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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２５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 25年 5月 27日（月） 14時 30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 2回豊島区議会定例会提出予定案件について 

（２）平成 25年度豊島区補正予算（案）について 

（３）平成 24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 

（４）平成 24年度広報広聴実施状況について 

（５）豊島区施設白書の発行について 

（６）主要課題（4月当初時点）について 

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・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・地域まちづくり担当部長・建築住宅担

当部長・土木担当部長・会計管理室長・教育総務部長・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・広報課長・シティプロモーション推進室長・総

務課長・人事課長 

説明者 施設計画課長 

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 25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 25年第 2回豊島区議会定例会提出予定案件について説明。 

副区長： 5 番は区民厚生委員会、8 番は子ども文教委員会に付託となるが、附則はどちらも

児童館の廃止である。別議案にするようにとの話があるかもしれない。 

委員： 事前に区民部と調整し、このような形を取っている。 

委員： 以前から、附則で児童館を廃止することについては議論がある。仮に条例で児童館

を廃止し、採決が異なってしまった場合、完結しないことが起こりうる。そのため、附則

で児童館を廃止し、ひとつの条例にしているという経緯がある。 

副区長： 議案提出の際、所管部長として、しっかり説明をお願いしたい。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（２）平成 25年度豊島区補正予算（案）について 

委員： 資料に基づき、平成 25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総額 125,869 千円、全額一般会計である。総事業数 16 事

業、財源の内訳は、特定財源が 40,770 千円、一般財源が 85,099 千円である。また、

債務負担行為の補正をする。限度額の変更はないが、期間を 26年度から 26、27年の

2か年に改める。 

副区長： 今後の財調基金の見通しについて、説明してもらいたい。 

委員：  24年度末の残高は 6,353百万円だが、25年度当初予算・同時補正の約 17億円、今

回の 85,099千円を差し引くと、25年度末の見込みが 46億円となる。26年度の予算編

成での財源不足を解消するため、27億円の財調を取り崩すことを前提に、総点検の作

業を行っている。そのため、26年度財源対策の 27億円を差し引くと 20億円を切ってし

まう状態になる。24 年度の決算剰余金反映前の数字ではあるが、今後、新庁舎建設

も控えているので、財調基金残高の充実をしておきたいと考えている。 

副区長： 現時点で今年度末の見込みは 46 億円。決算剰余金の 18 億円は見込んでないの

で、全体で 63、4 億円になる。いずれにしても厳しい状況であり、今後、補正は極力抑

えていきたいので、協力をお願いしたい。 

区長： 予算を単に消化していくのではなく、無駄を省くことを念頭に置いた区政運営をして

いかなければならない。今年度の総点検では、7 億円出さなければならない。今回は、

相当思い切った判断も必要となってくると考えられる。このような状況であることを、皆

に認識してもらうことが大切だ。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（３）平成 24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 

幹事： 資料に基づき、平成24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

説明。 

行政情報公開請求の受付件数は対 23 年度比で約 20％減の 171 件となっている。

業者からの請求が圧倒的に多いが、昨年度から減少した理由として、選挙・教科書採

択に関するものが減ったことがあげられる。 
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個人情報保護制度であるが、24年度は審議会を6回開催し、18件の諮問を行った。

開示請求について受付件数が多かったものは、23 年度と同様に、住民票の写しまた

は戸籍謄抄本、印鑑登録証明書等の交付等に関するもので 21 件であった。これは、

個人情報の不正取得等があったのではないかと不安に感じる区民の方からの請求に

よるものである。 

副区長： 狭隘道路に関する公開請求も多いようだが、どのような内容か。 

委員： 狭隘道路拡幅整備事業を行っているが、事業終了した地域の周辺区域からの請求

である。自分で測量するよりも、請求して得た資料を使用した方が簡便であるため、ほ

とんどが業者からの請求である。 

 ⇒報告の通り了承する。 

（３）平成 24年度広報広聴実施状況について 

幹事： 資料に基づき、平成 24年度広報広聴実施状況について説明。 

24年度の「区民の声」受付件数は 387件、また、1件につき複数の所管が関わること

もあるため処理件数としては 858件となっている。 

前年度に対して 300件以上減少しているのは、内容的に所管課において直接対応し

た方が適当であると判断した場合に、「区民の声」として処理せず、所管に対応依頼す

るよう効率化を図ったことによるものであり、全体の処理件数としてはほぼ同水準とな

っている。22・23年度は震災や放射能関連が多かったが、24年度は防災治安、図書館

やスポーツ施設、たばこの問題、放置自転車が多くなっている。 

区長への陳情は 26件、部別の対応件数は 168件だったが、例年いただく地域団体・

労働団体等の陳情のほか、都市計画道路や再開発等に関する要望や陳情が目立っ

ている。 

パブリックコメントは 10件実施し、ご意見の総計は 194件、1件あたり 20件を切る状

況であり、パブリックコメントに対する意見の少なさは課題である。また、提出されたご

意見に対して修正に至った件数は 3件であり、反映される意見が少ない。 

報道実績については発表した 308 件のうち、145 件、47.1％の掲載率となっている。

特にマンガや文化関係がマスコミに注目を集めているほか、区長の月例記者会見も定

着化し、取り上げられる件数が増えている。 

パソコン版ホームページの全ページアクセス件数は 1 カ月平均 886,227 件で前年度

から微増の状況だが、訪問数は１カ月平均 276,397 件と前年度比 14.8％増となってい

る。月間アクセス急上昇ページは、マンガ関係が新聞等に掲載されるとアクセス数が増

えるということがある。 時期で見ると、春は桜、2月と11月は保育園関係が伸びている

ように、閲覧したい時期が明確にわかる。 

携帯電話版ホームページのアクセス件数は 1 カ月平均 44,539件で前年度比 27.1％

の減となっているが、最近の主流がスマートフォンに移行しているため、スマートフォン

版について早期に検討していかなければならないと考えている。 

区民相談実績については 5,072件であり、前年度比 17.3％の減となっている。ここ数

年、区民相談の実績数が減少しているが、ひとつはフロアマネージャーの導入により、

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考えられる。

また、災害や税金・雇用に関するお問い合わせが極端に減っており、災害は 3・11 から
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の終息と考えられ、税金や雇用については、別の法的機関の窓口が充実してきてお

り、直接その窓口に流れているのだと推測される。 

副区長：  区民の声で、比較的件数の多いものとして、たばこの問題がある。新庁舎での喫煙

場所の設置だが、正規・非正規を含めた職員に喫煙アンケートを実施した。結果を踏ま

え、新庁舎は全面禁煙とし、リフレッシュルームの設置は検討するが、喫煙室は設けな

いということで議会に説明したいと考えている。参考までにアンケートについて報告して

もらいたい。 

幹事： 約 840 名の回答があり、喫煙している職員は 11.4％、喫煙していない職員は 88.6％

である。喫煙者のうち、庁舎で喫煙している職員は 7.2％、飲食店や家庭等、別の場所

で喫煙している職員は4.2％であった。年代別にみると、60代が最も多く、50代、40代と

若い職員ほど吸わない傾向にある。 

副区長： 中央図書館の全面禁煙についてはどうなっているのか。 

委員： 6月 17～24日に曝書、特別整理を行うが、その期間にリフレッシュルームを改修して

喫煙室を取り払う工事を実施する。その後、館内を全面禁煙とする予定である。4 月か

ら張り紙で通知しているが、苦情はまったくない。利用状況については、一時間ごとに

喫煙室の定点観測をしたところ、毎回１～2 人は使用していたが、全体の流れとして全

面禁煙も仕方がないと思われているのではないかと考える。 

区長： 図書館が全面禁煙となり、周辺に喫煙場所はあるのか。 

委員： 隣接する公園に喫煙コーナーがあり、また、近隣のコンビニにも喫煙コーナーがあ

る。 

区長： 今月オープンする池袋駅前の喫煙場所についても報告してもらいたい。 

委員： 5月30日のごみゼロデーに合わせ、池袋東口の西武とパルコの前にある喫煙所をタ

クシープールの一角に移設する。約 100平米の広さである。 

区長： 形もいいし、植栽もしている。非常によい喫煙場所ができる。 

委員： 緑を多く取り入れ、街の中に溶け込むような形の喫煙場所をコンセプトに設置した。

街の美観にも寄与すると考えている。 

区長： 30日にオープンする。ぜひ見ておいてもらいたい。 

 ⇒報告の通り了承する。 

（５）豊島区施設白書の発行について 

説明者：  資料に基づき、豊島区施設白書について説明。 

 区の管理する施設は区の資産の約 9割を占めており、施設の情報提供・有効活用が

できるよう基礎的な資料として本白書を作成した。今後、老朽化による大規模改修や改

築などが集中する時期を迎え、改修・改築経費は今後 60年間の平均で、年平均 43億

円と試算されている。今後は施設の情報を総体的に把握し、課題を抽出し、改善を進

めていく、ファシリティマネジメント手法を取り入れていく必要がある。施設の最適化に

向け、有効活用を促進するとともに、「公共施設の新たな再構築・有効活用方針、再配

置計画」の策定に着手していく。 

副区長： 施設の敷地面積だが、道路だけではなく公園も入れた方がよい。249 万平米とある

が、平方キロメートルの方がわかりやすい。また、東京ドーム 18 個分ではなく、区の面
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積の何分の一という表記の方がわかりやすい。 

 ⇒報告の通り了承する。 

（６）主要課題（4月当初時点）について 

説明者：  資料に基づき、主要課題（4月当初時点）について説明。 

 ⇒報告の通り了承する。 

 

 

 

会議の結果 

（１）平成 25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 25年豊島区補正予算（案）について 

（３）平成 24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 

（４）平成 24年度広報広聴実施状況について 

（５）豊島区施設白書の発行について 

（６）主要課題（4月当初時点）について 

⇒（１）・（２）について決定、（３）・（４）・（５）・（６）について了承 

提出された資料等 

・平成 25年第 2回豊島区議会定例会提出予定案件 

・平成 25年度豊島区補正予算（案） 

・平成２５年度豊島区補正予算（案）説明用資料 

・平成 24年度行政情報・個人情報保護制度の実施状況 

・平成 24年度広報広聴実施状況 

・豊島区施設白書（概要版） 

・豊島区施設白書 

・平成 25年度主要課題（4月当初時点） 

・平成 24年度で終了とする主要課題の対応状況 


