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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６回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 平成 28年 9月 15日（木） 15時 00分～16時 00分 

開催場所 庁議室（庁舎５階） 

議題 

（１） 「新たな公民連携」推進ＰＴの今後の展開について 

（２） 「としまイクボス宣言」イベントの詳細について 

（３） 「超過勤務縮減のための新ルール」の導入について 

（４） 国際競争力強化地域戦略の策定について（池袋周辺地域） 

（５） 人材育成基本方針の改定について 

（６） 主要課題（8月末時点）について 

（７） 平成 28年 9～11月イベント・事業等開催予定（情報共有） 

（８） 政策経営会議（第 11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

（代理：財産運用課長）・区民部長（代理：収納推進担当課長）・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 

幹事 

企画課長・財政課長・行政経営課長・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・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 再開発担当課長・人材育成担当課長 

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） 「新たな公民連携」推進ＰＴの今後の展開について 

幹事 資料に基づき、「新たな公民連携」推進ＰＴの今後の展開について説明。 

  これまで、政策経営部内において実施してきた公民連携事業研究については、7 月

27日に開催された未来戦略創出会議にて報告したところである。今後は各事業の実現

性を高めるため、関連する部局間の連携による庁内横断的なプロジェクトチームを設

置するなどして、具体的な検討を進めることとしたい。 

 研究してきた 10 テーマのうち、公有財産を活用した歳入確保策と、「働く世代」支援も

含めた女性にやさしいまちづくりという 2 つのテーマについては、今回の未来戦略創出

会議終了後、関連部局の連携により、主に若手職員を中心とした庁内横断的なＰＴを

設置し、平成 29 年度予算に反映できるよう、具体的な検討に取り掛かることとする。な

おその他の 8 テーマについては、今後政策経営部内において引き続き研究するほか、

必要に応じて関連部局と連携し、調査・研究を実施していくこととしたい。 

委員 旧庁舎跡地開発エリアでは、公民連携による様々な事業展開が今後予定されてい

る。若手職員による研究を今後進めていくにあたっては、このような現場の動きを見て

勉強し、良く理解したうえで、様々な発想を広げていってもらいたい。 

区長 新庁舎建設の際には多くの区民説明会を開催するなど情報公開を積極的に行って

きた。旧庁舎跡地開発事業について区民に関心を持ってもらい、区民を巻き込んでいく

ようなＰＲを公民連携の視点も踏まえてしっかりと進めていってもらいたい。 

副区長  政策経営部より提案のあった公有財産を活用した歳入確保策と「働く世代」も含めた

女性にやさしいまちづくりについての公民連携事業については、今後所管部局との調

整等により、必要に応じて平成 29 年度の新規・拡充事業として提案してもらいたい。提

案内容は的確に把握し、しっかりと査定を行ってもらいたい。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（２）「としまイクボス宣言イベント」の詳細について 

幹事  資料に基づき、「としまイクボス宣言イベント」の詳細について説明。 

  9月 29日に区内企業等地域の方々にお集まりいただき、オール豊島によるイクボス

宣言イベントを実施するが、それに先駆けて、前日の 9 月 28 日に、区長に対し副区長

以下管理職全員に宣言書署名のうえイクボス宣言を行っていただきたいので、ご対応

をお願いしたい。また 9 月 29 日のイクボス宣言イベントであるが、約 60 団体のみなさ

まから賛同のお返事をいただいており、企業や団体等のトップの方々の参加をお願い

しているところである。先日東京都が職員によるイクボス宣言を実施したところである

が、本区は職員のみならず、区内の各企業や団体等、地域一体となって宣言するとい

う点が特徴である。イベント当日は多くのメディアにもご参加いただき、広く内外へこの

取り組みを伝えていきたいと考えている。なお、イベント当日は受付業務等で多くの人

員が必要となるため、各部局から従事者について応援をお願いしたい。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（３）「超過勤務縮減のための新ルール」の導入について 
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幹事  資料に基づき、「超過勤務縮減のための新ルール」について説明。 

 新庁舎移転を契機とし、組織力を高めつつ職員の健康増進を図るため、業務効率の

改善、超過勤務縮減及びその他ワークスタイルの変革に係る諸問題の検討が求めら

れている。特に、超過勤務縮減については、組織文化をはじめ、職員個々の仕事の進

め方や意識の変革が欠かせない。このため、超過勤務にかかるルールを改めて整理

し、管理職のリーダーシップに基づいた取り組みを、全庁一丸となって促進していく。 

 管理職による「ワークスタイル検討ＰＴ」において、超過勤務を縮減するための全庁的

な取り組みについて本年 5月より検討を重ねているほか、この下部組織として設置した

係長・主任を中心とし各部局から推薦された職員による「ワークスタイル・ワークショッ

プ」においても、検討を行っているところである。 

 この「超過勤務縮減のための新ルール」については、平成 28年 10月 1日より適用す

ることとし、管理職のリーダーシップのもと、職員への周知徹底や、組織的な対応が必

要な部分についての具体的な対応策検討など、各職場に合わせた実質的な推進体制

や実施手法について構築していただきたい。 

 新ルールは 5 点である。第一に、定時に帰ることができるよう仕事を組み立てること、

第二に、超過勤務についてまとめて事後に報告するのではなく事前申請を基本とし、

勤務後は翌日速やかに報告すること、第三に超過勤務の内容と成果は上司に報告し、

超過勤務の見える化を行うこと、第四に、休暇のために超過勤務が増えることがないよ

う、休暇の予定を明確にし、合わせて仕事を計画的に取り組むこと、最後に、恒常的な

超過勤務は全職員で対応するなど、組織として分担の見直しや柔軟な対応を図ること

を挙げている。 

副区長  新ルールによる効果測定を必ず行ってもらいたい。 

教育長  慢性的に超過勤務が発生している職場などは、様々な要因でそのような実態になっ

てしまっている可能性もある。多面的に職場実態を調査し、今回の新ルールだけでは

対応できないような問題がないかどうか、丁寧に確認をしてもらいたい。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（４）国際競争力強化地域戦略の策定について（池袋周辺地域） 

説明者  資料に基づき、国際競争力強化地域戦略の策定について説明。 

 池袋駅周辺地域は平成 27年 7月に特定都市再生緊急整備地域の指定、平成 27年

8 月に国家戦略特区の指定を受け、池袋の国際競争力の強化が強く求められている。

池袋の特色を生かしたインバウンドの推進のほか、観光客や外国企業を呼び込むた

め、官民連携による地域戦略を策定するとともに、企業活動が目に見える成果として具

現化されるシンボリックプロジェクトの検討を行い、次年度以降のインパクトのあるシテ

ィプロモーションにつなげていく。 なお、本事業は国際アート・カルチャー都市構想実現

戦略の国際戦略及び空間戦略を推進するものであり、国際アート・カルチャー都市推

進担当部長、政策経営部等関連部署と連携して実施する。 

 地域戦略を策定するにあたり検討会を設置するが、これは区長の附属機関である国

際アート・カルチャー都市懇話会の幹事会の下部組織として位置づける。今後の予定

であるが、10月に第 1回の検討会を開催し、12月に第 2回、翌年 2月に開催する第 3

回の検討会において、地域戦略の策定を行う。なお、このほかに月 1 回程度、庁内に
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おける検討会を開催する予定である。庁内検討会では、まず、国際競争力強化につい

ての意識啓発から行い、あわせて若手職員によるワークショップの実施などを行いた

いと考えている。 

 国際競争力強化に向けた地域戦略の展開であるが、まず池袋の現状として強み・弱

みを的確に把握することから始め、国際的な企業活動特性を踏まえ、国際企業の誘致

を図っていく。リーンスタートアップの環境整備としては、国家戦略特区の活用による規

制緩和策を提案できないか検討していく。あわせてアンカープレイヤーの集結として、

区内だけではなく、鉄道沿線の他都市との連携も図っていきたいと考えている。 

 検討会を構成するメンバーであるが、Art（アート）・Science（科学）・Design（デザイ

ン）・Engineering（工学）の循環による取り組みを行っていくため、域内外共創企業とし

てそれぞれの分野における企業、フィールド提供事業者として鉄道やハード整備、販売

事業者等、また有識者やオブザーバーとして関連団体等に順次参画の打診を実施し

ているところである。 

区長  豊島区を取り巻く状況はめまぐるしく変化している。この絶好の機会を逃すことなく、

国際アート・カルチャー都市として発展していけるようしっかりと取り組むこと。また、職

員一人ひとりがこういった区を取り巻く状況を遅れることなく勉強し、理解を深めていっ

てもらいたい。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（５）人材育成方針の改定について 

説明者  資料に基づき、人材育成方針の改定について説明。 

 区職員を取り巻く環境が変化する中で、現行の人材育成基本方針（平成 23年 3月改

定）が現状にふさわしいものであるかを検証し、必要な改定を行う。人材育成基本方針

策定委員会を設置し、課題の整理、改定案の検討を行う。課題として「これからの豊島

区を担う職員像」 、「人材育成を推進する体制」 、「人材育成の取り組み」を挙げ、今

後の改定時期や方法等と合わせて検討を行う。検討スケジュールであるが、10 月下旬

より作業を開始し、平成 29年 1月下旬には方針を決定する。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（６）主要課題（8月末時点）について 

副区長  各自、報告資料を確認しておくこと。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

（７）平成 28年 9～11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 9月から 11月イベント・事業等開催予定について説明。 

副区長  各所管で作成しているイベント周知のチラシやポスターなどの庁内コンクールを実施

してみたい。また、協賛企業の広告を掲載することにより印刷費を負担してもらうなど、

公民連携の視点を持った取り組みを検討してもらいたい。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

（８） 政策経営会議（第１１回）結果報告 

各委員  資料に基づき、政策経営会議（第 11回）結果について報告。 

 ⇒報告のとおり了承する。 
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会議の結果 

（１） 「新たな公民連携」推進ＰＴの今後の展開について 

（２） 「としまイクボス宣言」イベントの詳細について 

（３） 「超過勤務縮減のための新ルール」の導入について 

（４） 国際競争力強化地域戦略の策定について（池袋周辺地域） 

（５） 人材育成基本方針の改定について 

（６） 主要課題（8月末時点）について 

（７） 平成 28年 9～11月イベント・事業等開催予定（情報共有） 

（８） 政策経営会議（第 11回）結果報告 

→（１）～（５）について決定、（６）～（８）について了承 

 

提出された資料等 

・「新たな公民連携」推進ＰＴの今後の展開について 

・としまイクボス宣言の応援のお願いについて 

・豊島区イクボス宣言次第 

・宣言書様式 

・としまイクボス宣言次第 

・としまイクボス宣言 賛同・宣言団体および宣言者一覧（9月 13日時点） 

・「超過勤務縮減のための新ルール」の導入について（案） 

・国際競争力強化地域戦略の策定について（池袋駅周辺地域） 

・人材育成基本方針の改定について 

・平成 28年度主要課題（8月末時点） 

・平成 28年 9月～11月イベント・事業等開催予定一覧 

・平成 28年度第 11回政策経営会議結果報告書 

 


