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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２４年度 未来戦略創出会議（第１０回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 平成 25年 1月 31日（木） 14時 00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 25年第 1回豊島区議会定例会提出予定案件について 

（２） 平成 24年度豊島区補正予算（案）等について 

（３） 平成 25年度豊島区重点事業（報道発表資料）について 

（４） 政策評価委員会による事業評価報告書について 

（５） 審議会等の女性登用の状況・基本方針及び女性人材登用制度について 

（６） 平成 24年度自主検査実施結果報告について 

（７） 豊島区シンボルマークの制定について 

（８） 主要課題（12月末時点）について 

（９） 政策経営会議（16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５項による 

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（欠席）・政策経営部長・総務部長・施設管理部長・新庁舎担

当部長・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・建築住宅担当

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 

幹事 
企画課長・財政課長・行政経営課長・区長室長・広報課長・セーフコミュニティ推進

室長・シティプロモーション担当課長・総務課長（欠席）・人事課長（欠席） 

説明者 男女平等推進センター所長、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 25年第 1回豊島区議会定例会提出予定案件について 

委員： 資料に基づき、平成 25年第 1回豊島区議会定例会提出予定案件について説明。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（２）平成 24年度豊島区補正予算（案）等について 

幹事： 資料に基づき、平成 24年度豊島区補正予算（案）等について説明。 

まず、平成 25 年度の当初予算（案）についてであるが、その特徴となる部分につい

てとりまとめたものと合わせて、すでに議会正副議長及び各会派に説明を行ったところ

である。また、部局予算編成方針については、今後の議会説明において使用するた

め、訂正等の必要があれば申し出ていただきたい。今後のスケジュールであるが、2月

5日から議会に対する平成 25年度当初予算説明が始まり、2月 6日の予算内示会に

おいて、未来戦略推進プランとともにあらためて議会に報告することとなる。なお、国の

補正予算の関係については日々情報収集にあたっているところであるが、なかなか正

確な情報がまとまって得られず、今回の補正予算第 5 号では上程することができなか

った。しかし、会期中の補正予算第 6号の上程も視野に入れながら、今後、対象となる

事業について検討していく予定である。 

引き続き、今回の補正予算についてであるが、全額一般会計であり、予算総額は

2,254,191千円、事業数は 10事業である。今回の最終補正予算額を含めた 24年度予

算総額は 1,043億円余となり、23年度の 1,053億円と比較して約 10億円のマイナスと

なっている。財源別では、特定財源が 142,482 千円、一般財源が 2,111,709 千円であ

り、経費別では、事業費が2,311,863千円、投資的経費が△57,672千円であり、人件費

はない。繰越明許費は新規 9件であり、総額は 1,963,897千円となっている。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（３）平成 25年度豊島区重点事業（報道発表資料）について 

幹事：  資料に基づき、平成 25年度豊島区重点事業（報道発表資料）について説明。 

 今回は ～「安全・安心な文化都市としま」へ加速～ という大きなテーマを軸にまと

め、区制施行 80 周年、セーフコミュニティ国際認証取得という大きな成果を深化させ、

さらに今後は、まちの姿を変貌させる大きなプロジェクトが集中して予定されていること

を踏まえ、未来へ繋がる都市づくりをメインテーマに「としま 100 年まちづくり」と題して、

「安全・安心創造都市」の基盤整備、セーフコミュニティの継続展開、オンリーワンの文

化都市づくりという 3本の柱をもとに、各重点事業をまとめた。また、基本施策の充実に

ついては、福祉・健康、環境、子ども・教育の分野に分けて各重点事業をまとめてい

る。 

区長：  他区の報道発表を見ると、福祉や子ども施策といった部分の内容について多く触れら

れているようだが、本区の報道発表にあたっては、どの分野を重点的に発表していくの

か。 

幹事：  福祉や子ども施策といった基本施策については、もちろん着実に実施していくという

発表になるが、特に本区としては、区独自の施策について、重点的に発表してきたいと



2013.1.31(H24第 10回).doc 

- 3 - 

考えている。昨年来、報道機関に度々取り上げられている分譲マンション管理のサポ

ート事業や、いじめ問題に対する施策、マンガ文化の施策などの他、「虐待と暴力のな

いまちづくり宣言」など、本区が先駆的に実施する施策についてまとめて発表したいと

考えている。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（４） 政策評価委員会による事業評価報告書について 

幹事： 資料に基づき、政策評価委員会による事業評価報告書について説明。 

24 年度は、従来から実施している事務事業評価に加え、外部委員を含む「豊島区政

策評価委員会」により、「公共施設の運営」をテーマにして公開事業評価を実施したとこ

ろである。この事業評価報告書は、7 月に実施した公開事業評価の評価結果だけでは

なく、その結果を踏まえ改めて政策評価委員会にて再検討を重ねた意見や提案を取り

まとめたものである。なお、政策評価委員の任期である 2 年間を一つの区切りと捉え、

25 年度も引き続き「公共施設の運営」をテーマに評価を行い、個々の施設にとどまら

ず、政策レベルで総括して報告、提言をしていただく予定である。 

副区長： 公開事業評価結果について、25年度の予算に反映されたものは何かあるのか。 

幹事： 今回の評価テーマが、いずれも検討に時間を要する案件であり、具体的に 25 年度

予算に反映できたものというのはないが、従来の事務事業評価や総点検による見直し

結果も含めて、25年度予算への反映状況についてはあらためて検証したい。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（５） 審議会等の女性登用の状況・基本方針及び女性人材登用制度について 

説明者：  資料に基づき、審議会等の女性登用の状況・基本方針及び女性人材登用制度につ

いて説明。 

 先日各課に依頼して実施した「審議会等委員への女性の登用に関する調査」の結果

によると、報告のあった 86 の会議体のうち、女性委員の比率について区が目指してい

る 40％に達していない審議会等は 70会議体であった。女性委員の比率が 40％を下回

る理由としては、「団体からの推薦者に対し性別指定ができない」といったものが多く、

職務指定のみで構成される会議体については、「女性管理職が少なく、専門分野に女

性が少ないため」が大半を占めている。 

 こういった調査結果を踏まえ、この度、「審議会等の女性委員比率改善に向けた取組

み基本方針（案）」を策定した。従来から「附属機関等の委員公募等に関する基本方

針」や「豊島区男女共同参画推進行動計画」においても、女性の登用について推進し

ていくことを目標としているところであるが、あらためてより具体的に取り組んでいくため

に、今回の基本方針を策定するものである。 

 具体的な取り組み基本方針としては、第一に、公募委員には必ず女性枠を設定し、

積極的に女性委員を登用することとする。難しい部分もあるかとは思うが、区民の半数

は女性であることを考慮し、複数名の委員を公募する場合には、その半数を女性とよう

に努めることとしたい。 

 第二に、委員を当該団体の代表と限定せず、団体から推薦をしていただいた方とす

ることである。団体に推薦依頼をする際には、推薦する委員を会長職、副会長職に限

らない旨を明記するよう努めるとともに、委員の推薦団体を見直し、女性の参画数が多
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い団体を選ぶよう配慮することとしたい。 

 第三に、調査審議する専門事項に関し、学識経験を有する者を可能な限り幅広い範

囲から募ることとし、積極的に女性の適任者に依頼したり、学識経験者を複数名選任

する場合は男女いずれか一方に偏らないよう努め、女性の委員等候補者を確保するこ

ととしたい。 

第四に、委員を決定する時は、企画課及び男女平等推進センターと協議することとし

たい。女性委員の候補者等について助言等ができる場合があるので、ぜひ事前のご

相談をお願いしたい。 

 第五に、会議開催時には一時保育を実施する等、女性が参加しやすいように予算措

置を行うこととしたい。女性の参画の促進のみならず、男性の育児参加も進んでいるこ

とから、外部委員が参加する会議については、一時保育の実施を検討していただきた

い。 

 第六に、会議開催時間を夜間に実施するなどして、昼間参加できない層に対し環境

整備を行い、様々な立場の委員の多様な意見を政策に反映できるよう、会議開催時間

や会場を柔軟に対応することとしたい。 

 なお、「審議会等委員への女性登用に関する調査」の結果を踏まえ、女性委員の選

任について、適当な人材の情報を得ることが難しいといった課題への対応策として、豊

島区女性人材登録制度を創設し、区政への女性の参画を促進することを目的とし、

様々な分野で意見を区政に反映することができる女性の人材情報を、各課に対して提

供していきたい。人材登録の対象者は、区内在住・在勤・在学または区内の団体等に

所属している満 20 歳以上の女性で、各分野に知識又は関心があり、地域の発展に熱

意を持って貢献していただける方とする。登録方法は、庁内各部局の推薦によるほか、

公募、民間情報等により、本人が「豊島区女性人材登録票」を男女平等推進センター

に提出することにより登録するものとする。さしあたっては、区の各審議会等でご活躍

いただいている女性委員の方々に人材登録の依頼を行うことから始め、その後、広報

等で広く周知をし、多くの女性から登録をしていただけるようにしたいと考えている。 

区長：  23区内では女性登用について、どのような状況にあるのか。 

説明者：  各区とも、女性委員の比率は 20％台であり、一部高水準の区を除いては、ほとんど

の区が同程度の低水準である。なお、高水準の区については、比較的管理職の女性

比率が高い傾向が見受けられる。 

副区長：  人材登録の方法については、より柔軟に人材の紹介等ができるような仕組みにあら

ためた方が、状況によっては効果的かとも思われる。制度が円滑に機能するよう、工夫

をして実施してもらいたい。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（６） 平成 24年度自主検査実施結果報告について 

委員：  資料に基づき、平成 24年度自主検査実施結果報告について説明。 

 自主検査の実施は、平成 24年度 3回目となる。検査対象は公金収納事務及び備品

管理事務であり、これまでは同時に検査を実施してきたが、検査内容に共通点が少な

い等の理由から、24 年度は別々に検査を実施した。検査の実施は、公金収納事務と

備品管理事務の透明性を確保するとともに、職員のモラルアップ、リスク管理の徹底と
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いう３つの柱を軸に事故防止に万全を期すという本来目的に加え、新庁舎への移行に

向けた環境整備を図ることを目的としている。 

 事前調査については自主検査と並行して全課及び全職員を対象にして実施し、その

結果、口座振替への変更など、現金をできるだけ取り扱わない取組みが進んでいるこ

とや、備品管理においてはチェック体制等が全体として未だ不十分であることなどが判

明した。また、個人アンケートからは、金銭出納員・現金取扱員の役割やマニュアル等

の理解度が年々高まっている一方、備品管理については、前任者からの引き継ぎが不

十分である等、公金管理に比較して押しなべてリスク管理の意識が低いこと等が判明

した。 

 実地検査であるが、公金検査は、レジスター使用職場のうち、現金取扱金額の多い

職場を中心に 10 職場を対象とし、また備品検査は、備品データについて未整備である

職場を中心に 10職場を合わせた合計 20職場に対して実施した。実地検査の結果、現

品の所在不明、台帳と現品の不一致、システム未登録等の不適切事項があった職場

について、これらを改善するよう指示したところ、業務改善計画が提出され、概ね妥当

な内容であることを確認した。 

 検査結果の検証であるが、公金収納事務については、不正処理等の事故が発生す

る危険な兆候は認められないが、非正規職員の関与がさらに増加しつつあり、今後も

自主検査の継続が必要であると考えられる。また、備品管理事務であるが、ルール遵

守等の意識が低く、登録データと現品の不一致が散見され、所在不明の備品もあるの

で、さらに自主検査を通して全庁的な指導監督が必要と考えている。 

 実施目的の達成度については、公金収納事務に関しては検査継続実施の効果もあ

り、検査結果もほぼ妥当ということでほぼ 100％の達成度と言えるが、備品管理事務に

関しては、前回の検査結果と比較しても効果があまり上がっておらず、未だ多くの課題

が見受けられる。 

 今後の改善点であるが、公金収納については、現金取扱金額の多寡にこだわらず、

非正規職員が現金を取り扱う状況が増えてきていることを踏まえるなど、従来とは異な

る検査対象職場の選定方法について検討が必要であり、備品管理については、実地

検査の結果等を踏まえると、適正な管理を行っている職場が少ないのではないかと考

えられるため、あえて選定基準を設けず、全庁的に順次検査を行う検討が必要である

と考える。そのほか、不適切事項のない職場に対しても、「改善が望まれる点」につい

ては、実地検査後の状況報告やアンケートの提出義務付け等、フォローアップの強化

が必要であると考えている。今後、職員向けの自主検査結果報告会を予定しており、

その後、25年度に向けた自主検査実施計画の策定作業に入ることとなる。 

副区長：  報告会の参加対象者はどのような職員であるのか。 

委員：  参加対象者は全職員であり、管理職をはじめ、金銭出納員や検査員等、今回の検査

に携わった職員等であり、70名程度の参加を予定している。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（７） 豊島区シンボルマークの制定について 

幹事：  資料に基づき、豊島区シンボルマークの制定について説明。 

 去る平成 24年 7月 4日、豊島区制施行 80周年記念事業実行委員会より、区に対し
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て、豊島区のシンボルマーク制定の提案があった。実行委員会は、このマークを 80 周

年記念事業の一つの結晶として、新たな豊島区の姿を内外に広く訴え、後世の区民に

伝えることが、記念事業に参加した多くの区民の喜びと大切な記憶につながるとの考

えから、新たな歩みを始める区にふさわしいシンボルマークの制定を進めるべきとの意

見でまとまり、提案に至ったものである。 

 現状は、昭和 7 年の豊島区誕生以後紋章然として用いられていたものと、区制施行

50周年を契機に昭和 50年に正式に決定された区の紋章、昭和 62年に庁議決定され

た「区の木と花」のデザインがある。紋章については、東京都並びに 23区が制定してお

り、紋章に加えてシンボルマークを制定しているのは東京都並びに 10区となっている。 

 制定方法であるが、実行委員会幹事会のコンセプトに基づき、デザイン会社が図案を

作成し、2 月 1 日から 28 日まで広報紙・ホームページを通じて区民アンケートを行い、

それを参考に 3 月中に実行委員会でマーク案を決定して、区長へ提案する。その後、

議会において議決を得た後、4月以降に発表、発信していく予定である。 

 今後は、制定されたシンボルマークを効果的に活用するために、デザイン上の取扱

基準の策定や、汎用が容易な具体的なマニュアル手順を作成し、区旗・封筒・広報紙

等へ段階的に使用し展開を図っていく。また、新庁舎においても、豊島区を内外に印象

付ける象徴的なデザインとしてシンボルマークを採用していくとともに、区のＣＩ戦略の

中においても、誰にでも親しみやすく、区の存在価値を高める将来的なシンボルとなる

よう、さらなる活用を図っていく。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（８） 主要課題（12月末時点）について 

各委員： 資料に基づき、主要課題（12月末時点）について説明。 

 ⇒報告の通り了承する。 

（９） 政策経営会議（16回）の結果報告 

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。 



2013.1.31(H24第 10回).doc 

- 7 - 

会議の結果 

 

（１） 平成 25年第 1回豊島区議会定例会提出予定案件について 

（２） 平成 24年度豊島区補正予算（案）等について 

（３） 平成 25年度豊島区重点事業（報道発表資料）について 

（４） 政策評価委員会による事業評価報告書について 

（５） 審議会等の女性登用の状況・基本方針及び女性人材登用制度について 

（６） 平成 24年度自主検査実施結果報告について 

（７） 豊島区シンボルマークの制定について 

（８） 主要課題（12月末時点）について 

（９）政策経営会議（16回）結果報告 

⇒ （１）～（７）について決定 

（８）・（９）について了承 

 

提出された資料等 

 

・平成 25年第 1回豊島区議会定例会提出予定案件 

・平成 24年度豊島区補正予算（案）等について 

・平成 25年度豊島区予算案重点事業 

・平成 24年度事業評価報告書 

・「審議会等委員への女性の登用に関する調査」結果 

・審議会等の女性委員比率改善に向けた取組み基本方針（案） 

・豊島区女性人材登録制度概要（案） 

・豊島区女性人材登録票 

・豊島区女性人材登録制度実施要綱（案） 

・附属機関等の委員公募等に関する基本方針 

・平成 24年度自主検査実施結果報告（概要） 

・平成 24年度自主検査実施結果報告書 

・豊島区シンボルマークの制定について 

・平成 24年度主要課題（12月末時点） 

平成 24年度第 16回政策経営会議結果報告書 

 


