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会 議 録 

◇詳細―企画調整グループ 電話０３－４５６６－２５１１ 

附属機関又は 

会議体の名称 
平成２８年度 未来戦略創出会議（第３回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 平成 28 年 6 月 1 日（水） 13 時 00 分～14 時 00 分 

開催場所 庁議室（庁舎５階） 

議題 

（１） 平成 28 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 28 年度豊島区補正予算（案）について 

（３） 平成 27 年度豊島区各会計仮決算について 

（４） 豊島区東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会連絡調整会議の設置に

ついて 

（５） 平成 28 年 6～8 月イベント・事業等開催予定（情報共有） 

（６） その他 

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（２）・教育長・政策経営部長・総務部長・危機管理監・施設管理部長

（代理：財産運用課長）・区民部長・文化商工部長（代理：生活産業課長）・環境清掃

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・土木担当部長・会計管理室長・教育部長・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・女性にやさしいまちづくり担当課長・総務課長・人事課長・国際アート・カルチ

ャー都市推進担当課長・選挙管理委員会事務局長・監査委員事務局長 

説明者 財政担当係長 

事務局 企画課企画調整グループ係長・主査 
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審議経過 

（１） 平成 28 年第 2 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 28 年第 2 回豊島区議会定例会提出予定案件について説明。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（２）平成 28 年度豊島区補正予算（案）について 

幹事  資料に基づき、平成 28 年度豊島区補正予算（案）について説明。 

 今回の一般会計補正予算額は 694,899 千円であり、財源の内訳は、特定財源が

300,285 千円、一般財源が 394,614 千円である。経費別では人件費 2,400 千円、事業費

560,389 千円、投資的経費 132,110 千円となっている。国民健康保険事業会計の補正

予算額は 6,480 千円であり、全額特定財源である。 

区長  女性にやさしいまちづくり推進事業は、どのような事業展開をしていくのか。 

幹事  現在すでに始動している女性にやさしいまちづくりに関連する施策・事業や区の取り

組みが、区民や区外のみなさまにきちんと正確に伝わるように発信していくためのブラ

ンディングに重点を置き、特に 30 代から 40 代のいわゆる「子育て世代」に対する意識

調査を行いターゲットをしっかりと把握していく。またブランディングにはコンセプトが必

要であるが、プロの力を借りながらしっかりとしたコンセプトづくりを行っていく。また情

報発信の起点として、区のホームページ以外の場で情報発信のプラットホームを構築

していきたい。そのほか民間と連携し、各所管で実施しているイベント等をブランド化し

ていくためのプロモーション発信の企画等を行っていく。 

区長 トキワ荘の復元に向けた事業展開はどういった状況か。 

委員（代理）  今回の補正予算では、トキワ荘復元に向けた基本計画を策定するための経費を計上

しており、この計画に沿って今後事業を推進していくことになる。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（３）平成 27 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 27 年度豊島区各会計仮決算について説明。 

 一般会計における予算現額は 144,859 百万円、歳入歳出差引残額、いわゆる形式収

支は 3,323 百万円である。その他の会計を含めた全会計合計の形式収支は 5,471 百万

円で、前年度と比較し 963 百万円の増となっている。一般会計について前年度と比較

すると、予算現額は 85 億円の増で収入率は 0.4 ポイントの減、執行率は 0.6 ポイントの

減で差引残額が 549 百万円の増となっている。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 2,949 百万円であり、前年度の実質収

支額を差し引いた単年度収支額は 976 百万円である。なお、実質収支額については全

額を基金に繰り入れることとなっているため、繰越金はない。 

副区長  この仮決算を受けて、財政調整基金の残高はいくらになるのか。 

説明者  27 年度末では 226 億円であり、今回の基金繰入額 29 億円を含めた 6 月末時点での

財政調整基金残高は 255 億円となる。 

区長  起債の状況について報告してもらいたい。 

説明者  27 年度末の起債残高は 208 億円である。28 年度は起債をかなり抑制した予算編成
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を行うことができたため、基金全体の残高が起債残高を 146 億円上回っている。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

（４）豊島区東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会連絡調整会議の設置について（報告） 

幹事  資料に基づき、豊島区東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会連絡調整会議

の設置について説明。 

 本会議は、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、庁内の情報共

有と関連施策推進のため設置した。会議の構成であるが、東京オリンピック・パラリン

ピック連携担当部長を会長、同連携担当課長を副会長、各部庶務担当課長を委員とし

ている。 

 今後のスケジュールであるが、現在すでに実施している庁内での情報共有のほか、

他自治体及び関係機関の取り組み状況や関連情報の収集、また連絡調整会議におい

て、推進体制の検討及び区としての関連施策の調整・企画立案を行い、平成 28 年度

末までに今後 4 年間の行動計画を策定する予定である。 

副区長  ホストタウンについては検討しているのか。 

幹事  ホストタウンに名乗りを挙げるにあたっては様々な課題も考えられるため、今後情報

収集を行って検討していく予定である。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

（５）平成 28 年 6～8 月イベント・事業等開催予定（情報共有） 

幹事  資料に基づき、平成 28 年 6～8 月イベント・事業等開催予定について説明。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

（６）その他 

委員 蚊の活動が活発になる時期をむかえ、適切な対応で発生源を無くし、蚊の発生

を防ぐことを狙いとして「新 こんなところが蚊の発生源」都市部編・施設管理

者向けのパンフレットを作成した。本区ではこれまでも蚊の防除対策を行ってき

たが、特に都市部では施設管理者による対策が重要である。内容をぜひご覧いた

だき、必要に応じてパンフレットを送付するので、池袋保健所までご連絡いただ

きたい。 

委員 熊本地震及び伊勢志摩サミットを踏まえたこの間の本区の危機管理態勢である

が、みなさまの協力により、一定の危機管理態勢が構築できたと考えている。今

後は東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向け、さらに深化させた危機管理

態勢を構築していきたい。 

区長 危機管理態勢の強化に向けた取り組みについて、関連団体等から豊島区はとて

も注目されている。常に情報共有、連携強化に努めることはもちろん、区全体の

取り組みとして危機管理態勢の強化にあたってほしい。 
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会議の結果 

（１） 平成 28 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 28 年度豊島区補正予算（案）について 

（３） 平成 27 年度豊島区各会計仮決算について 

（４） 豊島区東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会連絡調整会議の設置につい

て（報告） 

（５） 平成 28 年 6～8 月イベント・事業等開催予定（情報共有） 

→（１）・（２）について決定、（３）～（５）について了承 

 

提出された資料等 

・平成 28 年第 2 回豊島区議会定例会提出予定案件 

・平成 28 年度豊島区補正予算（案） 

・平成 27 年度豊島区各会計仮決算調書 

・豊島区東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会連絡調整会議の設置について 

・平成 28 年 6～8 月イベント・事業等開催予定一覧について 

・「新 こんなところが蚊の発生源」都市部編 

 


