
1 審議会等に関する情報の公開

○審議会等に関する情報など都民への情報
提供が不十分
○都民に必要な情報をわかりやすく、アクセ
スしやすく伝えているか等の都民目線での
情報提供の意識が不十分

○各部で所管する審議会や主な計画、主要事業
の進行状況等について、局ＨＰでの公開状況を
確認し、公開に向けて検討・準備
○局ＨＰに「情報公開ポータル」を開設し審議会
等情報にアクセスしやすい環境を整備。審議会
の開催状況や議事録等の情報提供を開始
○さらに都民に必要な情報をわかりやすく伝える
との観点で、現場及び若手職員が中心となり局Ｈ
Ｐの総点検を実施し改善に取り組んだ。

○「情報公開ポータル」への掲載項目追加、情報
更新を随時実施
○局で受け付けた都民の声のHPへの公表に当
たっては、寄せられた意見等を当該事例にとどま
らず広く都民の参考となるよう、できる限り平易な
言葉で丁寧に説明、ＵＲＬなど参考情報も含めて
わかりやすい情報提供に努める。
○引き続き、都民目線に立った情報提供に積極
的に取り組んでいく。

2
NPO法人設立等に係る認証審
査期間の短縮化

○申請書収受から認証まで最長４か月か
かっており、早期の認証が求められている。

○29年２月から、認証審査期間を３か月へ短縮
○4月1日から、認証審査期間を約２か月に短縮
〇認証の公表方法を都公報による公告からHP
掲載に変更し迅速化

3
窓口訪問者へのアンケートの実
施

○窓口の利用者の持つニーズや満足度を把
握できていない。

○より都民目線に立ったサービス改善を目指し、
窓口利用者に対しアンケートを実施
○アンケートの集計結果を取りまとめ、改善に向
けた分析・検討を実施

○引き続きアンケートを実施
○アンケート結果を踏まえ、窓口への動線など案
内表示の改善や、ホームページの掲載内容を見
直すなど、都民目線に立った改善策を順次実施

4 審議会の女性委員比率の上昇

○都の審議会の女性委員任用目標は35％
○女性の視点を政策に更に反映できるよう、
所管する審議会の女性委員比率46.3%（平成
28年4月1日現在）を上昇

○28年度の改選では取組前に既に後任者がほ
ぼ調整済であったため、任用率に変化なし

○統廃合により新たに設置する審議会におい
て、女性委員比率５割を達成（※暫定）
○引き続き、局内及び関係団体等への働きかけ
を強め、女性委員就任を積極的に促進
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5 超過勤務の縮減

○局の超過勤務が、職員1人あたり月平均
16.9時間（27年度）
○残業を前提としない様々な工夫・しかけを
行って、新たな組織文化として定着させてい
くことが必要

○若手PTによる、前例や固定観念に捉われな
い、更なる効率化が可能な作業の洗い出し
○上記結果を踏まえ超勤縮減生文ルールを策
定、局内において意見募集後、2月より試行

○試行結果を集約し、超勤縮減生文ルールを本
格実施
○月毎の1人当たりの超過勤務縮減（前年度同
月比）を実現
○超勤縮減生文ルールの活用及びＫＡ・Ｅ・ＲＵタ
グ運動の導入・推進等により、引き続き超過勤務
縮減を図る。

6 ペーパーレス化の推進

○会議では、紙資料をその場で配布してお
り、修正等による廃棄用紙や作業時間が増
加し無駄なコストが発生
○会議資料の保存は個人任せであるため、
管理が不十分
○電子決裁可能な事案も紙で処理している
ため、紙文書の保存に要する執務室内のス
ペースが常時不足

○若手PTによる検討を実施(意見総数95件)
○主要会議の資料は、事前にメール配信し、会
議ではプロジェクターに投影された資料を見なが
ら議論。可能な修正は、その場で行う取組を試行
○重要な会議資料は局サーバーに一元管理し、
原則として全ての職員が閲覧可能とするよう周知
○電子決裁可能な事案について電子決裁を徹底
し、電子決裁率を改善（27年度3％。改善策実施
後10％）

○引き続き、①主要会議等のペーパーレス化、
②資料の電子化・一元管理化、③電子決裁率の
向上等を通じ、職員の「紙離れ」を促進

7
文化振興事業の実施結果の公
開

○HP上の文化事業の情報について、これま
で事業告知がメインで、実施成果の発信が
不十分

○臨場感ある画像やブログ形式の詳細レポート
の掲載など事業実績・成果のコンテンツの充実と
情報発信の強化及びyoutubeを活用した動画に
よるアーカイブ情報の掲載

○28年度取組成果を踏まえ、更なるコンテンツの
充実を実施
○分かりやすいレイアウトへの変更やブログ記事
数の増加等、内容を充実

8
若手職員の問題意識を吸い上
げる取組

○若手職員が自由闊達に議論できる場や、
幹部に意見を述べる機会が不十分

○若手職員PTの立ち上げ、若手と幹部の懇談の
場の設置など
○若手PTの取組による超過勤務の縮減（超勤縮
減生文ルールの策定）、ペーパーレス化の推進
（局内主要会議のペーパーレス化、主要会議資
料の電子化・一元管理化、電子決裁率向上等）を
実現
○若手と幹部の懇談を各部所において計13回実
施

○若手職員による局の重要施策に関する検討及
び成果発表（11月）
○「局報」の作成（№21再掲）
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9
消費者への情報提供、被害防止
等に係る普及啓発の強化

○普及啓発事業は紙媒体中心に実施してい
るが、必要な情報が必要とする消費者に届
いているのか検証できていない。
○悪質商法の手口や商品事故などの消費
生活情報を確実に消費者に提供し、被害防
止をはかることが必要
○広く都民に情報提供出来る方法について
検討が必要

○全体ＰＴの開催（1回）
○個別ＰＴの開催（５回）
○紙媒体の情報提供に係る状況調査
　・情報収集媒体に係るアンケート　(約2千通）
　・事業別対象者へのアンケート　(3事業：累計3
千6百通）
○SNS等効果的な情報提供に係る研修実施
○若者向けスマートフォンを悪用した消費者被害
防止啓発動画（知事出演）の作成、公表

○高齢者向け消費者被害防止啓発動画の作成・
公表（２９年９月予定）
○乳幼児に関する商品安全情報を取りまとめた
冊子（ガイドブック）の作成に着手（３０年２月配布
予定）
○世代ごとに効果的な情報提供を行うための検
討を引き続き行い、機会を捉え試行実施

10 自律改革本部の運営等

○当局では、事業が多分野に渡ることから、
各部所間での問題意識の共有を図りづらい
状況
○部所や職層を超えた局一体の取組、職員
の参画を促進する仕組が必要

○都民ファーストの視点から、若手・現場を中心
として事務事業、予算、仕事の進め方等の総点
検を実施
○総務部長を本部長に各部所課長級で構成する
「局自律改革本部」を設置し、随時本部会議で取
組状況を共有、進捗を管理
○各ＰＴの取組状況の共有や意見募集等、職員
の参画を促進するため、「自律改革ポータルサイ
ト」を設置

○引き続き、本部会議を開催や新たな自律改革
への取組等を通じ、局全体で不断の自律改革を
推進

11 都政広報媒体の活用推進

○ICT進展やスマートフォン普及等によるメ
ディア環境変化に対応した効果的広報の検
証が不十分
○デジタル媒体を中心にした発信方法多様
化への対応、ターゲット・内容に応じた媒体
の選択等により、最新の都政情報を都民に
わかりやすく発信することが必要

○他県の広報の取組に関するヒアリング、都政
広報媒体の現況調査等を実施
○調査結果を踏まえ、デジタル媒体活用による
発信方法の多様化等効果的広報展開について
検討
（検討の結果、テレビ番組を一部見直し、財源を
確保）

○都政に関する動画をワンストップで視聴できる
ポータルサイト「東京動画」を開設(29年8月）
〇上記の開設に向けて、予告サイトを立ち上げ、
事前のＰＲを実施(29年6月）

12 男女平等参画施策の企画調整

○女性の活躍推進に向け、全体気運の醸成
のほか、対象に応じた普及啓発を幅広く実
施しているが、企業経営層への啓発など、他
局の事業と重複がある。

〇他局と連携して内容の重複を解消し、より効果
的な事業展開が出来るよう、見直しを実施

○若者、働く女性、男性など、対象に応じたより
一層効果的な普及啓発を展開
○知事の発信力を生かしたシンポジウムの実施
など、女性活躍の気運醸成等の取組を充実強化
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13 多文化共生社会の推進

○28年2月に策定した「東京都多文化共生推
進指針」に基づき、ポータルサイトの開設や
外国人向け生活ガイドの作成など、外国人
にとって生活しやすい環境整備を推進してい
る。
○今後、東京の経済面を含めた一層のグ
ローバル化に向け、外国人の受け入れ環境
の整備の取組を更に進展させることが必要

〇外国人向け生活情報冊子
「Life in Tokyo:Your Guide」の作成（英、中、韓、
日）
〇効果的な事業展開について検討

〇多文化共生社会に対する理解促進を図るため
の啓発・交流イベントの実施
〇在住外国人相談のための総合的なネットワー
クづくりの調査・検討

14 共助社会づくりの推進

○長期ビジョンにおいて36年度までのボラン
ティア行動者率40％の目標を掲げ、28年2月
に「共助社会づくりを進めるための東京都指
針」を策定し、これに基づき、ボランティア気
運醸成や活動環境の整備等に取り組んでい
る。
○2020大会開催に向け、行動者率40％の目
標達成時期を32年度に前倒し。そのため、よ
り一層広く都民に訴求する取組や行動者率
が低い層に的を絞った積極的な取組が必要

〇短時間からできるボランティア「ちょいボラ」のＰ
Ｒイベント実施
〇社会貢献表彰制度を創設（大賞4団体、特別賞
3団体表彰）
〇東京都ボランティア活動推進協議会の下に気
運醸成分科会の設置

○スポーツ・文化イベントと連携した体験型ボラン
ティアＰＲイベントの実施
〇企業・大学の活動を支援する事例集の作成

15
消費者への安全安心のための
取組の推進

○消費者被害の未然防止・被害救済のた
め、相談業務、消費者教育講座、HPによる
情報発信など様々な事業を展開
○商品による事故の未然防止のため、商品
の安全性調査や事故情報の発信など、商品
やくらしの安全対策を推進
○セーフ・シティの実現に向けて、子供から
若者、高齢者、外国人など全ての都民に、消
費者被害や商品事故に関する情報を的確に
届けるため情報発信の強化が必要

○若者向け啓発動画（知事出演）の作成・公表
（２９年３月）のほか、商品テスト実施状況等、わ
かりやすい動画の公表

○高齢者向け消費者被害防止動画作成
○ホームページ上で、消費生活トラブルに関する
情報を外国語（英・中・韓）で提供するための検
討・準備
○若者、高齢者等対象に応じた効果的な啓発方
法について更なる検討
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16 外国語相談対応の充実

○外国人からの相談に対して、契約ルール
など外国語での専門的な説明は困難
○電話での外国語対応が不十分であるた
め、日本語が話せる知人と来所してもらう、
通訳派遣の依頼などで対応
○相談者（外国人）及び相談員に加え通訳
者とも来所日時を調整する必要があり、速や
かな相談ができずに救済が困難になるケー
スもあるため、その場で通訳を介して助言で
きる体制整備が急務

○消費生活総合センターの相談において、通訳
を介した通話の仕組みの検討

○通訳を介した通話の仕組み（３者間通話、対応
言語：英、中、韓）を29年4月から導入

17
私立学校におけるグローバル人
材の育成支援

○生徒の海外留学、JETプログラムによる外
国語指導助手の活用、英語科教員の海外研
修派遣のための補助事業を実施
○先進的なICT教育等を行う私立学校に対
し、ＩＣＴ環境を整備するための補助事業を実
施
○各私立学校が行う様々な取組の成果を各
校が確認できる仕組が必要

○各私立高等学校が英語教育の効果を確認で
き、生徒の勉学意欲向上にもつながる外部検定
試験に対する支援策を検討

○各私立高等学校が英語教育の効果を確認で
き、生徒の勉学意欲向上にもつながる外部検定
試験に対する補助を実施

18 私立幼稚園における子育て支援

○保育ニーズ多様化等対応のため、「預かり
保育」を行う私立幼稚園に対し運営費の一
部を補助
○預かり時間が短い、長期休暇中に未実施
など、就労家庭等における教育ニーズに対
応できない園がある。
○0～2歳児を対象とする小規模保育施設で
は、卒園児を受け入れる幼稚園等施設との
連携が進んでいない。

○就労家庭等の教育ニーズにも対応可能な預か
り保育を実施する幼稚園に対し、長時間預かり保
育に対する支援拡充とともに小規模保育施設と
連携し卒園児受入れを行う園に対する支援を検
討

〇待機児童解消に資する取組を行う私立幼稚園
（ＴＯＫＹＯ子育て応援幼稚園）への新たな補助制
度の実施
〇ＴＯＫＹＯ子育て応援幼稚園の利用促進のため
の情報発信の充実
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19 東京の文化の創造・発信

○事業構築の過程において、都民ファースト
の視点が不十分
○芸術文化への関心が薄い層やインバウン
ドを意識したパブリシティが弱く、事業や施設
の魅力のアピールが不十分

○東京芸術文化評議会での議論を踏まえ、関係
団体とも調整し、事業を検討

○2020年に向けて、ホストシティTokyoプロジェク
トの一環として、国内はもとより、海外にも強くア
ピールする訴求力の高い東京文化プログラムを
検討
〇東京文化プログラムの助成制度の拡充（都民
の日常的な文化活動を発展させた取組に対する
支援等）
〇芸術文化に親しむ都民の日頃の成果を発表す
る場を街中で提供する「場の開放」事業の実施
〇都民をはじめとする様々な人からアイデアを公
募し、東京2020フェスティバル（仮称）の中核とな
るプログラムを構築する企画公募事業の開始
○東京の様々な文化プログラムを印象的な画像
で提供（日・英）を行うインスタグラムを開始する
ほか、インフルエンサーを招へいし東京の文化の
発信等を実施

20
都立文化施設の魅力・利便性の
更なる向上

○都立文化施設の果たす役割を踏まえ、誰
もが身近に芸術文化に親しめる環境整備を
検討
○インバウンドも視野に更なる利便性の向
上を図ることが必要

〇多言語対応、バリアフリー化の調査結果を踏ま
え、多言語対応ガイドブックを作成するとともに、
都立文化施設の多言語対応やバリアフリー化を
順次実施
〇電子マネー決済の導入に向けて検討
〇ユニークベニューについて、関係局で検討
〇展示物の写真撮影機会の拡充に向けて、関係
機関と調整

〇バリアフリー化、多言語対応の順次実施、電子
マネー決済の導入
〇4施設をユニークベニューモデル事業実施施設
とし、取組を推進
〇展示物の写真撮影機会の拡充について関係
機関と調整

21 「局報」の作成

○生活文化局は、所管事業が多分野にわた
り日常業務でお互いに連携する機会が少な
い。
○各部所がお互いの取組を知ることにより、
分野は違っても目標を共有したり、参考とな
る取組を取り入れたりするなどし、局としての
一体感や部所間の連携推進、事業の充実・
強化を図ることが重要

（29年度新規）

○各部所の事業や仕事上のノウハウなどを共有
することで、お互いの参考・励みとし連携を強化
することを目的として、若手ＰＴを立ち上げ「局報」
を作成
○若手職員の新たな視点、柔軟な発想を取り入
れ各部所の取組を硬軟織り交ぜて発信。作成過
程には局幹部との意見交換の場を設けるなど、
若手の力や意欲を引き出し高めるものとする


