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会 議 録 

◇詳細―企画調整グループ 電話０３－４５６６－２５１１ 

附属機関又は 

会議体の名称 
平成２８年度 未来戦略創出会議（第２回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 平成 28年 5月 24日（火） 14時 00分～15時 00分 

開催場所 庁議室（庁舎５階） 

議題 

（１） 主要課題（4月当初時点）について 

（２） 第 3次行政情報化実施計画について 

（３） 平成 27年度広聴実施状況等について 

（４） 平成 27年度豊島区役所コールセンター事業の実績について 

（５） 平成 27年 5～7月イベント・事業等開催予定（情報共有） 

（６） 事故ゼロ推進委員会の設置について 

（７） 会議運営の方針について 

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）・教育長・政策経営部長・総務部長・危機管理監・施設管理部長・

区民部長・文化商工部長・環境清掃部長・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・都市整備部長・地域まちづくり担当部長・土木担当部長・会

計管理室長・教育部長・区議会事務局長（欠席） 

幹事 

企画課長・財政課長・行政経営課長（欠席）・区長室長・広報課長・セーフコミュニテ

ィ推進室長・女性にやさしいまちづくり担当課長・総務課長・人事課長・財産運用課

長・国際アート・カルチャー都市推進担当課長・選挙管理委員会事務局長（欠席）・

監査委員事務局長 

説明者 情報管理課長、区民相談課長 

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） 主要課題（4月当初時点）について 

委員 資料に基づき、主要課題（4月当初時点）について説明。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

（２）第 3次行政情報化実施計画について 

説明者  資料に基づき、第 3次行政情報化実施計画について説明。 

 本計画の目的は「庁内情報化を継続的に推進し住民サービス向上と行政事務の効

率化を図る」とともに、「地域社会の情報化を効果的に実現すること」によって地域課題

を解決するため、本区における情報化施策と施策の進め方を明確にするものである。

本計画は、平成12年に策定した「行政情報化推進計画」の具体的な情報化施策を取り

まとめた情報化実施計画であり、「豊島区基本計画」の前期 5 年間と連動した計画とし

て、平成 28年度から 32年度までの 5年間を計画期間としている。 

 本計画では、まず「第 2次行政情報化推進計画」における 30施策の取り組み状況に

ついて説明している。「第 2次行政情報化推進計画」においては 4つの目標を掲げてお

り、本計画においても同じ目標を引き継いでいる。 

 本計画において考慮すべき情報化の動向についてであるが、大きなものでは「マイナ

ンバー制度」の適切な対応や、2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催機会を

捉えた IT 活用によるおもてなしというテーマが挙げられる。その他として、ビッグデータ

の構築やオープンデータの推進、自治体クラウドの導入やワーク・ライフ・バランスの実

現について、適切な対応が求められるテーマとして整理している。これらの課題等を踏

まえ本計画においては「第 2次行政情報化推進計画」から引き継いだ 4つの目標の下

に、10の取組方針と 34の施策を設定した。 

副区長  「第 1次行政情報化推進計画」実施時では決算ベースで 13億円余、「第 2次行政情

報化推進計画」実施時では 35 億 2 百万円と、本区は情報化の推進に相当な投資をし

てきている。そのことを念頭においてしっかりとした情報化施策を推進してもらいたい。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

（３）平成 27年度広聴実施状況等について 

説明者  資料に基づき、平成 27年度広聴実施状況等について説明。 

 「区民の声」受付件数は 513件であった。このうち広聴メールによるご意見が 213件と

4 割強を占めている。なお、複数の部局にまたがるご意見もあり、全体の処理件数とし

ては 787件となる。受付件数は 24年度から毎年増加傾向にある。 

区長への陳情等は 9件、部別の対応件数は 75件であった。 

パブリックコメントは 16件実施し、意見の総計は 375件、提出された意見に対して修

正に至った件数は 32件であった。 

区民相談実績は外国人も含め 3,120 件であり、26 年度と比較して大幅に減少した。

これは、新庁舎において総合受付が設置されたこと、また、新庁舎 3・4階に常駐してい

るフロアマネージャーが来庁者の振り分けを実施していることから、昨年度まで区民相

談実績の多数を占めていた庁舎案内に準ずる相談が大幅に減少したためと考えられ
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る。 

行政情報公開請求の受付件数は対 26 年度比で約 22％増の 253 件であり、食品衛

生の営業許可に関するものや、契約締結、狭あい道路に関する案件が多かった。 

個人情報の開示請求については 44件であり、住民票の写しまたは戸籍謄抄本の交

付等に関するものが増加している。 

個人情報保護制度であるが、27 年度は審議会を 5 回開催し、12 件の答申をいただ

いた。 

区長  区民相談の件数が大きく減少したとのことであるが、その理由についてはしっかりと

掘り下げて検証してもらいたい。 

副区長  士業相談の実施状況についてもしっかりと把握して分析しておくように。 

区長  区民相談の件数は、区民の満足度を測るひとつの指標でもある。そういった面にも着

目し、ただ統計を取るだけではなく、しっかりとした現状把握と分析ができるような仕組

みを検討してもらいたい。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

（４）平成 27年度豊島区役所コールセンター事業の実績について 

説明者  資料に基づき、平成 27年度豊島区役所コールセンター事業の実績について説明。 

 コールセンターは新庁舎移転に伴い平成 27 年 5 月 7 日に開設した。委託業務内容

は問い合わせ対応業務と、従来の電話交換業務である。問い合わせ対応業務につい

ては年中無休で午前8時から午後7時まで受け付けており、電話交換業務は月曜日か

ら金曜日、土日開庁の部署については祝祭日を除く月曜日から日曜日に運営してい

る。 

 コールセンター開設当初は着信件数に対する応答件数の割合が低い状況にあった

が、区からの情報提供等の支援のほか、コールセンターにおいてオペレーターの増員・

フォローアップ研修の実施・後処理要員の追加等の緊急対策を講じたため、7 月には

電話応答率 90％を達成し、8月以降は 93％以上を保っている状況である。 

 27 年度全体の実績であるが、電話の着信件数は 248,906 件であり、応答件数は

230,120件で電話応答率は 92.5％となっている。なお、着信件数に対し、所管課への転

送や電話取り次ぎをせずコールセンター内で回答した件数の比率は 28.3％であった。 

 コールセンター業務のさらなる改善に向けての取り組みとしては、常に月間の平均応

答率が 90％を達成できる体制を確保すること、また、フォローアップ研修等によりオペ

レーターのスキル底上げを図る。あわせてコールセンターへの正確かつタイムリーな情

報提供に努め、区と事業者双方の緊密な連携を図るとともに、問い合わせの多い部署

を中心に各所管課への定期的なヒアリング等を通じて情報共有を深めることとする。 

副区長  コールセンター開設にあたり、コールセンター内での解決率はどのくらいの割合を見

込んでいたのか。また旧庁舎時と比較して、電話着信件数はどのくらい差があるのか。 

説明者  問い合わせの内容が個人情報等であったり、部署や個人を指定する電話が多かった

場合は、計算上コールセンター内解決率の割合が少なくなるので、この数値をもって一

概に評価をすることは難しいが、代表番号と一体型のコールセンターを導入している他

の自治体においてもおおむね 3割程度の解決率である。なお、旧庁舎での電話着信数

は 24 万件でほぼ変わらないが、そのすべてが電話の取次ぎであったことを踏まえる
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と、コールセンターではそのうちの 7 万件余りを回答していることになるので、その点を

評価していただければと思う。 

区長  コールセンター事業の実施には多額の費用がかかっている。費用対効果については

きちんと検証してもらいたい。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

（５）平成 28年 5～7月イベント・事業等開催予定（情報共有） 

幹事  資料に基づき、平成 28年 5～7月イベント・事業等開催予定について説明。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

（６）事故ゼロ推進員会の設置について 

幹事 資料に基づき、事故ゼロ推進委員会について説明。 

事務事業の誤り等の事故やミスを未然に防ぐことのできる組織風土を醸成する

とともに、すべての組織や職員が自主的かつ適切にリスク予防を実践することを

目的として、全庁的な検討組織である「事故ゼロ推進委員会」を設置する。 

委員会の役割であるが、第一に、全庁による情報共有である。実際に発生した

事故等の情報をとりまとめ、全庁で共有することにより、全職員の危機意識を向

上させ、自主的に再発防止に取り組む環境を整備する。 

第二の役割は、総合的・体系的な推進体制の構築である。所管課が個別に実施

するリスク予防策をより効果的に推進するため、全体の取り組みを総合的・体系

的に調整し、管理する。 

第三の役割は、確実なリスク予防策の推進である。委員会で決定・合意された

事項は、適宜進捗状況を確認するとともに、適正に実施されていない場合には委

員会が是正を勧告し、確実に取り組みが進むよう管理する。 

委員会の構成であるが、委員長を総務部長、副委員長を政策経営部長及び会計

管理室長とし、その他政策経営部、総務部、施設管理部、教育部の指定課長を委

員とする。 

今後のスケジュールであるが、6 月にすべての事務事業における事故・事務ミ

スについて全庁的に調査をし、今年度については「会計・契約事務」をテーマと

してミス予防体制の構築、方針案の検討を行う。なお、本委員会の事務局は総務

課及び行政経営課とする。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（７）会議運営の方針について 

幹事 資料に基づき、会議運営の方針について説明。 

方針を策定した目的であるが、会議の効果的・効率的な運営に資するとともに、ワー

ク・ライフ・バランスを保つ観点から、会議出席者の心得等、会議の運営に係る基本的

なあり方について必要な事項を定めるものである。なお策定にあたっては、複数の民

間企業の会議運営方針等を参考にし、一般的と思われる内容について採用した。 

会議の新ルールとして、①会議は１時間以内、②参加メンバーはできる限り絞る、③

ペーパーレス会議の観点から説明資料は要点資料２枚まで、④会議結果は明確にし

共有する、⑤記録は要点メモと録音のみ、という 5点を挙げている。 
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区長 各部署では様々な課題を抱えており、限られた時間の中であっても効率的な行政運

営を行う必要がある。会議参加者、特に部課長たちがきちんと会議内容・参加者等を

把握して効率的に会議を運営できるかどうかということが重要である。難しい面もある

かもしれないが、ぜひこの方針をもとに効果的・効率的な会議を運営してもらいたい。 

 ⇒提案の通り決定する。 

 

会議の結果 

（１） 主要課題（4月当初時点）について 

（２） 第 3次行政情報化実施計画について 

（３） 平成 27年度広聴実施状況等について 

（４） 平成 27年度豊島区役所コールセンター事業の実績について 

（５） 平成 28年 5～7月イベント・事業等開催予定（情報共有） 

（６） 事故ゼロ推進委員会の設置について 

（７） 会議運営の方針について 

→（１）～（５）について了承、（６）・（７）について決定 

 

提出された資料等 

・平成 28年度 主要課題（4月当初時点） 

・平成 27年度で終了とする主要課題の対応状況 

・豊島区第 3次行政情報化実施計画について 

・計画事業取組内容一覧 

・平成 27年度広聴実施状況等について 

・平成 27年度豊島区役所コールセンター事業の実績について 

・平成 28年 5～7月イベント・事業等開催予定一覧について 

・事故ゼロ推進委員会の設置について 

・『会議の新ルール 2016』トピック～ワークスタイル変革（第 1弾）～ 

・会議運営の方針 

 


