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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２回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 平成 23 年 6 月 6 日（月） 14 時 20 分～16 時 00 分 

開催場所 第二委員会室（本庁舎４階） 

議題 （１）平成 23 年第 2 回豊島区議会定例会提出予定案件について 

（２）平成 23 年度豊島区補正予算（案）について 

（３）平成 22 年度豊島区各会計仮決算について 

（４）平成 22 年度行政情報公開・個人情報保護制度実施状況について 

（５）「グリーンとしま」再生プロジェクトについて 

（６）平成 22 年度広報広聴実績について 

（７）区制施行 80 周年記念事業推進委員会の設置について 

（８）主要課題（４月当初時点）について 

（９）政策経営会議（Ｈ23 年度第 2・3・4 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（欠席）・

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（欠

席）・池袋保健所長（欠席）・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（欠席）・監査委員事務局長・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・総務課長・人事課長・財

産運用課長 

説明者 環境政策課長・財政担当係長 

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 23 年第 2 回豊島区議会定例会提出予定案件について 

各委員： 資料に基づき、平成 23 年第 2 回豊島区議会定例会提出予定案件について説明。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（２）平成 23 年度豊島区補正予算（案）について 

説明者： 資料に基づき、平成 23 年度豊島区補正予算（案）について説明。 

今回の補正予算案件は一般会計が 149,730 千円、国民健康保険事業会計が 1,231

千円となっている。財源の内訳は、一般会計の特定財源が 76,018 千円、一般財源が

73,712 千円、国民健康保険事業会計は全額特定財源である。経費別では事業費及び

投資的経費であり、人件費はない。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（３）平成 22 年度豊島区各会計仮決算について 

委員：   資料に基づき、平成 22 年度豊島区各会計仮決算について報告。 

一般会計における歳入歳出差引額は 2,581 百万円であり、特別会計を含めた歳入

歳出差引額の合計は 3,714 百万円である。一般会計について 21 年度と比較すると、

収入済額が 783 百万円の減、支出済額が 382 百万円の増であり、歳入歳出差引額は

1,165 百万円の減となっている。なお、一般会計の歳入歳出差引額から繰越明許費繰

越額を差し引いた実質収支額は1,507百万円であり、21年度の実質収支額を差し引い

た単年度収支額はマイナス 1,145 百万円である。実質収支のうち 753 百万円を基金に

繰り入れ、同額を 23 年度に繰り越すこととなるが、このうち 359 百万円を補正第 1 号の

財源とし、73 百万円を補正第 2 号の財源としている。 

副区長：  23 年度末の財調基金残高の見込みはどれくらいになるのか。 

幹事：  22 年度末では約 61 億円であり、23 年度末では約 53 億円と見込んでいる。 

 ⇒報告の通り了承する。 

（４）平成 22 年度行政情報公開・個人情報保護制度実施状況について 

幹事： 資料に基づき、平成 22 年度行政情報公開・個人情報保護制度の実施状況について

報告。 

行政情報公開請求の受付件数は 202 件で 21 年度とほぼ同水準である。受付内容と

しては食品衛生・環境衛生に関するものが一番多く、21 年度と比較しても大きく増加し

ている。審議会については 5 回開催し 21 件の諮問を行った。こちらも 21 年度と同水準

の開催状況となっている。 

 ⇒報告の通り了承する。 

（５）「グリーンとしま」再生プロジェクトについて 

説明者：  資料に基づき、「グリーンとしま」再生プロジェクトについて報告。 

 5 月 22 日から 5 月 31 日にかけて 21 か所の公園・児童遊園において、地域の方々や

植樹祭協力員・植樹人の方々など、延 1,283 名の参加により約 1 万本の植樹を実施し

た。今年度については東日本大震災への支援をかかげ、記念セレモニー当日に、南長

崎はらっぱ公園に募金箱を設置して植樹を実施した。 
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委員：  区民の方の参加人数はどのくらいであったのか。 

説明者：  緑化意識の高い区民の方などは、お一人で何ヶ所も掛け持ちして植樹に参加してい

ただいた。参加人数については、現在速報値での報告としているため、今後集計結果

が確定しだい情報提供する。 

副区長：  来年度はどのような場所での植樹を予定しているのか。 

説明者：  現時点ではまだ模索中であるが、案として清掃事務所車庫跡地を候補の一つに検討

したいと考えている。 

 ⇒報告の通り了承する。 

（６）平成 22 年度広報広聴実施状況について 

幹事：  資料に基づき、平成 22 年度広報広聴実施状況について説明。 

 平成 22 年度の「区民の声」受付件数は 924 件で前年度とほぼ同水準である。なお、3

月の件数が 133 件と突出しており、このうち 71 件が震災に関するご意見・ご要望などで

あった。 

区長への陳情は 43 件で前年度比 13 件減であった。部局別では、保健福祉部に関

連する内容が最も多かった。 

パブリックコメントは 12 件実施し、うち 2 件は現在処理中である。すでに終了した 10

件については、合計で 467 件のご意見をいただき、このうち 23 件について原案修正に

至った。 

報道実績については発表 339 件のうち 154 件が掲載され、掲載率は 45.4%であった。

パソコン版ホームページへのアクセス件数は 1 カ月平均 923,515 件で前年度比

11.2％増、携帯電話版ホームページのアクセス件数は1カ月平均53,936件で前年度比

297％増と大幅な伸び率であった。携帯版ホームページについては、平成 22 年 4 月以

降に各携帯会社の公式サイトに登録されたこと、平成 23 年 1 月から「イベント情報」や

「お知らせ」などの記事を各課が直接掲載・更新できるようになり、より充実した情報を

広く提供できるようになったこと、また震災対応関連の情報へのアクセス件数も多かっ

たことなどが、大幅なアクセス件数増加につながったものと考えている。 

区民相談実績については 6,415 件の相談があり前年度比 16.8％の減となっている

が、これは、フロアマネージャーの充実などにより、これまで多かった所在案内の相談

件数が大きく減少したことによるものと捉えている。一方、「くらし」に関する相談の増加

率が前年度比 65.1%であり、そのうち「災害」に関する相談が前年度比 1187.5%増と、震

災の影響が高かったことがうかがえる。 

副区長：  ここ数年間でみると平成 22 年度の報道発表に対する掲載率が低いように思うが、こ

のことについてどのような要因が考えられるのか。 

幹事：  平成 14 年度から 17 年度にかけては、70%に迫る高い掲載率であったが、その後はお

おむね 50%台の掲載率となっている。要因の一つとして、平成 14 年度から 17 年度はプ

レスリリース件数が年間 250 件前後に対し、ここ数年は 300 から 400 件前後のプレスリ

リースを行っており、掲載率の分母が大きくなっていることが挙げられる。また、プレス

リリースに基づく取材よりも、新聞各社の独自取材に関心が高まっていることも大きな

要因であると考えている。 

 ⇒報告の通り了承する。 
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（７）区制施行 80 周年記念事業推進委員会の設置について 

幹事： 資料に基づき、区制施行 80 周年記念事業推進委員会の設置について説明。 

豊島区は昭和 7 年 10 月に区制が施行されてから来年度で 80 周年を迎える。そこで

80 周年記念事業の実施について検討するため、総務部長を委員長、関連部長を委員

とする「区制施行 80 周年記念事業推進委員会」を設置し、記念事業の実施方針、個別

の実施事業等の検討を行いたい。来年度には「区制施行 80 周年記念事業実行委員

会」を設置し、予算確定事業の具体化や、各部局間の連携・調整、統一的な広報活動

などを実施する。現時点での予定では、8 月中旬までに実施事業の調査・集約と検討

を行い、1 月中旬頃に区が主催する事業を決定する。来年度早々に実行委員会を設置

し、平成 24 年 10 月 1 日に記念式典を実施する計画である。なお、記念式典は区政功

労者表彰式を併せて実施したい。 

区長： 実行委員会は区職員のみで構成するのか。 

幹事： 地域の各団体の代表の方を含めた大規模な組織を検討している。なお、今年度設

置する推進委員会については、区職員で構成された内部会議として検討している。 

区長： 記念事業の実施方針を検討する推進委員会の場から、ぜひ地域の方々に参加して

もらい、それぞれの知識や経験を活かし、様々な意見を取り入れながら、これまでの周

年記念事業を継承しつつも、豊島区が大きく飛躍するような、特色のある記念事業とな

るようにしてほしい。 

委員：  地域からの様々なご意見や見識を取り入れ、また、それぞれの地域活動につなげて

いけるように、どういった方々にご参画していただけるか、さっそく推進委員会の中で検

討していきたい。 

区長： 来年度予定されている区での様々な行事や大きな施設整備なども活かしながら、80

周年が区の大きな節目だと区民に強く印象づけることができるような事業となるよう、

検討してもらいたい。 

 ⇒一部修正のうえ決定する。 

（８）主要課題（4 月当初時点）ついて 

各委員： 資料に基づき、4 月当初時点の主要課題について説明。 

 ⇒報告の通り了承する。 

（９）政策経営会議（第 2・3・4 回）結果報告 

各委員：  資料に基づき、政策経営会議（第 2・3・4 回）の結果について報告 

 ⇒報告の通り了承する。 
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（１）平成２３度第２回豊島区議会定例会提出予定案件について 

（２）平成２３年度豊島区補正予算（案）について 

（３）平成２２年度豊島区各会計仮決算について 

（４）平成２２年度行政情報公開・個人情報保護制度実施状況について 

（５）「グリーンとしま」再生プロジェクトについて 

会議の結果 （６）平成２２年度広報広聴実施状況について 

（７）区制施行 80 周年記念事業推進委員会の設置について 

（８）主要課題（４月当初時点）について 

（９）政策経営会議（第２・３・４回）結果報告 

⇒（１）・（２）について決定、（７）について一部修正のうえ決定

（３）～（６）・（８）・（９）について了承

・平成２３年第２回豊島区議会定例会提出予定案件 

・平成２３年度豊島区補正予算（案）について 

・平成２２年度豊島区各会計仮決算調書 

・平成２２年度行政情報公開・個人情報保護制度の実施状況 

 ・「グリーンとしま」再生プロジェクト「いのちの森」の植樹 

提出された資料等 
・平成２２年度広報広聴実施状況 

・豊島区制施行 80 周年記念事業について（案） 

・平成２３年度主要課題（４月当初時点） 

・平成２２年度で終了とする主要課題の対応状況 

・平成２３年度第２・３・４回政策経営会議結果報告書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


