
1 



2 



【補足説明】 
  現在，人口現状に伴う少子高齢化や生産年齢人口（15歳から65歳以下）の減少
に伴う労働力不足が，大きな社会問題となっています。 
石岡市も例外ではなく，平成22年の国勢調査において生産年齢人口は5万人ほど
でしたが，平成27年国勢調査では4万5千人ほどとなり，この5年間で5千人も減少
しており，今後更に減り続けることが予想されています。 
 
  そこで課題の１つとなるのが，長時間労働の是正です。 

長時間労働は，健康を害するだけでなく，仕事と家庭生活の両立を困難にし，少
子化の原因や，女性のキャリア形成を阻む原因，男性の家事・育児の参加を阻む
原因となっています。 
   これらを是正することにより，ワークライフバランスが改善し，女性や高齢者も仕

事に就きやすくなり，労働参加率が向上し，また男性の家事・育児への参加の促
進につながっていくと考えられます。 
 

 経営者にとっては，長時間労働の是正によって，どのように働いてもらうかに関
心を高めることにより，単位時間当たりの労働生産性向上につながることが考えら
れます。 
 
  こういった働き方改革を行うことにより，働く方一人ひとりが，より良い将来の展
望を持ちうるようにすることが，今の時代の目指すべき姿として挙げられます。 

多様な働き方が可能な中において，自分の未来を自ら創っていける，自分の意思
で選択できるような社会が，今の時代に求められています。 
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【補足説明】 
 地方自治体でも働き方改革が求められています。 
 

 仕事と家庭の両立のためにワークライフバランスの推進の需要が高まり，仕事
に対する価値観の変化や，夫婦共働きが多くなるなどライフスタイルが多様化して
いる現在，働き方に対するニーズも多様化しています。 
 

 その多様化しているニーズに応え，職員がそれぞれの能力を十分に発揮し，高
い士気を持って勤務できるような働き方が求められています。 
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【補足説明】 

 このような「働き方改革」は，全国の地方自治体においても続々と進行中であり，
例といたしまして，山口県周南市，福井県大野市，神奈川県川崎市などが取り組
んでおります。 
 
 茨城県内では，笠間市などが現在働き方改革に取り組んでいます。 
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【補足説明】 
 石岡市では，昨年12月に『いしおかイクボスプロジェクト』を立ち上げ，市長をは

じめ，幹部職員みなさんに「石岡市役所イクボス宣言」を行っていただいたところで
す。 
 

 ※今年度，すべての管理職がイクボスセミナーを受講し，「石岡市役所イクボス
宣言書」へ署名，イクボス宣言を行っています。 
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【補足説明】 

 「石岡市役所イクボス宣言」によるイクボスの推進と，今回提案する「石岡市役所
働き方改革」の実行により，“市民サービスの質の向上”と“職員が働きやすい環
境の整備”を目指します。 
 そして“働きたい・働きやすい石岡市役所”への転換を図ってまいります。 

 さらに，市役所自らがロールモデルとなり，この取組を情報発信していくことで，
『働きたい・働きやすい石岡市』の実現に取り組んでいきます。 
 

 「Ｃｈａｎｇｅいしおか～ボスが変われば職場が変わる！職場が変われば笑顔にな
る！～」は，いしおかイクボスプロジェクトで掲げているスローガンです。このス
ローガンにもあるように，最終的には，職場にいる全員が笑顔で働ける，そういっ
た職場を目指していきたいと考えています。 
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【補足説明】 

 石岡市役所における時間外勤務は，ここ数年間で増加傾向にあることが，この
データより見てわかります。 
 
 平成26年度までは13時間程度で推移しておりましたが，ここ2年ほどにおいては
急激な増加が見られ，昨年度の職員一人あたりの時間外勤務の平均時間は16.8
時間となっており，平成24年度より約4時間ほど増加しました。 
 

 このペースでいくと，時間外勤務は更に増加していくことも予想され，さきほどご
説明させていただきました長時間労働の是正は喫緊の課題となっております。 
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【補足説明】 
 時間外勤務の状況を年代別にみてみると，30代前半，次に20代後半，30代後半
と，いわゆる「子育て世代」の時間外勤務が多くなっていることが分かります。 
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【補足説明】 
  年次休暇の取得率は，ここ5年間でほぼ横ばいとなっており，毎年1月に年20日
の年次休暇が付与される中，平均取得日数は10日前後となっております。 
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【補足説明】 
 年次休暇取得率を年代別にみてみると，一番多く取得できているのは40代前半
で，年齢層が下がるとともに取得日数が減少していることが見てとれます。 
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【補足説明】 
  石岡市の場合，夏季休暇は職員一人あたり6日間付与され，6月から9月に取得
することになっています。 
 
  過去5年間の取得率をみてみると，いずれの年も90％を超えており，ほとんどの
職員が夏季休暇を取得できていることが分かります。 
 
 
※夏季休暇取得率を引用した理由 
  年次休暇取得率と夏季休暇取得率には大きな差が見受けられます。具体的に
は 年次休暇取得率が24.0％であるのに対し，夏季休暇取得率が90％以上である

というものです。この背景には，夏季休暇の場合，期間内の取得という意識が高く，
声掛けやスケジュール管理がされていることが考えられます。 

 このような分析結果を踏まえ，この後，「休暇の計画的な取得」という提案がされ
ることから，「夏季休暇取得率」のデータをここで取り上げています。 
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【補足説明】 
 以上，石岡市役所の職員の現状から見えてくる課題として 
   ①長時間勤務の常態化， 
   ②年休取得率の低さ 
が挙げられます。 
 

 これらの問題により，仕事と家庭生活の両立が難しくなり，その結果女性のキャ
リア形成を阻んだり，男性の家事・育児の参加を阻むことにつながることが考えら
れます。 
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【補足説明】 
 これらの課題を踏まえ，我々が考える「理想の職場」は 
   ・業務の効率化が図られており， 
   ・時間外勤務の縮減が行われており， 
   ・有給休暇等の積極的な取得ができる 
 
 つまりは，仕事と家庭生活が両立できる職場（ワークライフバランスを実践する職
場）が理想と考えます。 
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【補足説明】 
 平成28年１２月に「いしおかイクボスプロジェクト」の一環として，幹部職員はイク

ボス宣言を行いました。本提案は，イクボスが主導して進める労働環境の改善を，
「イクボス度チェック」で定期的に確認していき，全職員が働きやすい環境づくりを
おこなうものです。 
 
（具体的な取組み事項） 
❐イクボス度チェックシートの策定 
  チェック項目としては，課員の業務バランスが適正か，時間外勤務の状況，有    
     給休暇の取得状況等を確認します。職員が働きやすい環境となっているかを客 
     観的に分析することで，現在の問題点を「見える化」し，改善する事を目的とし 
    ています。 
❐情報の公開 
  イクボス度チェックの結果を全職員が共有することで，問題意識の共有をし，改 
     善に取り組んでいきます。 
❐定期的なイクボス研修の実施 
  問題点を「見える化」した後は，研修等を活用し，速やかな解決にあたります。 
 
（期待される効果） 

 イクボスが主導して働きやすい環境づくりを行うことは，将来のイクボス候補の
養成に繋がります。また，イクボスが率先して働きやすい環境づくりを行い続ける
ことで，全職員が働きやすい環境になります。 
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【補足説明】 

 業務改善を行う中で重要なことは市民へのサービスを向上しつつ，より効率的・
効果的にしていくことです。そこで，ここでは「市民目線のサービス」を行うためにど
のように取り組んでいくかを提案します。 
 
（具体的な取組み事項） 
❐ＦＡＱの更新 
  現在，ポータル内には各課が以前作成したＦＡＱや業務マニュアルが登録され 
 ています。しかし，登録から時間が経ち，現在の業務内容にそぐわないものも見 
 受けられます。こうしたＦＡＱ等のマニュアル類を適正な内容に更新することで， 
 担当者が不在の状況になっても対応できるようにします。 
❐業務の進捗状況の共有化 
  担当者が不在でも業務が滞らない環境づくりを進めていきます。定期的なミー  
 ティングや，課員がお互いの業務の状況を把握し連携していくことで，円滑に業  
   務が進む環境づくりを進めます。 
 
（期待される効果） 

 お互いに連携しあい・助け合う環境づくりを進めることで，職員間の業務の平準
化を進めることが出来ます。また，担当が不在でも対応ができるようになり，市民
サービスの向上に繋がります。そうした状況は，休暇の取得が容易になることに繋
がり，有給所得率の改善にもつながります。 
 

19 



【補足説明】 
  職員の残業時間を削減するためには，仕事を効率的に行い，時間内に仕事を

終わらせるための努力が必要です。そこで本提案では「仕事時間」に注目し，より
効率的に業務を行うための提案をします。 
 
（具体的な取組み事項） 
 ❐指示の明確化 
   指示を行う際に，目的・資料の提出期限などを明確にすることで，業務の優先  
      順位をつけ，限られた時間で効率的に仕事をしていきます。 
 ❐事務決裁等の見直し 
   電子決裁システムの導入や，タブレット端末の導入を進めることで，現在の決 
       裁システムより効率的に業務を行うことができる環境づくりをすすめることが重 
       要です。 
 ❐会議の方法の見直し 
   会議は資料の準備・会議時間の延長等の理由により，職員の業務負荷が高 
       い状況のため，短い時間で会議を行うための努力が必要です。そこで，本提 
       案では「会議時間の制限」「午後四時以降の開催を禁止」「資料のペーパーレ 
       ス化」といった方法で，より効率的な会議運営を全職員が行えるようにしていく 
       ことを提案します。 
 ❐アウトソーシングの導入    
   効率化という観点で業務の見直しを行い，アウトソーシングも適切に行うことも 
       必要です。 
 
（期待される効果） 

 業務の効率化を進めることで，業務時間が短縮します。残業時間は削減され，
職員のワークライフバランスが保たれます。 
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【補足説明】 
  現在，日本では子育てを理由に働くことが制限されてしまう事例が社会問題と

なっています。そこで本提案では，石岡市全体のロールモデルとなるような「働く人
が子育てをしやすい環境づくり」を提案します。 
 
（具体的な取組み事項） 
 ❐時差出勤制度の多様化にむけての検討 
   働き方が多様化する中で，8時30分から１７時１５分までの勤務時間では，負   
       担になってしまう状況が発生しています。（例：子供を保育園に送る，会議が１   
       ９時から）。ここでは時差出勤を導入することで，多様な働き方に対応できるよ 
       うにすることを提案します。 
 ❐相互協力の意識醸成 
   子育て中には，子どもの急な発熱等の理由でどうしても出勤が出来ない事態  
       も想定されます。そこで，子育て期間中の職員に配慮した業務分担，サポート 
       を行い，子育てが負担にならない環境づくりを行います。 
 ❐男性職員による育児休業・配偶者出産休暇等の積極的取得 
   現在の石岡市の男性職員の育休取得は非常に低く，家庭内での女性の家 
   事・育児への負担が高くなっています。そこで積極的に育児休業を取得し，家    
   庭内の男女格差をなくしていくため，育休の取得率向上が必要です。 
   市長からのトップダウンの指示など，思い切った方法で対象者に積極的に育  
  休を取得していただくことで，育休が取りやすい環境づくりを進めます。 
 
（期待される効果） 

 男性の育児への参加が積極的に行われることは，ワークライフバランスの観点
から非常に重要です。子育てと仕事の両立を行い，公私ともに充実した職員を増
やしていきます。 
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【補足説明】 

 石岡市では，「いしおかイクボスプロジェクト」をスタートさせ，全管理職がその宣
言をし，その効果が期待されているところです。 
 
（具体的な取組み事項） 
❐イクボス・オブ・ザ・イヤー賞の制定 
   イクボスオブザイヤーとは，石岡市のイクボス宣言をした管理職から，その年  
 もっとも模範的なイクボスとして活躍された方を，全職員の評価をもとに，表彰す 
 るものです。イクボスとしての活躍度を，公平な表彰項目を策定し，宣言の理解 
 と実践がなされているかを測定するものです。表彰項目については，資料に示す 
 とおり，イクボス宣言の内容を基に設定することが望ましいと考えます。 
 
（期待される効果） 
 イクボスの推進状況を可視化することができる点が挙げられます。イクボスの皆 
さんだけでなく，イクボス宣言をしていない若手，中堅職員もイクボスについて考 
える機会をもつことができます。若手，中堅職員は将来のイクボス候補でもあり 
ます。組織全体としてイクボスに対する意識改革を行うことで，真のイクボスの浸 
透が図られると考えます。 
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【補足説明】 
   データを見ると年次休暇の取得率は23～25％と低い傾向が続いています。一
方で，夏季特別休暇は90％以上の高い取得率を維持できています。その理由とし

て，夏季特別休暇については，期限内に全員が取得できるよう積極的な声掛けが
なされていることが理由ではないかと考えました。 
 
（具体的な取組み事項） 
❐管理職を含め，課全体で休暇取得について休暇取得スケジュールを管理する 
  お盆期間中などは，どの課においても休暇のスケジュール確認はされていると  
 思います。それに近いものが，月単位などで管理されれば，組織として計画的に 
 休暇を取得できます し，休暇取得率が低い職員への声掛けもしやすい環境が 
 生まれるのではないでしょうか。 
❐振替休暇についても事前に取得日を決める 
 
（期待される効果） 

 ワークライフバランスが推進されることで，プライベートが充実し，仕事により集
中して取り組むことができます。結果として職員誰もがいきいきとし，より情熱を
もって仕事に取り組め，高いレベルでの業務成果が期待できます。 
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【補足説明】 

 早い時間での退庁促進については，総務課による取り組みがされています。し
かしながら，効果としての実感は薄く，もう一歩踏み出した取り組みが必要ではな
いかとの意見がありました。そこで「20時全職員完全退庁」を提案します。 
 
（具体的な取組み事項） 
❐19時に加え，再度20時に退庁を促す音楽を流す 
  現在，19時に退庁を促す音楽が流れ，パソコン上でもメッセージが流れます 
  が，そこで仕事を切り上げるという雰囲気に乏しいのが実情です。19時は事前  
  通告として，従来通り音楽・メッセージを流します。20時には完全に退庁を指示 
  する意味合いをもった音楽・メッセージを流します。 
❐20時に一斉消灯 
  退庁時間である認識を職員に持たせます。急ぎの仕事があれば再度点灯し残 
  業を継続することは可能ですが，一度消灯することは20時が完全退庁の時間 
  だという強烈な印象が職員に植えつけられます。 
 
（期待される効果） 
  時間外勤務の縮減が図られ，また，限られた時間の中で業務を完了させるため

のスケジュール管理が徹底され，効率的に業務を遂行する意識が生まれます。将
来的には，20時と言わず，19時あるいは18時完全退庁が目標となるよう，その第
一歩として提案をさせていただきます。 
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【補足説明】 

 毎年，新しい事業や取り組みが開始され，市民満足度の上昇を目指した努力が
されています。一方で，それら新しい取り組みが積み重なり，職員の負担が増加し
ている傾向にあります。 
 
（具体的な取組み事項） 
❐目標を達成した業務等の洗い出しによる再編」 
  業務によっては，すでに目標を達成しているにも関わらず，機械的に，従前通り  
 に継続しているものがあります。市のかかわり方を変えることを検討するなど， 
 業務内容の洗い出しと再編を行います。 
❐廃止等を含めた見直しの実施 
  時代にそぐわなくなった，または人的負担が大きいもののその効果が低いなど，  
 原因・理由は様々ですが，そういった業務について廃止等を含めた見直しを実施 
 します。業務を廃止することで批判も生じるかと思いますが，「やらない，やめる 
 覚悟」が必要な時期と考えます。 
 
（期待される効果） 

 組織全体として業務を選択し，その業務に集中することで，業務の効率化が図ら
れます。また効率化が図られることで，職員から新たな提案が生まれ，従前以上
の業務成果が期待されます。 
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【補足説明】 
  帰り際に指示を出されると時間外勤務をせざるを得ない状況が生じることが考

えられます。また，不明確な指示は，指示を受けた職員のモチベーションの低下を
招くとともに，計画的な業務遂行にも支障が生じる場合もあることから提案するも
のです。 
 
（具体的な取組み事項） 
❐具体的指示の励行 
  指示を出す職員は，その業務の目的と求める成果物が何なのか，さらにいつま
でに提出または報告をするのかといった部分を具体的に示します。 
❐指示は，原則午前中に行う 
  指示でも，簡単に完結するものから時間を要するものまで，その中身は様々で 
 す。その中でも特に今日中に終わらせなければならない業務に関する指示につ 
 いては，原則として午前中に行うことを実施します。 
 
（期待される効果） 
  明確な指示を出すことで，内容を理解した上で業務に携わるという点，期限が明

確であれば現在取り掛かっている業務と調整しながら行えるということから心に余
裕を持てるなど，職員のモチベーションの低下を防ぐことが期待されます。また，
午前中という早めの指示，あるいは具体的な指示によりスケジュール管理が可能
となり，業務の効率化が進むことも期待されます。 
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【補足説明】 
  石岡市役所における働き方改革は，イクボス宣言をした管理職だけでなく，石岡

市役所で働くすべての職員が主役であり，全職員が一丸となって取り組まなけれ
ばなりません。 

今回の様々な提案を実現させていくことが働きやすい職場の実現につながるもの
と確信しています。 
  しかし，これらだけでは十分とはいえません。最も重要なのは，幹部職員すべて
の職員ひとりひとりがチェンジ，変わらなければなりません。 
 

 業務に対する「意識」，業務の「プロセス」，業務を遂行するために求められる「個
人の能力」，業務を遂行する上での「人とのかかわり方」，これらをチェンジする必
要があります。 

 職員全員がこの意識を共有し，変わっていくことが石岡市役所の働き方改革を
進めるうえで大変重要なキーワードであると考え，この発表のタイトルを「Ｃｈａｎｇｅ
いしおか」としました。 

30 



【補足説明】 

 現在，民間企業はもちろん，地方自治体でも働き方改革が求められています。
私たちの石岡市役所における“働き方改革”も待ったなしの状況です。 
 

 今回提案させていただいたものの実施へ向けた検討，さらには４つのチェンジに
より石岡市役所働き方改革を進めていかなければなりません。 

石岡市役所で働いているすべての職員が，さらには，石岡市役所で働きたいと
思っている若者が，働きたい，働きやすいと思えるような，理想の職場の実現に向
け，職員一丸となって取り組んでいきたいと考えています。 

このような職場の実現は，『市民目線に立った行政サービスの提供』へとつながっ
ていくものと確信しています。 
 
  すぐに結果が出るものばかりではありません。しかし，諦めた時点で改革は終

わってしまいます。共通認識のもと，根気よく改革に取組み，働きやすい職場が実
現できることを期待し，今回の提案とさせていただきます。 
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