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●ワーク・ライフ・バランスの推進について 

●障害を理由とする差別の解消の推進について 

●カラオケを活用した介護予防事業の全区展開について 



平成２９年６月２０日 

区長記者会見資料  

 
ワーク・ライフ・バランスの推進について 

 
今、個人の暮らしと仕事の両立=「ワーク・ライフ・バランス」が求められています。

家庭人、また幅広く社会に参加する市民としての生き方と、職業人としての時間とを無

理なく両立させることが、一人の働き手が生涯を通じて生み出す価値を最大にすること

につながり、そういう個人が集まることで組織全体としても、最大の成果を生み出すこ

とができる。そうした働き方へと社会が大きく変わろうとしています。 
中野区においても職員の個人としての充実した生き方を仕事に生かすことによって仕

事の質が高まり、それが区民にとっての最大の価値を生み出すことにつながる、そのよ

うな働き方や組織をつくり上げていくことが重要です。 
以上の考えを実践するため、区は、管理職が職員の人生とキャリアを全力で応援する

「イクボス」となることの宣言を６月１５日に行いました。また今後、時差勤務の試行

なども実施し、職場環境を整備していく他、関連事業等を通じて、関係団体等への周知、

アピールを行っていきます。 
 

１ 「中野区イクボス宣言」について 

中野区では、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく「中野区特定事業

主行動計画（第３期）」（平成２８年４月改訂。計画期間は平成３２年３月３１日まで）に

より、職員のワーク・ライフ・バランスの実現や女性活躍推進、また仕事と育児、仕事と

介護の両立に向け、超過勤務の縮減、年次有給休暇の取得促進、男性職員の育児休業等の

取得などの取組みを進めています。 
平成２９年６月１５日、中野区役所において、区長、副区長、教育長、代表監査委員

及び全部長が、この職員のワーク・ライフ・バランスの推進に向け「イクボス宣言」を

行いました。この宣言以降、各部（室・局）において、管理職全員で宣言（署名）を行

い、より一層の職場環境の整備に努めています（宣言文は別紙のとおり）。 
 

◎１５日の宣言同日、中野区議会本会議においても「『中野区イクボス宣言』を支持す

る決議」が全会一致で可決されています。 
◎７月１０日、中野区立小中学校の全校長も「イクボス宣言」を行う予定です。 
 なお、区と区議会、教育委員会がこの「イクボス宣言」により、ワーク・ライフ・バ

ランスの実現に向け一体となって行動するのは、２３区では始めてのものとなります。 
 
（イクボスの定義） 
「イクボス」とは、男性の従業員や部下の育児参加に理解のある経営者や上司のこと。子育てに

積極的に関わる男性をイクメンと呼ぶのに倣い、そのイクメンを職場で支援するために、部下の



育児休業取得を促すなど、仕事と育児を両立しやすい環境の整備に努めるリーダーをイクボスと

呼びます。（人事労務用語辞典の解説より） 
（１）各職場における周知等 

職場内に宣言文を掲示するとともに、朝礼等において周知を行っていきます。 
  また、各管理職の宣言文は異動の際、新所属へ持参するものとし、今後、新たな管

理職においても随時宣言を行っていくこととします。 
（２）関連事業等における関係団体等への周知 

男女共同参画、産業振興その他関連する事業において、関係団体・事業者等にイク

ボス宣言を行ったこと、内容等の周知を行います。 
 ○男女共同参画関連事業での取り組み予定 

・男女共同参画週間パネル展での掲示等 
（パネル展）６月２６日（月）～３０日（金）、中野区役所１階区民ホールで実施 

・男女共同参画センター情報誌「アンサンブル」（年１～２回発行）への掲載等 
・事業者向けワーク・ライフ・バランス講座（今秋以降開催）での周知等 

    区内経済団体との連携で実施 
○産業振興関連事業での取り組み予定 
・区内の経済関連団体（東京商工会議所中野支部、中野工業産業協会、 
中野区商店街連合会）への周知、アピール 

・産業振興センターにおける指定管理者事業での紹介 
   イクボス宣言以降、本年度は約２０事業を予定  

・ホームページ等での紹介 
  就労・求人支援サイト「ぐっＪＯＢなかの」等 

 
２ 時差勤務の試行 

家族との時間や趣味等、朝夕の時間を職員自身の生活に合わせられるようなワーク・

ライフ・バランスの推進と、都が進めている通勤ラッシュ緩和のための時差勤務（時差

Ｂｉｚ）の推進に向け、本年７月に一部職場において時差勤務を試行で実施します。 
試行期間終了後にはアンケート等を行い、検証を行います。 

（１）期 間  平成２９年７月１１日（火）～７月２５日（火） 

（２）対 象  政策室・経営室所属のうち希望する職員 

（３）目 標  対象職員のうち、５０％の利用 

（４）勤務時間の割り振り変更内容 

○割り振り期間 

区分 利 用 期 間 日 数 
利用者 

／対象職員 

ア ７月１１日（火）～７月１８日（火） ５日間 
４０％程度 

イ ７月１９日（水）～７月２５日（火） ５日間 

ウ ７月１１日（火）～７月２５日（火） １０日間 １０％程度 



○割り振り時間 

正規の勤務時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

① 割り振り変更 午前７時３０分から午後４時１５分まで 

② 割り振り変更 午前８時００分から午後４時４５分まで 

③ 割り振り変更 午前９時００分から午後５時４５分まで 

④ 割り振り変更 午前９時３０分から午後６時１５分まで 

 
（参考）東京都 時差 Biz 実施期間 

・平成２９年７月１１日（火）～７月２５日（火） 
・参加団体 中野区、千代田区、中央区、新宿区、豊島区、東日本旅客鉄道㈱、西武鉄道㈱、 

全日本空輸㈱、サントリーホールディングス㈱、パナソニック㈱ 他 
 
３ 超過勤務縮減の取り組みについて 

（１）プレミアムフライデー等の実施 

平成２９年４月、経営室長より各部等に「超過勤務の縮減及び年次有給休暇の取得促

進に向けた取り組み」（「プレミアムフライデー」に合わせた取り組みを含む）を通知し、

以下の内容での周知・徹底を図っています。 
①超過勤務の縮減  

  ・原則として午後１０時以降の超過勤務がないように努めること 
  ・部長は、月４５時間を超えることが想定できる場合には、業務の内容、理由等を事

前報告させ、応援体制、業務の執行方法の見直し、勤務時間の割振変更制度の活用

等により当該状況を発生させないための具体的対応に努めること 
②週休日の勤務 
原則として、土日の勤務命令は行わないこと 

③年次有給休暇の促進 
年間１０日以上の年次有給休暇の取得を行うこと 

④プレミアムフライデーに合わせた年次有給休暇の取得促進 
  ・月末の金曜日に職員が早期退庁することができるよう、職場環境づくりに努めるこ

と（窓口職場等で対応が難しい場合は、ローテーションを組むなど） 
  ・取り組みを推進するため、月末の金曜日の午後に会議を設定することを自粛するよ

う努めること 
また上記の他、長時間労働の解消については、各職場における月間の超過勤務の状

況を人事分野が把握し、月４５時間を超える超過勤務があった場合には、当該所属の

部長及び統括管理者（課長級等）へ通知し、注意喚起及び職場環境の改善を指示する

等の対応を行っています。 
（２）実効性等を上げるための取り組み 

  上記の他、ワーク・ライフ・バランスの推進に関し、実効性や業務の効率性を上げる

ため、以下の取り組みを行っています。 



問合せ先 

      経営室副参事（人事担当） 田中 電話 3228-8258 

 

 ○各種研修等の実施 
  ＩＴリテラシーやタイムマネジメントの研修、職員用の実務基本書「中野のなかの

コト」（本年５月作成。仕事の進め方等や育児等の休暇制度などを掲載）の活用等によ

り、効率的な事務処理や事務改善を図る取り組みを推進していきます。 
○女性職員の活躍を推進するための取り組み 

女性職員が仕事と家庭を両立しながらキャリア形成することを目的として、本年２

月、若手、中堅の女性職員を対象に、子育てをしながら係長や管理職になった先輩職

員と仕事や家庭、昇進など、さまざまな場面での思いや悩みを共有し、経験談や助言

等を得る「女性活躍サポートミーティング」を実施。現在、継続実施を検討中。 
（受講者 17名。講師 9名（教育長、管理職、係長級を含む） 

 
（その他参考）「中野区特定事業主行動計画（第３期）」における目標 

【目標１】 
子どもの出生時における父親の出産支援休暇および育児参加休暇の取得率を 100％に

する（平成 28年度の達成率 出産支援休暇 100％、育児参加休暇 31.3％） 

【目標２】 

男性職員の育児休業取得割合を 10％以上とする（平成 28年度の達成率 12.5％） 

【目標３】 

  管理職に占める女性の割合を 25％以上にする（平成 29年 4月 1 日現在の達成率 24.2％） 

【目標４】 

  全職員の年間年次有給休暇取得日数を１０日以上とする（平成 28年中の達成率 73.3％） 

 

「中野区イクボス宣言」（６月１５日の宣言時に撮影） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

平成２９年６月２０日 

                        区 長 記 者 会 見 資 料 

 

障害を理由とする差別の解消の推進について 

 

平成２８年４月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消

法）」が施行され、区では「中野区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する

対応要領」を制定し、「中野区障害者対応基本マニュアル」の策定及び「中野区障害者差

別解消検証会議」の設置を行いました。 

障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての区民が障害の有無により分け隔てられる

ことなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目

的として、今年度は以下の取り組みを実施します。 

なお、この法律に関連し、区長の附属機関として条例により設置する審議会は、２３区

では初めてのものとなります。 

 

１ 今年度の取り組みについて 

（１）中野区障害者差別解消審議会の設置 （平成２９年６月１５日条例制定） 

   中野区等が実施した障害者差別解消に関する取り組みについて、公正性の確保と改善

を図るため、区長の附属機関として、中野区障害者差別解消審議会（以下「審議会」と

いう。）を設置しました。審議会は、区長の諮問に応じ、合理的配慮の提供及び不当な

差別的取扱いについての区の方針に関すること、区民等への障害者差別解消に係る啓発

活動、その他障害者差別解消の取り組みの改善等について、意見を述べます。 

審議会委員は、障害者差別解消に係る知識を有する学識経験者、障害者関係団体から

の推薦者等、５名以内で構成し、審議会は当面、春・秋に各１回程度開催する予定です。 

（２）相談窓口の設置 

   区の業務に関する合理的配慮の提供等は、担当所管分野で行いますが、担当所管分野

への相談において解決に至らない場合は、相談窓口（健康福祉部福祉推進分野）で相談

に応じます。相談窓口に相談があった案件は、障害者差別解消検証会議（庁内会議。部

長級）を開催し、担当所管分野の対応が適切であるかどうかを判断し、必要に応じて是

正措置や再発防止を行います。（次頁に図解あり） 

  （参考）「障害者差別解消法」について 

   行政機関等に求められること、相談体制等について（中野区ホームページより） 

  （「中野区における障害を理由とする差別の解消の促進に関する対応要領」 

「中野区障害者対応基本マニュアル」）    

(URL) http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/404500/d022867.html 
   

（３）区民向け啓発事業及び職員を対象とする研修の実施 

（４）障害者差別解消に係る相談状況調査 

   合理的配慮の提供及び不当な差別的取扱い等、障害者差別に関する相談について、全

分野に対し四半期毎に調査を行い、その結果を共有します。 

 



 

 

２ 今後の予定 

平成２９年～７月  職員向け手話講習会の実施 

９月  中野区障害者差別解消審議会開催 

１２月  区民向け啓発事業の実施 

平成３０年 １月  職員向け研修の実施 

 

（参考）「中野区における障害者差別解消に関する相談体制（図解）」 

      （「中野区障害者対応基本マニュアル」31頁より）     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

健康福祉部副参事（福祉推進担当）  岩浅   電話 3228-5628 

健康福祉部副参事（障害福祉担当）  稲垣   電話 3228-5630 

 

 



平成２９年６月２０日 

区長記者会見資料  

 
カラオケを活用した介護予防事業の全区展開について 

 
区は、平成２９年４月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始し、高齢になって

もできるだけ介護状態に至らず、自立した生活ができるよう介護予防の取組みを充実さ

せることとしました。 
そのひとつとして、音響機器（カラオケシステム）を活用した介護予防事業を高齢者

会館など区内２０カ所で始めました。閉じこもりがちな方の外出機会を促し、歌や体操、

脳トレなど多彩なメニューで、高齢者の健康維持、仲間との交流を図っていきます。 
 なお、自治体内の全地域で同様の事業を一斉に展開するのは、東京都内では中野区が

初めてとなります。 
 
１ 事業の概要  

  この事業は、音響機器（カラオケシステム）を使って「うたと音楽の力」で、運動、

口腔及び認知機能の維持向上を図るものです。たとえば、参加者のよく知っている楽

曲に簡単な振り付けをつけ、歌いながら踊ることで自然に身体を動かし、みんなで楽

しくコミュニケーションを図ることができます。また、呼吸法やボイストレーニング

を音楽にあわせ行うものや徐々に変化していく写真のどこが変わったかを当てるゲー

ム感覚のものなど、多彩なコンテンツが用意されています。 

  どのコンテンツを利用するかは、参加者の状況に応じて、専門のインストラクター

が行います。下記のとおり対象者別に２つのプログラムがあります。（別添資料参照） 

（１）なかの元気アップセミナー（短期集中予防サービス） 
要支援者など虚弱な方を対象としたプログラム 
すこやか福祉センター圏域ごと４カ所で、週１回、１コース１２回、１回２時間

程度、１コース定員１５人 年間２８コース 定員４２０人 
（２）高齢者会館等での一般介護予防事業 

６５歳以上の一般高齢者を対象としたプログラム 
高齢者会館等１６か所で、週１回、１コース１２回、１回２時間程度、１コース

定員２０人 年間４８コース 定員９６０人 
   身体が弱ってきていると感じている方に対して、（１）のプログラムで改善を図り、

その後、地域の高齢者会館などで（２）のプログラムに取組み、継続的な健康維持

を図っていく。 

 

２ 参加費 

  無料 

 

 

 



３ 受託事業者及び使用機器 

  株式会社第一興商東京支店 

  生活総合機能改善機器「DK エルダーシステム」 

 

（高齢者会館での利用状況 6月 15日・16日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

  地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当） 酒井 電話 3228-5403 
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