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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１５回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 平成 29年 3月 24日（金） 13時 00分～14時 00分 

開催場所 庁議室（庁舎５階） 

議題 

（１） 「育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務（案）」の導入について 

（２） 「人材育成基本方針」の改定について 

（３） 平成 28年度 接遇・身だしなみ意識・実態調査 

（４） 公共施設等総合管理計画の改定について 

（５） 平成 28年度事故ゼロ推進委員会の報告 

（６） 政策経営会議（第 23・24回）結果報告 

（７） その他 

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（欠席）・健康担当部長・池

袋保健所長・子ども家庭部長（欠席）・都市整備部長（代理：都市計画課長）・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（欠席）・区長室長・広報課長（欠席）・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 人材育成担当課長、施設計画課長、企画課企画担当係長 

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） 「育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務（案）」の導入について 

幹事 資料に基づき、「育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務（案）」の導入について説

明。 

この制度は、育児・介護に携わる職員が、家族形態の変化や介護の状況に柔軟に

対応しながら、十分に能力を発揮することができるような勤務形態の導入を図ることを

目的としている。対象者は、育児・介護のため必要がある常勤職員と再任用職員とし、

職務に支障がない場合に限ることとする。また、交代制等勤務職場においても、正規

の勤務時間の割り振りが午前 8時 30分から午後 5時 15分までと定めがあれば対象と

する。 

制度導入後の正規の勤務時間の割り振りは、A・B・C・D・E と 5 パターンの勤務形態

とする。まず A勤務は原則の午前 8時 30分から午後 5時 15分までとする。次に早出

勤務として B勤務が午前 7時 30分から午後 4時 15分、C勤務が午前 8時から午後 4

時 45 分の勤務時間とする。最後に遅出勤務であるが、D 勤務が午前 9 時から午後 5

時 45分、E勤務が午前 9時 30分から午後 6時 15分の勤務時間とする。 

実施時期であるが、今後 4 月中に本制度についての職員周知と利用意向調査を行

い、6月より制度の運用を開始する。その後、7月上旬から 9月上旬の一定期間につい

て、全職員を対象とした時差勤務の試行を実施したいと考えている。 

副区長 参考までに、他区の時差出勤の取り組みについて報告してもらいたい。 

説明者 全職員を対象とした時差出勤については、港区と文京区ですでに導入済みである。

勤務形態は、始業時間として 8時、9時半、10時半、11時半の 4つのパターンを設定し

ているとのことである。 

副区長 導入にあたっては、超過勤務の抑制に効果があるかなど、メリット・デメリットの検証

を十分に踏まえたうえで、本格的に導入できるようにしてもらいたい。 

委員 休憩時間の付与については一斉付与とするのか、もしくは時差付与とするのか。 

説明者 時差出勤を全職員へ導入する際には別途検討するが、今回の育児・介護に関連す

る時差出勤の導入については、現状どおり一斉付与とする予定である。 

委員 休憩時間を一斉付与とした場合、特に窓口職場などでは来庁者の方々に影響がで

る可能性が考えられる。全職員を対象とした時差出勤を導入する際には、休憩時間に

ついても時差付与ができるような仕組みづくりをぜひご検討いただきたい。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（２） 「人材育成基本方針」の改定について 

説明者  資料に基づき、「人材育成基本方針」の改定について説明。 

 前回の「人材育成基本方針」は平成 23 年 3 月に策定しており、今回 6 年ぶりの改定

となる。前回の方針は新庁舎移転を控え、ホスピタリティなど職員の接遇を意識した取

り組みに重点を置いていた。今回の方針ではその点についても継承しつつ、新たな基

本計画の策定や 2020 年東京オリンピック・パラリンピックなどといった将来を見据え、

職員個々の能力向上という点を重視し、課題の整理や目指すべき職員像を新たに示し

ている。 



2017.3.24(H28 第 15回).docx 

- 3 - 

第 1 編では総論として、「豊島新時代を担う職員の育成」「全職員の能力を引き出し

発揮させる育成」「人を育てる職場づくりと組織力の強化」という課題を 3 点掲げ、新た

な視点を持って課題を解決できる能力とその意欲を持った職員を育成できるよう、職場

全体で組織力を強化していくことが重要であることを挙げている。また、目指す職員像

と職場像の大前提となる基本姿勢を「全体の奉仕者としての高い倫理観と、豊島区職

員としての誇りを持つ職員」とし、具体的には、「新たな課題に果敢に挑戦し、としまの

魅力を高めていく職員」「自らの力を伸ばし、発揮し、としまを堅実に支えていく職員」

「互いに認め、学び、助け合い、としまの組織力につなげていく職場」の 3点を掲げてい

る。第 2編では各論として、より具体的な取り組みを示している。 

この人材育成基本方針に関する取り組みは、人事課・人材育成担当だけでは当然

進めていけるものではないので、各部局においてもぜひご協力を賜りたい。なお、区長

からは、「本区に大きな期待を抱いて入区してくる職員の期待に応えられるよう、しっか

りと人材の育成をしてもらいたい。また、豊島区職員としてのセンスを磨き人間性の幅

をひろげて、それをしっかりと仕事に活かしてもらいたい。なお、この『人材育成基本方

針』を策定しただけでは意味がない。管理職がしっかりと育成に取り組めるよう、担当

課は努力するように」と指示を受けていることを申し添える。 

なお、今年度の職員研修計画についてはほぼ例年どおりであるが、いくつか変更点

があるので報告する。まず 1 点目であるが、新規採用職員を対象とした宿泊研修を今

年度より再開することとした。今後若手職員の育成により力を入れていくうえで、職員

のメンタル的な部分にも配慮し、職場に少し慣れてきた 5 月に実施する予定である。ま

た、これまで入区 3年目から 10年目の若手職員を対象として実施してきたマネジメント

研修等の基礎研修については対象者を絞らず、必要となる職員が受講できるよう対象

者を変更するほか、主に成績下位の職員に対する指導研修を新たに導入し、各所属

長と連携して実施する予定である。 

副区長  区長も折に触れ話していることであるが、少数精鋭の職員体制で仕事を進めていくう

えで、人材育成は極めて重要なことである。全職員がしっかりと人材育成に取り組むよ

うにしてもらいたい。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（３）平成 28年度 接遇・身だしなみ意識・実態調査 

説明者  資料に基づき、平成 28年度 接遇・身だしなみ意識・実態調査について説明。 

 本調査は、新庁舎移転後の職員の意識や実態を把握し、本庁舎に勤務する職員の

接遇・身だしなみの向上に役立てることを目的として実施した。調査対象者は委託事業

者を除く、本庁舎に勤務するすべての職員である。平成 29年 2月 28日から 3月 10日

の期間において、職員ポータル上のアンケートフォームより回答してもらう形式で調査

を行った。なお、平成 27 年 8 月にも同様の調査を実施しているが、その際の回答者数

は 464名であり、今回の調査における回答者数は 364名であった。 

 個々の設問に対する回答内容を前回と比較すると、特に大きな変化は見られない

が、来庁者等への会釈の実施と混雑時のエレベーター開閉等操作に関する設問で特

徴的な回答結果があった。いずれも前回調査時には「積極的に実施している職員が多

いと感じる」という回答が多数あったが、今回の調査ではその回答数が大きく減少して
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いる。今回の調査結果全体を通して言えることであるが、自由意見として大変厳しい意

見が多く見られ、新庁舎移転を契機として接遇に対する研修等を重点的に実施してき

た結果、接遇に対して高い意識を持つ職員が増え、職員同士が厳しい目でお互いの対

応を観察しているのではないかと捉えている。また自由意見で特徴的であったのは、女

性の服装をはじめ、身だしなみルールの徹底がなされていないのではないかといった

意見や、マスクの着用については認めるべきではないかといった意見が多く挙げられ

た点である。 

接遇や身だしなみは周囲の職員や職場環境の影響を受けやすいものであるため、

自身の接遇や身だしなみを意識することができる職員の育成や職場環境づくりが重要

である。今回の調査結果を踏まえ、来年度に向けて次の 3点について取り組んでいく。 

まず1点目は、全職場での接遇OJTの実施である。新庁舎移転に向けて、接遇に関

する外部の専門業者による点検を実施してきたが、今後はそのノウハウを活かし、職

場自らの力で改善を図っていくこととしたい。次に2点目であるが、「としま身だしなみル

ール」の実効性を高める取り組みを検討し実施していくことである。最後に3点目である

が、身だしなみや接遇を振り返る月間をつくり、啓発や点検を実施していくこととする。 

副区長  実に様々な意見が職員から多く出されている。この調査結果を元に、職員同士でお

互いに議論しあう場をぜひ持ちたいと考えている。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

（４）公共施設等総合管理計画の改定について 

説明者  資料に基づき、公共施設等総合管理計画の改定について説明。 

 今年度、都市整備部にて新たに策定した「道路構造物修繕計画」及び「街路灯維持

管理計画」を、公共施設等総合管理計画の関連計画として位置付けることを目的とし、

このたび計画の改定を行うこととした。なお、平成 29 年度以降、道路構造物や街路灯

等の整備のために国から社会資本整備総合交付金を受領するためには、「地方公共

団体においてインフラ長寿命化計画（公共施設等総合管理計画）を策定していること」

が要件となる。 

改定した計画は、3 月下旬に区のホームページに公開し、周知をする。なお、計画の

改定であるため、本来であれば外部委員を含めた策定委員会で改定内容を決定する

ところであるが、今回の改定内容が別に策定した計画を関連計画として位置付けるの

みであることと、本計画の内容が全庁横断的に関連するものであることから、未来戦略

創出会議において、本計画の改定についてご決定をいただきたい。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（５）平成 28年度事故ゼロ推進委員会の報告 

幹事  資料に基づき、平成 28年度事故ゼロ推進委員会の取り組みについて報告。 

 この「事故ゼロ推進委員会」は、事故や事務ミスなどを予防することを目的とし、平成

28年 5 月に設置された。今年度は、区への信頼を損ねることに直結する会計事務と契

約事務に絞って重点的に取り組むこととし、調査や注意喚起等を実施してきた。 

 まず、事故等調査の実施結果について報告する。実際の事故は 160 件発生してお

り、その中でも区民等に対する影響が大きかったものが 36 件発生した。事故に至らな

かったヒヤリ・ハット事例は 73件、想定される事故は 46件あり、これらを含めた合計件



2017.3.24(H28 第 15回).docx 

- 5 - 

数は 279件となっている。 

 調査結果に基づく原因分析としては、まず、組織体制・機能等の問題が挙げられる。

係長や課長によるチェックが不十分であったり、業務マニュアルの整備が不十分である

といった要因が考えられる。次に挙げられるのが、職員意識・資質等の問題である。仕

事に対する慣れや慢心、システム導入による関係規定などの習得意識の欠如といった

要因が考えられる。最後に職場環境等の問題である。職場内での風通しの悪さや、過

去の事故情報の共有が不十分であることが挙げられている。 

 これらの調査結果を受け、全庁に対する注意喚起として依命通達、事故等発生時の

連絡体制の整備として、連絡フローの再周知を実施した。また、各課で取り組むべき緊

急の対応策についての取り組み状況を調査するとともに、職員に対して点検シートによ

る自己点検を実施した。この調査結果において、課長への調査では業務マニュアルの

整備が不十分であるとの意見が多くあった。また、職員の自己点検結果では、依命通

達があったことを知らない、関連部署間での定期的な情報交換の場が不足している、

業務マニュアルの整備が不十分であるとの意見が多くあった。 

 今後の取り組みであるが、事故予防のための取り組みに対する継続的な点検と、各

課及び指導部署での取り組みの強化・推進を図っていくこととしたい。平成 29年度に重

点的に取り組むべき対応策であるが、各課においては、課内情報共有体制の整備や

複数担当制の導入、標準的な業務マニュアルの整備などについて取り組んでいく。ま

た、会計課・契約課・人材育成担当課が中心となり、審査出納員のチェック機能向上の

ための研修や、財務・契約・会計部門の強化として主管課の事務処理の指導強化を図

るほか、レベル別の会計事務研修実施や職員の意識啓発のための研修を充実させ

る。全庁横断的に取り組む対応策としては、関連部署間における情報共有体制の整備

や会計事務処理の簡素化の検討、事務引継ぎの統一様式の作成・導入や業務スケジ

ュールの意識徹底、人材派遣・臨時職員及び非常勤職員への指示指導方法の見直し

に取り組む。 

副区長  事故や事務ミスを事前に防ぐことは大変重要な課題である。今回は会計と契約事務

に限って調査した結果であるが、それ以外の事務についても事故やミスが発生してい

る。これまでも各部局において、事故や事務ミスを防ぐためのＯＪＴなどに取り組んでい

るところではあるが、今後も積極的に様々な対策を講じ、何としても事故や事務ミスを

ゼロにするべく、それぞれがしっかりと努力するようにしてもらいたい。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

（６）政策経営会議（第 23・24回）結果報告 

各委員  資料に基づき、政策経営会議（第 23・24回）の結果について報告。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

（７）その他 

        説明者  資料に基づき、「LOCAL！FESTIVAL！2017by としまスコープ」の開催について情報

共有。 
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会議の結果 

（１） 「育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務（案）」の導入について 

（２） 「人材育成基本方針」の改定について 

（３） 平成 28年度 接遇・身だしなみ意識・実態調査 

（４） 公共施設等総合管理計画の改定について 

（５） 平成 28年度事故ゼロ推進委員会の報告 

（６） 政策経営会議（第 23・24回）結果報告 

（７） その他（情報共有） 

→（１）、（２）、（４）について決定、（３）、（５）、（６）について了承。 
 

提出された資料等 

・「育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務」の導入について 

・豊島新時代における人材育成基本方針 

・豊島新時代における人材育成基本方針 概要図 

・平成 29年度 豊島区職員研修等実施計画（案） 

・「平成 28年度 接遇・身だしなみ意識・実態調査」結果報告 

・豊島区公共施設等総合管理計画の改定について 

・豊島区道路構造物修繕計画 

・豊島区街路灯維持管理計画 

・平成 28年度 事故ゼロ推進委員会の報告について 

・不適切な事務処理による事故の発生防止を目指して 

・事故等発生防止策の点検シート（各課回答一覧表） 

・平成 28年度第 23回・24回政策経営会議結果報告書 

 


