合利用番号連携サーバについて、平成 28年度は、厚生労

働省の国庫補助金対象となる後期高齢者、障害者福祉、生活保護、介護、子育て関

連等について予算措置を予定している。 

なお、国庫補助金の対象とならない「独自利用事務」としてシステム化を決定した事

務については、平成 28年度に各課で改修経費の予算措置を行う予定である。 

番号制度に関して、国が現在想定しているスケジュールであるが、今年 10 月にコー

ルセンターを開設し、平成 27 年 10月には個人番号の付番及び通知、平成 28 年 1 月

には個人番号カードの交付を開始し、地方公共団体などの団体内で、個人番号の運用

を開始するとしている。個人カードの発行手数料については、その普及率を高めるため

に無料化するべきとの意見もあり、国の予算措置については現時点で未定であるが、

区として無料化するかどうか、平成 27 年度予算編成時までに検討しておく必要があ

る。なお、情報提供ネットワークシステムによる国の機関間の連携及びマイポータルの

運用は平成 29 年 1 月から、地方公共団体等との連携は平成 29 年 7 月から開始する

予定となっている。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（３）非常勤職員制度あり方検討報告（案）について 

幹事： 資料に基づき、非常勤職員制度あり方検討報告（案）について説明。 

まず、非常勤職員制度のあり方について検討を行った経緯について説明する。

専門的知識を要する非常勤職員については年々増加しており、区政運営において

重要な役割を担っているが、その報酬額については平成 9 年以降見直しがされて

いない。報酬額はそれぞれの職において個別に算定されているため、統一的な基

準や根拠に基づく報酬体系が構築されていないのが現状であり、これらについて
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の検討が課題であった。また、優秀な人材を確保する観点から、報酬額の視点だ

けではなく、福利厚生や休暇制度の充実といった処遇改善についても検討してい

く必要がある。こうした課題の解決を図り、効率的・弾力的な組織運営を行うた

めにさらなる非常勤職員の有効活用を推進することを目的とし、組織等検討委員

会の検討部会である「非常勤職員制度検討部会」を平成 25年 10 月に設置し、検

討を行ってきた。 

次に、非常勤職員の現状であるが、定員適正化の取り組みにより正規職員は減

少する一方、非常勤職員数及び職員全体に占める非常勤職員の割合は年々増加傾

向にある。平成 26年度の再雇用職員を除く非常勤職員数は 458名に上り、全職員

に占める割合は 17.6％である。勤務時間は、国家公務員の考え方に準拠して正規

職員の 4分の 3を超えない範囲で任用されており、それぞれ専門性に応じた様々

な職種で資格要件も多岐にわたっている。条例で個別に位置付けられている職に

ついては報酬額が条例で規定されているが、嘱託員として位置付けられている職

については、その報酬の上限額のみが条例で規定され、その範囲内において、個

別に各課の要綱で報酬額が定められている。 

非常勤職員に係る課題であるが、特に大きな課題が雇用条件に関するものであ

る。平成 9 年以来報酬額の見直しがされておらず、新規の非常勤職員の報酬につ

いては個別に算定されていた経緯もあり、同様の業務でありながら職名の違いに

より報酬額が異なるといった矛盾が生じている。通勤費については、一部の職で

実費支給となっているものの、ほとんどの職では報酬額に一律の通勤費相当分を

含むものとしており、実費支給となっていない。また、超過勤務は規定がないた

め、超過勤務そのものが認められていない。 

この雇用条件に関する課題について検討を重ね、解決に向けた方向性を取りま

とめた。まず、職務内容と責任に応じて報酬額を決定するという職務給の観点か

ら、現状の非常勤職員の職務内容と責任に応じた新たな報酬額水準及び体系を整

備するとともに、通勤費を実費支給とし報酬とは別に支給する。また、超過勤務

については、その取り扱いについて基本方針を策定し、必要最低限の超過勤務を

認めることとする。福利厚生・休暇制度については、他区との均衡を踏まえ、制

度の導入及び拡充について引き続き検討していく。 

以上の検討結果を踏まえ、今後実施する制度改正であるが、まず、専門的知識

や能力に応じた 3 段階の新たな報酬体系を設定するとともに、それぞれの職に応

じた、より専門性の高い職の報酬額を新設する。また、これまで一律に報酬額に

含めていた通勤費相当分については、その金額を差し引いたうえで全体の報酬額

の引き上げ調整を行うとともに、通勤費の実費支給を行う。次に、超過勤務につ

いて基本方針を策定し、災害時の緊急対応や継続対応が必要な職場について限定

的に超過勤務命令を可能とし、これにかかる経費を支出する。基本方針は非常勤

職員の超過勤務は原則として命じてはならないこととし、超過勤務が常態化しな

いよう配慮したうえで例外的に認めるものである。なお、これらの制度改正は平

成 27年 4月 1日より施行する予定であり、福利厚生及び休暇制度の改正について

は、非常勤職員側の要望や制度改正にかかる事務量等を見極めながら、今年度引
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き続き検討を行い、来年度中を目途に結論を出したいと考えている。 

平成 27年 4月 1日から施行する制度改正に伴う予算措置であるが、通勤費の実

費支給で 33,000千円の増、報酬体系等の見直しによるもので 6,000千円の減、超

過勤務手当の支給で 8,000 千円の増を見込んでおり、合計で 35,000 千円から

40,000千円程度の予算措置が新たに必要になる。また、報酬制度の改正に関する

新たな条例案を平成 26年 12月の第 4回定例会で上程し、合わせて規則で各職の

報酬額を、各課要綱でその他の勤務条件を規定する。なお、平成 26年 9月に「非

常勤職員制度等運用ＰＴ」を設置し、新規非常勤職の報酬等を組織的に判定する

など円滑な制度運用とともに、庶務事務システムを活用した非常勤職員にかかる

事務の統一化により、事務の軽減も図っていく。 

委員：  専門性の高い非常勤職員については、大規模なイベントの準備等のためにやむ

を得ず超過勤務を命じるようなことが想定されるが、今回策定された超過勤務の

基本方針では、このような状況での超過勤務命令は可能とされないのか。また、

正規職員での採用が困難である専門性の高い職について、これまで非常勤職員を

活用してきたという経過があるが、この状況については今回どのような検討がな

されたのか。 

幹事：  非常勤職員の勤務形態については、各職の専門性や実際の勤務状況に応じて要

綱においてあらかじめ定めることとなり、今回策定した基本方針以外での超過勤

務命令は認められない。なお、正規職員での採用が困難な専門性の高い職の非常

勤職員についての議論は多々あったが、非常勤職員は正規職員の勤務時間の 4 分

の 3 を超えない範囲で任用するという国の考え方に準拠しているため、常勤職員

と同じ勤務形態での任用は様々な問題があると考えており、この件に関しては今

回の制度改正とは別に、今後も継続して検討していくこととしたい。 

副区長：  東京都の非常勤制度の見直し状況について説明してほしい。 

幹事：  東京都では平成 25年度より非常勤職員制度の見直しに取り組み、今年度から主

任職を設置する制度改正を行っている。なお、東京都においても、非常勤職員の

超過勤務は認められている。 

教育長：  スクールカウンセラーなど、非常に専門性の高い職について非常勤職員制度を

活用しているが、これまで長い間見直されてこなかった勤務条件等を理由に、貴

重な人材が他へ流出してしまう状況があった。今回の処遇改善により、そういっ

た状況の改善や、非常勤職員のモチベーション向上が期待できるので、様々な課

題がまだまだあるとは思うが、今後も現場の状況をしっかりと把握しながら、検

討をしてもらいたい。 

 ⇒報告の通り了承する。 

（４）政策経営会議（第７回）結果報告について 

委員： 資料に基づき、政策経営会議（第７回）について説明。 

国内外から作品を公募する世界規模の美術公募展である「アートオリンピア

ArtOlimpia」を区として協賛し、その会場として新庁舎の「（仮称）区民ひろばセ

ンター」及び事務室回廊アート展示コーナーを使用させる。 

区長：  この美術公募展には、実行委員会や審査員に大変著名な方々が名を連ねる大規
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模な国際的催事である。この美術公募展を豊島区で開催するということは、国家

戦略特区で本区が打ち出している国際アートカルチャー都市構想をアピールする

絶好の機会でもある。単なる開催場所の提供ということではなく、専門家の力を

借りながら区としてしっかりとした態勢を整えて取り組むこと。 

 ⇒報告の通り了承する。 

 

 

 

 

会議の結果 

（１）新庁舎における土日開庁に係る準備について 

（２）社会保障・税番号制度（マイナンバー）への対応について 

（３）非常勤職員制度あり方検討報告（案）について 

（４）政策経営会議(第７回)結果報告 

→（１）・（２）について決定、（３）・（４）について了承 

提出された資料等 

・新庁舎における土日開庁に係る準備について 

・社会保障・税番号制度（マイナンバー）への対応について 

・総務省 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 平成 26年度申請額及び 

平成 27年度要望額 

・マイナンバー社会保障・税番号制度概要資料 

・非常勤職員制度あり方検討報告（概要版） 

・非常勤職員制度あり方検討報告（案） 

・平成 26年度第 7回政策経営会議結果報告書 


