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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１１回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 平成 28年 12月 21日（水） 13時 30分～14時 30分 

開催場所 庁議室（庁舎５階） 

議題 

（１） ワークスタイル変革について（報告と提案） 

（２） 新型インフルエンザ特定接種（公務員）について 

（３） 平成 28年 12月～平成 29年 2月分イベント・事業等開催予定（情報共有） 

（４） 政策経営会議（第 17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）・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（代理：高齢者福祉課長）・

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 

幹事 

企画課長・財政課長・行政経営課長・区長室長・広報課長・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 危機管理担当課長 

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） ワークスタイル変革について（報告と提案） 

幹事 資料に基づき、ワークスタイル変革について説明。 

仕事と生活の調和のとれた働き方を実現するためには、長時間労働の是正及び削

減や年次有給休暇等の取得促進など、これまでの働き方を見直すことが必要であり、

人口減少時代を迎え、成熟社会の到来に合わせた働き方の変革が求められている。

組織力を高めつつ、職員の健康増進を図るための「ワークスタイル変革」には、組織文

化をはじめ、職員個々の仕事の進め方や意識変革が不可欠であり、全庁一丸となって

ワークスタイル変革を促進するには、各組織の長である管理職のリーダーシップに基

づいた具体的な取り組みを推進する必要がある。 

これまでの取り組みとして、平成 28年 5月 9日の区長下命により、管理職で構成す

る「ワークスタイル検討ＰＴ」を設置し、ワークスタイルの変革を目的とした全庁的に取り

組むための仕組みや体制の検討を進め、これまで 12回に渡り議論を進めている。また

「ワークスタイル検討ＰＴ」の下部組織として、係長や主任主事を中心とした職員で構成

される「ワークスタイル・ワークショップ」を設置し、これまで 5 回に渡り議論を進めてい

る。6 月には「会議の新ルール」を定めたほか、9 月 28 日にはとしまイクボス宣言の実

施、10 月には超過勤務削減のための新ルール策定、そして 12 月には入区から 10 年

目の職員を対象とした「クレドの実施」など、ワークスタイル変革に向けて様々な取り組

みを進めてきている。 

このような取り組みを進めてきた結果、平成 28年 4月から 10月の超過勤務時間数

が平成 27年の同期間と比較し、9,133時間、約8％削減された。これまで超過勤務時間

数は増加傾向にあったことから踏まえると、ワークスタイル変革の取り組みによる一定

の成果が確認できる。しかしながら顕著な成果とは言い難いため、今後も超過勤務の

縮減や、ワークスタイルの変革に向けたさらなる取り組みが必要である。また、超過勤

務が特に多い緊急対応課については、超過勤務の事前申請を徹底したほか、必要に

応じた人材派遣職員の配置等により、平成 28年 4月から 10月までの期間について 6

課合計で前年より 2,610 時間の超過勤務時間縮減が達成できた。率にすると 9.2％縮

減され、全庁の 8％よりも高い縮減率となり、緊急対応による一定の効果があったもの

と考えられる。 

今後の取り組みであるが、ワークスタイル変革の第 5 弾として、19 時消灯を実施す

る。また、スマートな働き方に向けた諸制度改革として、様々な対応策を平成 29 年度

当初にお示しできるよう、現在検討を進めているところである。また、ワークスタイル変

革は継続的に実施していくことが必要であるため、組織運営改革として管理職や係長

のマネジメント強化や、組織における意思決定方法の見直し等を行い、さらなるワーク

スタイルの変革に向けて取り組んでいく。 

最後に 19時消灯の実施について詳しく説明する。開始時期は平成 29年 1月 16日

からとし、本庁舎全執務室を対象に、19 時に照明を自動消灯するというものである。再

度照明の点灯が必要な場合には、事前に所属長へ申請し許可を得てから、職員が手

動で再点灯する。なお、再点灯した場合であっても、20 時には自動的に完全消灯とし、
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20 時以降も業務を行う必要がある場合には、事前に所属部長へ申請し許可を得るも

のとする。なお、再点灯が常態化しないよう注意を促すため、必要に応じて管理職によ

る見回りを実施する。 

一斉消灯の一番大きな目的は、すべての職員が働き方を見直す契機とすることであ

る。また、消灯時間を 19 時とした理由であるが、窓口業務等で終業が定時より 1 時間

程度ずれ込む可能性があることに加え、2 時間の超過勤務となる 19 時 30 分を超える

勤務は、月 40時間を超える超過勤務労働を常態化させる可能性があり、また、19時以

降の勤務は帰宅時間がおおむね 20 時以降になることから、家事等とのバランスをとり

にくいと考えられるため、19時を消灯時間とすることとした。 

他自治体の事例としては、東京都が 10 月より 20 時の完全退庁を実施しているほ

か、23区中 8区が何らかの方法で消灯を実施しているところである。 

副区長  ワークスタイル変革の第 1弾として実施した「会議の新ルール」について、取り組み状

況の調査と効果検証をしてもらいたい。 

幹事 「ワークスタイル検討ＰＴ」においても、取り組み状況を調査し、効果を検証していくこ

とが重要だと議論しているところである。今後アンケート調査等を行い、しっかりと効果

検証を行っていきたい。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（２） 新型インフルエンザ特定接種（公務員）について 

説明者  資料に基づき、新型インフルエンザ特定接種（公務員）について説明。 

 国は、平成 25年 4月に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」を施行し、対策を強

化しているところである。この法において、新型インフルエンザ発生時に、医療提供及

び国民生活・経済の安定に寄与する業務従事者、対策実施に携わる公務員に対して

実施する予防接種を「特定接種」として規定しているところである。「新型インフルエン

ザ等対策政府行動計画及び同ガイドライン」において、接種対象となる業種や接種順

位の基本的な考え方、登録の要件・基準などが規定され、「新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づく特定接種（公務員）の報告要領」に基づく新型インフルエンザ対策

の実施に携わる職員の登録を、本年 10月より開始したところである。 

 登録をする必要がある特定接種（公務員）の対象者であるが、新型インフルエンザ等

の発生により対応が必要となる業務に従事する者と規定されており、市町村対策本部

の意思決定、総合調整等に関する事務を行う者として、区長、副区長、教育長などを想

定し、市町村対策本部事務を行う者として、新型インフルエンザ等対策本部業務に専

従する者を想定している。また、住民への予防接種、帰国者・接触者外来の運営、疫

学的調査や検体採取を行う者として保健所職員のほか、新型インフルエンザ等対策に

必要な市町村予算の議決、議会への報告を行う者として地方議会議員、地方議会の

運営を行う者として地方議会関係職員を想定している。またこのほかに、国民の緊急

の生命保護と秩序の維持を目的とする業務や国家の危機管理に関する業務に従事す

る者が、対象者として規定されている。 

 この規定に基づき、豊島区の特定接種対象者として、210 名の職員を登録することと

したい。内訳は、市町村対策本部員として区長をはじめとする危機管理対策本部員等

40名、市町村対策本部事務局職員として防災危機管理課職員 13名、保健所職員 104
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名、地方議会議員として区議会議員36名、地方議会関係職員として議会総務課職員4

名、生命維持に関わる職員として保健所以外に所属する保健師 13名となっている。 

 特定接種の実施体制であるが、防災危機管理課は特定接種実施の総合調整を行

い、人事課は職員の感染予防及び予防接種の実施として、特定接種システムの申請

や医療機関との覚書締結等を行う。地域保健課は新型インフルエンザ等対策協議会

を開催し、健康推進課は、発生状況・専門知識などの情報提供や特定接種実施の支

援を行う。 

 12月 5日に行われた「第 2回新型インフルエンザ特定接種調整会議」において、本区

の特定接種対象者の考え方を整理し、12 月 19 日に行われた「新型インフルエンザ等

対策推進協議会医療部会」に本件を報告したところである。今後、特定接種管理シス

テムへの申請作業を開始し、平成 29 年度には「新型インフルエンザ等対策行動計画」

を見直し、本計画に特定接種実施体制を反映させる予定である。 

委員  新型インフルエンザ等対策業務や国民の生命保護・秩序維持、国家の危機管理業

務に従事する職員のために、一定の範囲で保育園業務を継続して行う必要があるとい

った議論があったと記憶しているが、保育士は特定接種の対象者とならないのか。 

説明者  国から示されたものには記載されていないが、保育士が対象となるかどうかについ

て、あらためて確認する。 

幹事  特定接種にかかる費用についてはどのような扱いになるのか。 

委員  ワクチンについては国から現物支給されると思われるが、接種にかかる役務に関す

る費用負担と合わせて再度確認しておく。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（３）平成 28年 12月～平成 29年 2月分イベント・事業等開催予定（情報共有） 

幹事  資料に基づき、平成 28年 12月～平成 29年 2月分イベント・事業等開催予定につい

て説明。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

（４）政策経営会議（第 17回）結果報告 

委員  資料に基づき、政策経営会議（第 17回）結果について報告。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

 
 

会議の結果 

（１） ワークスタイル変革について（報告と提案） 

（２） 新型インフルエンザ特定接種（公務員）について 

（３） 平成 28年 12月～平成 29年 2月分イベント・事業等開催予定（情報共有） 

（４） 政策経営会議（第 17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 

・ワークスタイル変革について（報告と提案） 

・豊島区ワークスタイルワークショップ報告書 

・新型インフルエンザ特定接種（公務員）について 

・平成 28年 12月～平成 29年 2月分イベント・事業等開催予定一覧 

・平成 28年度（第 17回）政策経営会議結果報告書 

 


