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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１４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 3日（金） 16時 10分～17時 00分 

開催場所 庁議室（庁舎５階） 

議題 

（１） 平成 29年度本庁舎内の組織配置について 

（２） 総合窓口の改善について（繁忙期対策等） 

（３） 平成 29年 3月～平成 29年 5月分イベント・事業等開催予定（情報共有） 

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・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・監査委員事務局長 

説明者 庁舎運営課長、ごみ減量推進課長、総合窓口課長 

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） 平成 29年度本庁舎内の組織配置について 

説明者 資料に基づき、平成 29年度本庁舎内の組織配置について説明。 

組織改正等に伴い、本庁舎内のレイアウトについて次のとおり変更したい。 

本庁舎 3 階であるが、総合窓口課について、マイナンバー制度の導入により事務量

が増えた事に伴い、職員の事務スペースが狭くなったことに加え、来庁者が想定よりも

大幅に増えており、待合席が十分に確保できないといった問題が発生している。これら

の問題を解消するため、抜本的にレイアウトを見直すこととした。総合窓口課に関連す

るレイアウト変更に伴う工事等は、来庁者への影響が大きい 3 月、4 月の繁忙期を避

け、5 月 3、4、5 日の閉庁日に実施する。なお、地域区民ひろば課・区民活動推進課及

び区民部長席については 4月 1日、2日に本庁舎 6階へ先に移動し、この 3階のスペ

ースについては 1か月間空けた状態として、5月の総合窓口課のレイアウト変更に備え

る。5 月には高齢者医療年金課をこの空いたスペースに移動し、元の高齢者医療年金

課のスペースに、総合窓口課の事務スペースを拡張する。また、待合席については、

現在 188 席あるものを 251 席に増設する。現状では総合窓口課付近の会議室等を臨

時の待合スペースとして利用している状況であるが、今回の座席増設により、こういっ

た状況を解消することができるものである。 

本庁舎 5階であるが、施設計画課が政策経営部に再編されることに伴い、企画課の

隣に 7 階から施設計画担当課長を移動する。また、新設される区史編さん担当課長を

広報課の隣に配置し、7階に移動する庁舎跡地活用課がある場所に、セーフコミュニテ

ィ推進室長と女性にやさしいまちづくり担当課長を移動する。 

本庁舎 6階であるが、ごみ減量推進課が清掃事務所内に移転するため、このスペー

スに 3 階から地域区民ひろば課を配置する。また、道路管理課と交通対策課の統合に

よる土木管理課を再配置し、元の交通対策課の場所には公園緑地課を、元の公園緑

地課の場所には 3 階から区民活動推進課と区民部長席を移動する。なお、土木共用

会議スペースがあった場所に区民部長席を配置するため、あらためて会議室 604 を土

木共用会議室として再配置する。 

本庁舎 7 階であるが、施設計画課のあった場所に 5 階から庁舎跡地建築担当課長

を移動し、新設される放課後対策課を設置する。庁舎跡地建築担当課長については文

化商工部に再編されるため、同部の他課がある 7 階に配置することとし、放課後対策

課についても子どもスキップ事業が教育部に移管されるため、教育部庶務課の隣に配

置することとした。 

最後に、ごみ減量推進課についてであるが、これは、ごみと資源の拠点の集約化に

よる区民サービスの迅速化を図るために、豊島清掃事務所の 2階事務室に移転するも

のである。 

副区長 職員等への情報提供はいつ行うのか。 

説明者 人事課と協議のうえ、順次実施する予定である。 

副区長 案内表示板の更新等を含め、レイアウト変更に要する経費はどのくらいになるのか。 

説明者 現在、必要什器数等の確認を行っているところであるため、詳細な経費は現時点で
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は積算できていないが、このようなレイアウト変更を想定し、あらかじめ用意しておいた

予算の範囲内で実施できるものと考えている。 

区長 待合スペースがどのように拡張されるのか、もう少し詳しく説明してもらいたい。 

説明者 現在設置している記載台を国民健康保険課の前に移動し、空いたスペースに待合

席を用意する。また、4 人掛けであった座席を 6 人掛けに変更するなどして、待合席を

増設する。なお、待合スペースを拡張しても、番号表示板等がきちんと見えるように配

置する。通路が狭く通りにくかった部分なども、今回のレイアウト変更で同時に手直しを

することとしている。 

区長 今回のレイアウト変更により、現在の多くの来庁者数にきちんと対応できるのか。 

説明者 対応可能である。 

区長 何度も手直しすることのないよう、しっかりと対応してもらいたい。 

また、清掃事務所に移転するごみ減量推進課について移転による問題等はないか。 

説明者 事務室のスペースについては十分に確保できるので問題はない。また、清掃事務所

ではごみの収集、ごみ減量推進課では粗大ごみの回収を行っており、区民から見れば

同じ廃棄物の収集・回収を行う部門が一緒にあることで、より連携を深めることができ、

区民サービスの向上につながるものであると考えている。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（２） 総合窓口の改善について（繁忙期対策等） 

説明者  資料に基づき、総合窓口の改善についてについて説明。 

 現在の総合窓口の状況であるが、新庁舎移転により取扱業務のワンストップサービ

スが進んだ一方で、来庁者が想定以上に増え、特に繁忙期は受付時間の制限や他課

業務を総合窓口課で行わず、主管課へ案内せざるを得ない状況となっている。また一

か所で待つことになり、総待ち時間は減少したが、来庁者の「待たされ感」は増大して

いる。特に繁忙期は待合スペースが溢れかえる時間帯もあり、待ち時間の短縮が大き

な課題となっている。マイナンバーに係る処理時間も大幅に増え、今後も増大が見込ま

れており、待ち時間がさらに長くなる恐れがある。 

 待ち時間増大の原因であるが、転出及び転入処理が繁忙期の諸原因となっている。

繁忙期である 4月の例であるが、転出処理に係る最大待ち時間が 4時間を超える日が

5 日間あったほか、転入処理に係る最大待ち時間が 4 時間を超える日が 9 日間あっ

た。また、業務検査作業については委託することができないため職員が行っているが、

繁忙期にはこの検査業務を行う職員数が不足しており、多い時間帯では 20～30 件の

検査業務が滞留してしまっているほか、問い合わせ等の電話応答ができない状況であ

る。なお、繁忙期における来客者数であるが、転出数は閑散期の約 1.84 倍であり、他

課業務もあり一番処理時間が長くかかる転入数は、閑散期の約 2 倍となっている。年

間来客数についても 27 年度は 229,042 人で前年度と比較すると 4 万人以上増えてい

るほか、本区の特徴として、比較的処理に時間のかかる外国人の転入が増大している

状況である。 

 このような待ち時間増大に対する軽減対策として、ハード・ソフト両面から対策を実施

する。まず、ハード対策であるが、待合席を増やすなど待合環境と執務環境の改善、

窓口数を増やす対策を 5 月までに対応する予定である。またソフト対策としては、総合
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窓口取扱業務の絞り込みによる極端な待合の滞留防止や、一部申請者代行作製の取

りやめ、発券機システム活用による各課窓口連携の拡大や業務委託契約への「サービ

ス水準」設定による処理時間等基準についての達成度評価の導入などを実施・予定し

ているところである。 

 これらの対策に合わせ、繁忙期の絶対的な職員不足に対応するため、住民記録業

務経験職員による応援体制を拡大したい。従前から、毎年 4月 1日付で他課へ異動す

る職員については、一定期間引き続き応援職員として対応願いたい。今回はこれらの

職員に加え、住民記録グループから異動後1年以内の職員についても、一定期間応援

職員として対応願いたい。従事日程及び時間についてであるが、従前からの応援職員

については 4月 1日から 14日終日までとし、今回あらたに拡大する応援職員について

は、最繁忙期である 3月 21日から 4月 10日の約 3週間、12時から 17時の全部また

は一部について応援業務をお願いしたい。なお、実際に勤務にあたる日や時間につい

ては、個別協議により異動先業務の状況等を勘案したうえで決定する。 

副区長  応援職員の事務スペースは確保できているのか。 

説明者  きちんと確保する。 

区長  応援職員の人数や対象者はこれが適当なのか。 

説明者  人数の拡大も検討したが、人事異動から 1 年を超えてしまうと、業務の知識も薄れて

しまったり最新の情報でなくなってしまうため研修等が必要となってしまい、即戦力とし

ての活用が難しくなる。このため、今回新たに依頼する応援職員の条件は、住民記録

係から異動後 1年以内とさせていただいた。 

区長  このような全庁的な応援体制というのは、区民サービスの向上のためにも、また、一

部の課だけに大きな負担がかからないようにするためにも大変重要な仕組みだと思

う。今回の取り組みを検証し、効果があるようであれば大いに取り入れ、全庁的に積極

的に取り組んでいってもらいたい。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（３）平成 29年 3月～平成 29年 5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 29年 3 月～平成 29年 5月分イベント・事業等開催予定一覧に

ついて報告。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

 

会議の結果 

（１） 平成 29年度本庁舎内の組織配置について 

（２） 総合窓口の改善について（繁忙期対策等） 

（３） 平成 29年 3月～平成 29年 5月分イベント・事業等開催予定（情報共有） 

→（１）・（２）について決定、（３）について了承。 

 

提出された資料等 

・平成 29年度本庁舎内の組織配置について（図面） 

・総合窓口の改善について（繁忙期対策等） 

・平成 29年 3月～平成 29年 5月分イベント・事業等開催予定一覧 

 


