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会 議 録 

◇詳細―企画調整グループ 電話０３－３９８１－４２０１ 

附属機関又は 

会議体の名称 
平成２３年度 未来戦略創出会議（第５回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 平成 23 年 9 月 21 日（水） 15 時 30 分～17 時 00 分 

開催場所 第二委員会室（本庁舎４階） 

議題 （１）平成 24 年度組織及び職員定数の管理に関する基本方針等について 

（２）平成 23 年度行政評価の実施結果について 

（３）豊島区暴力団排除条例（仮称）の制定及び豊島区生活安全条例の一部改正に

ついて 

（４）職員の時間外勤務状況について 

（５）政策経営会議（H23 年度第 10 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・教育長・政策経営部長・総務部長・施設管理部長・区民部長・文化商

工部長・図書館担当部長・清掃環境部長・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・土木部長・会計管理室長・教育総務部長・選

挙管理委員会事務局長・監査委員事務局長（欠席）・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・総務課長・人事課長・財

産運用課長 

説明者 治安対策担当課長 

事務局 企画課企画調整グループ係長・主任主事 
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審議経過 

（１）平成 24 年度組織及び職員定数の管理に関する基本方針等について 

幹事： 資料に基づき、平成 24 年度組織及び職員定数の管理に関する基本方針について

説明。 

組織及び職員定数については、「新生としま改革プラン」「財政健全化計画」「定員管

理計画」などに基づき見直しを行ってきた。その結果、職員数はピーク時である平成 5

年度の 3,098 人から平成 23 年度の 2,013 人まで 1,085 人減少している。しかしながら、

職員一人あたりの住民数や人件費に係る各種指標は、依然として 23 区平均に達して

おらず、景気や雇用の低迷による税収の落ち込みや扶助費の増加による区財政の厳

しい情勢、今後増大する施設の更新や急激な少子高齢化への対応などを考慮すれ

ば、「新定員管理計画」の方針のもと、引き続き少数精鋭による職員体制を構築し、将

来にわたる安定的な区政運営を可能なものとしなければならない。 

このため、細分化された担当係長や係組織などは、スケールメリットの観点から、グ

ループ制の導入や類似・関連する組織との積極的な統合を進めるとともに、部及び課

についても、定数削減の状況を踏まえ、組織の「ビルド・アンド・スクラップ」を徹底し、可

能な限り現行組織の課及び係数を超えない組織数としたい。 

職員定数については、行政評価の有効活用による事業の重点化や大胆な見直し、

文書システム・財務会計システム導入による事務軽減などによって、定数の見直し・最

適化を図ることとする。なお、新規需要や施策の重点化に対応するための定数措置に

あたっては、区全体の定数内における「ビルド・アンド・スクラップ」を基本原則とする。

非常勤職員等の運用については、業務の繁閑に応じた合理的な配置や人材の有効活

用に努めるとともに、国及び都の補助事業により臨時職員を活用する場合には、補助

事業終了後の事業のあり方を十分念頭に置き、臨時職員の安易な継続活用がないよ

う留意されたい。 

   区長： この間、生活保護受給者の増加によるケースワーカー等の職員体制は、どのように

対応してきているのか。 

        幹事： 平成 19 年度は 74 名の正規職員を配置していたが、生活保護受給者増加に伴い、

現在では 101 名の正規職員を配置し体制を強化している。なお本区では、業務を切り

分け、就労支援等については専門的知識・技量を持つ非常勤職員等を有効活用する

ことにより、ケースワーカーが訪問等の本来業務に重点的にあたることができるような

体制をとっている。生活保護受給者の増加状況に応じた人員体制の適切な強化につ

いては、スペースの確保等の課題とあわせて、今後も引き続き検討していきたい。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（２）平成 23 年度行政評価の実施結果について 

幹事： 資料に基づき、平成 23 年度行政評価の実施結果について説明。 

本区の行政評価は、平成 13 年度の本格導入以来、今年度で 10 年目の実施となっ

た。評価対象事業は、平成 23 年度新規事業等の一部を除く、全事務事業 662 事業で

ある。今年度は後期基本計画の策定に伴い、評価事業と計画事業を可能な限り結び

つけ、計画の進行管理機能の強化に努めるとともに、決算審査等に有効活用できるよ
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う、議会への評価結果提出時期を前倒しし、あわせて利便性向上のための概要を作

成するなどの改善を図っている。 

事業所管課による現状の評価では、662 事業のうち 419 事業が「おおむね良好」とさ

れ、多くの事業が円滑に実施されているとの評価になったが、事業進捗の遅れや実施

方法に課題のある事業も一部にみられた。現状の評価を踏まえて実施した今後の方

向性についての評価では、重点評価事業について二次評価、さらに一部は三次評価

を行い、区としての方向性を明確化した。 

平成 22 年度の行政評価において事業仕分け的視点を取り入れ、すべての事業を総

点検し改善を図ったこともあり、今年度の評価においては縮小・廃止等が適当と判断し

た事業は限定的となったが、全体の 4 分の 1 程度の事業については、一定の改善・見

直しを要すると評価した。評価結果については、ただちに対応できる事業について平成

24 年度予算に反映するほか、実施計画の策定や定員管理等、積極的に活用してい

く。また、行政評価制度の運用については、これまでも内容等の充実に努め、様々な

場面での活用を図ってきたが、これまでの経験を踏まえ、実効的で、本区にふさわしい

制度の確立に向け、今後も研究・検討を重ねていく。 

副区長：  今後の行政評価制度の運用について、現時点で何か検討していることはあるのか。 

幹事：  外部評価については、現在 23 区中 17 区で実施されている。本区においてもこれまで

施策評価について 3 年間外部評価を実施してきたが、今後は事務事業評価に外部評

価を取り入れることについて検討したい。また、計画事業の進行管理機能強化という点

からも、施策評価の実施についてあわせて検討していきたい。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（３）豊島区暴力団排除条例（仮称）の制定及び豊島区生活安全条例の一部改正について 

説明者：   資料に基づき、豊島区暴力団排除条例（仮称）の制定及び豊島区生活安全条例の

一部改正について説明。 

今回の条例の制定及び一部改正は、WHO セーフコミュニティの認証に向けた区民、

事業者、警察等の行政機関との協働による、安全・安心なまちづくりを主眼としたもの

である。平成 23 年 9 月 21 日から 10 月 21 日までパブリックコメントを実施し、区民の

方々から広くご意見をうかがう予定である。 

「豊島区暴力団排除条例（仮称）」は、暴力団排除に対する区の強い意志・姿勢を示

すための独立した条例であり、平成 23 年 10 月 1 日から施行される「東京都暴力団排

除条例」を補完する規定や、暴力団排除活動のさらなる気運の醸成を図る規定を整備

している。また、豊島区の地域特性を踏まえた課題に対する規定の整備を行い、特に

虚偽養子縁組における措置を盛り込んだ条例は全国で初めてである。 

「豊島区生活安全条例」は平成 12 年に制定され、その後の区民・事業者等による自

主防犯パトロール等の安全・安心まちづくり活動の活性化等により、刑法犯認知件数

が大きく減少している。しかし、繁華街周辺では、風俗営業の客引きやスカウト等が横

行し、区民及び来街者に多大な迷惑・不安等を及ぼしているため、これら「客引き・路上

スカウト行為」に対する必要な規制のほか、効率的かつ効果的な環境浄化対策を展開

するなど地域力の向上を図るため、条例の一部改正をするものである。「客引き・スカ

ウト行為」等の禁止行為の規定を整備するほか、迷惑行為防止重点地区の指定を行う
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とともに、区が違反行為者に対して指導することができるほか、セーフコミュニティの視

点から、あらかじめ指定した者に指導権限の一部を委託することができる規定を整備

することが大きなポイントとなっている。 

区長： 今回の条例制定・改正内容は、本区の地域特性を踏まえた課題に対して特徴的な

規定整備を図っているほか、あらかじめ指定する者に「客引き・スカウト行為」等の違反

行為者に対する指導権限の一部を委託するなど、周りからの注目度も高く、セーフコミ

ュニティの観点からも区民や事業者、関連団体等の協力や理解が不可欠である。パブ

リックコメントなどを通して、丁寧な説明を行ってもらいたい。 

 ⇒報告の通り了承する。 

（４）職員の時間外勤務状況について 

 

 資料に基づき、職員の時間外勤務状況について説明。 

 時間外勤務について 1 か月当たり 45 時間以上であった職員数は、平成 18 年度は延

べ 107 人であったが、平成 22 年度では延べ 471 人であり、実人数も 64 人から 185 人

と右肩上がりに増えてきている。職員 1 人当たりの月平均時間外勤務時間数について

も、平成 18 年度の 4.4 時間から平成 22 年度は 6.4 時間と 5 年連続で増加傾向にある。

45 時間以上の時間外勤務が増えた課については、今後各所属長から事情を説明いた

だき、各課の状況を確認していきたい。 

区長：  これまでの時間外勤務実績データを十分活用し、各課の状況も踏まえながら、時間

外勤務増加の要因について分析し、効率的な事務執行により時間外勤務を減らすこと

ができるよう、工夫・検討してもらいたい。 

 ⇒報告の通り了承する。 

（５）政策経営会議（10 回）結果報告 

各委員： 資料に基づき、政策経営会議の結果について説明。 

 ⇒報告の通り了承する。 
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（１）平成 24 年度組織及び職員定数の管理に関する基本方針等について 

（２）平成 23 年度行政評価の実施結果について 

（３）豊島区暴力団排除条例（仮称）の制定及び豊島区生活安全条例の 

会議の結果 一部改正について 

（４）職員の時間外勤務状況について 

（５）政策経営会議（10 回）結果報告 

⇒（１）・（２）について決定、（３）～（５）について了承

 

・平成 24 年度組織及び職員定数の管理に関する基本方針 

・平成 23 年度行政評価の実施結果について 

・「豊島区暴力団排除条例（仮称）」の制定及び「豊島区生活安全条例」の 

提出された資料等 
一部改正について 

・超過勤務に関する資料 

・平成 23 年度第 10 回政策経営会議結果報告書 

 


