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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５回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 平成 28 年 8 月 25 日（木） 9 時 00 分～10 時 00 分 

開催場所 庁議室（庁舎５階） 

議題 

（１） 豊島区内の国重要文化財巡り健康ウォークラリーの実施について 

（２） 平成 28 年第 3 回豊島区議会定例会提出予定案件について 

（３） 平成 28 年度豊島区補正予算（案）について 

（４） 平成 27 年度決算における健全化判断比率について 

（５） 平成 28 年度行政評価の実施結果について 

（６） 平成 27 年度各会計歳入歳出決算について 

（７） 平成 28 年度自主・自己検査実施計画（案）について 

（８） 豊島区情報セキュリティ監査の実施について 

（９） 政策経営会議（第９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（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・

区民部長・文化商工部長・環境清掃部長・保健福祉部長・健康担当部長（欠席）・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・財産運用課長・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 庶務課長、情報管理課長、財政係長 

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） 豊島区内の国重要文化財巡り健康ウォークラリーの実施について 

説明者 資料に基づき、豊島区内の国重要文化財巡り健康ウォークラリーの実施について説

明。 

雑司ヶ谷鬼子母神堂が国の重要文化財に指定されることを契機に、区内 3 か所の

国指定重要文化財を巡り、歴史的・文化的な価値に触れる機会をつくると同時に、楽し

んで散策しながら健康維持ができるよう、区の重要施策として教育と福祉を融合させ、

文化財の普及と区民の健康維持を目的として、文化財巡りウォークラリーを実施する。

開催日時は 10 月 8 日（土）午前 10 時から午後 4 時を予定している。主催は区及び教

育委員会のほか、豊島区医師会、豊島区歯科医師会、豊島区薬剤師会である。なお、

実施にあたってはすでに実行委員会・準備会をたちあげ、関連する 23 団体の代表者

の方々にご参加いただき、現時点で 2 回実行委員会を開催したところである。 

コースであるが、スタートを西池袋公園・豊島区医師会館とし、糖尿病予防で参加さ

れる方々は、医師会館で血糖値を測定してからスタートする。豊島長崎の富士塚、自

由学園明日館、雑司ヶ谷鬼子母神堂をチェックポイントとし、ゴールを豊島区役所セン

タースクエアとする。なお、コース上にある区立小中学校など 6 か所を、休憩所として設

定する。ゴールでは血糖値を再測定し、ウォークラリー参加によって血糖値が下がる様

子などから、健康増進効果を実感してもらうこととしている。 

参加費は保険費用を含めて 500 円とする。なお、数種類の記念品等を用意している

が、すべて区が用意するのではなく、一部は民間事業者からの無償提供等により用意

することができた。参加対象者は、区内在住・在勤・在学者として 700 人、糖尿病予防

のための参加者として 300 人を予定している。 

本事業は区を挙げての一大イベントとなる。想定されるスタッフ数は 160 人と大変多

くなることから、各部局からの協力をぜひお願いしたい。 

委員 血糖値測定に対応するほか、各救護所での対応も必要となることから、保健所以外

に配属されている保健師の参加についても、各部局からのご協力をお願いしたい。 

委員 この事業の実施にあたり、応援職員の超過勤務手当支給の要請がある。少なくとも

半日振替とすべきであるし、ボランティアの参加による実施体制を検討しても良いので

はないか。 

区長 ウォークラリーに参加するということはもちろんだが、イベントの主催者側としてボラ

ンティアなどで参加するということも区政に参加するということである。これまで実施して

きた別のイベントでも、ボランティアとしてご参加いただいた区民のみなさまは本当に生

き生きと活動していただいた。ボランティアを大募集するなど、広く区民のみなさまにお

声がけし、ぜひ区政に積極的に参加してもらえるようにしてほしい。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（２）平成 28 年第 3 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 28 年第 3 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。 
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（３）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。 

 まず、一般会計補正予算第5号であるが、今回の補正予算額は103,319千円であり、

全額特定財源である。経費別では人件費が 13,405 千円、事業費が 89,914 千円となっ

ている。内容としては、10 月 23 日に投開票が行われる予定の衆議院東京都第 10 区選

出議員補欠選挙執行経費である。 

 次に、一般会計補正予算第 6 号であるが、補正予算額は 1,787,966 千円、財源別で

は特定財源が 47,732 千円、一般財源が 1,740,234 千円となっている。経費別では事業

費が1,775,076千円、投資的経費が12,890千円であり、人件費はない。なお、債務負担

行為として新規に 6 件挙げている。 

 後に、特別会計の補正予算であるが、国民健康保険事業会計が 1,310,471 千円、

後期高齢者医療事業会計が 366,746 千円、介護保険事業会計が 449,303 千円となって

いる。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（４）平成 27 年度決算における健全化判断比率について 

幹事  資料に基づき、平成 27 年度決算における健全化判断比率について説明。 

 実質赤字比率と連結実質赤字比率は、昨年度に引き続き赤字額がなく、また、将来

負担比率も、昨年度に引き続き将来負担を充当財源が上回り実数が算定されないた

め、比率は算出されない。実質公債費比率は△2.3％と、昨年度に引き続きマイナス数

値であり、昨年度から 1.4 ポイントの良化となっている。 

本区の各比率はいずれも「健全段階」の位置づけとなっているが、今後も引き続き計

画的かつ健全な財政運営に努めていきたい。 

区長  23 区全体で比較すると、本区はどのあたりに位置するのか。 

幹事  これまでは 23 区の中で低位にあったが、27 年度決算においては中位程度にあがっ

ており、過去 高の位置となっている。 

区長  このように区の財政状況が確実に改善していることを、ぜひ庁内で共有してもらいた

い。職員がこれまで努力してきた成果が表れているのだから、今後も自信をもって職務

にあたってもらいたい。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

（５）平成 28 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 28 年度行政評価の実施結果について説明。 

 行政評価は、計画や予算を立て、事業を実施し、その行政活動に対する評価に基づ

いて改善・見直しを行い、新たな計画や予算に反映をしていく「ＰＤＣＡサイクル」を循環

することで、効果・効率的で成果重視の行政運営を推進し、業務の改善や説明責任の

向上を目的としている。 

 平成 28 年度の事務事業評価対象事業は、638 事業である。評価の主な特徴として

は、新基本計画や未来戦略推進プランとの連動を図るため、基本計画における政策・

施策体系との紐付けを明確にした。また、未来戦略推進プランに規定する計画事業に

ついては詳細な評価を実施した一方、計画事業以外については、全体の 2/3 を指標の
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把握を中心とした評価とするなど、評価の選択と集中をはかった。また昨年度と同様

に、「事業総点検」と連動して実施した。 

 評価は、現状や方向性の評価を事業所管課が一次評価として行い、それを受けて、

政策経営部職員で構成する庁内評価ＰＴにより、方向性の評価を二次評価として行っ

た。現状の評価であるが、「良好」と評価された事業は全体の 39.2％であった。一方、

「不十分」と評価された事業は全体の 2.2％であり、傾向としては昨年度と同様である。

また、今後の方向性についての評価であるが、全体の傾向としてはこちらも昨年度と同

様である。「拡充」と評価された事業は 23 事業、「現状維持」と評価された事業は 349 事

業、「改善・見直し」と評価された事業は 62 事業、「縮小」と評価された事業は 4 事業、

「終了」と評価された事業は 1 事業であった。 

 後に、現在検討している行政評価の見直しについて方向性を説明する。新たな基

本計画の策定を機に、計画目標の確実な達成などを目的とした行政評価手法の見直

しを行い、さらなる区政運営のマネジメントを充実させていくため、大きく二点について

見直しを行った。 

 一つ目の変更点は、これまで実施してきた一階層による評価である事務事業評価に

加え、二階層による評価である施策評価を新たに導入することである。施策評価の導

入により、マネジメントの強化や基本計画との連携強化が可能となるほか、施策の進

捗状況や効果が明確になり、透明性の高い行政運営を実現できる。 

 二つ目の変更点は、外部評価の実施である。今後は政策評価委員会などを活用しな

がら、客観的な視点からの外部評価を実施したい。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

（６）平成 27 年度各会計歳入歳出決算について 

委員  資料に基づき、平成 27 年度各会計歳入歳出決算について説明。 

 一般会計決算収支の状況は、予算現額1,448億59百万円、歳入1,400億40百万円、

歳出 1,367 億 17 百万円である。形式収支である歳入歳出差引額は 33 億 23 百万円、

翌年度へ繰り越すべき財源は 3 億 73 百万円、実質収支額は 29 億円 49 百万円であ

る。基金繰入額は実質収支額の同額となり、実質繰越額は 0 円である。なお、純歳入

額は 1,283 億円、純歳出額は 1,021 億円である。 

 一般会計の歳入決算状況を款別に見ると、もっとも増減が大きいのは繰入金であり、

これは不燃化特区推進事業経費のそれぞれの地区における執行が見込みを下回った

ことによるものである。 

 次に、債権別収入未済額及び不能欠損額について報告する。まず、強制徴収公債権

であるが、前年度と比較し 3 億 3 百万円減少しており、特別区民税の収入未済額が減

少したことが大きな要因となっている。次に非強制徴収公債権であるが、前年度と比較

し 65 百万円増加している。大きな要因としては、生活保護費に係る返納金及び戻入未

済金の増加が挙げられる。 後に私債権であるが、前年度と比較し 11 百万円の増加

となっている。これは新たに発生した敷金返還金が大きな要因である。 

 平成 27 年度一般会計の決算額は歳入歳出ともに前年度と比較し 5%程度増加してお

り、 近 10 年間では も高い額となった。なお収入率は 5 番目、執行率 4 番目に高い

率となっている。形式収支は前年度と比べ 5 億 49 百万円の増、また実質収支は前年



2016.8.25(H28 第 5 回).doc 

- 5 - 

度と比べ 9 億 76 百万円の増となっており、実質収支全額が基金繰入額となるため、翌

年度繰越はない。 

 歳入の状況は、特別区税の対前年度比プラス 2.9%、8 億 90 百万円の増であった。特

別交付金はプラス 1.2%、3 億 69 百万円の増である。また、財産収入はプラス 7409.1％、

191 億 21 百万円の大幅増であり、旧庁舎跡地の一括前払い地代 191 億円が大きな要

因である。 

 歳出の状況は、義務的経費が 38 億 69 百万円の増となっている。人件費は 212 億 24

百万円、前年度比4.4%の増、構成比は15.5%となり、構成比としては過去 低となった。

扶助費は前年度比 7.7％の増、公債費は対前年度比 23.2%の増、投資的経費は前年度

比 51.2％の減、その他経費は 37.8％の増であった。 

区長  ふるさと納税による影響はどれくらいなのか。 

幹事  影響を受けるのは 28 年度決算になるが、特別区民税が 3 億 8 千万円程度減収とな

る見込みである。23 区ほぼすべての区においてかなりの額が減収になると思われる。

区長  人件費率が大きく下がったようだが、この比率は 23 区ではどの程度にあたるのか。 

幹事  ほぼ中位にあたる比率である。人口規模も 23 区では中位であり、このことからもほぼ

標準的な比率であると考えられる。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

（７）平成 28 年度自主・自己検査実施計画（案）について 

委員  資料に基づき、平成 28 年度自主・自己検査実施計画（案）について説明。 

 まず自主検査についてであるが、今年度は西部生活福祉課を対象に実施したい。西

部生活福祉課は、例年現金取り扱い金額の多い職場であり、職務の特殊性があること

や、出先機関であるため現状を把握する機会が少ないこと、また、昨年度実施した生

活福祉課との比較・検証が必要であることから対象として選定したものである。10 月に

職員アンケート等による職場状況調査を実施したうえで 11 月に実地検査を行い、12 月

に結果を報告する予定である。 

 次に自己検査についてであるが、こちらの対象は前年度検査した課以外の約 32 課を

対象として実施したい。前年度約 30 課を対象として実施しており、今回の実施によって

すべての課が検査を実施したことになる。前回との変更点として、財務会計システム帳

票の事前チェックを導入することとし、当日の検査時間等の短縮を図ることとする。10

月から 11 月に事前説明会、相互検査、事後調査を実施し、12 月に結果報告という流

れで実施する。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（8）豊島区情報セキュリティ監査の実施について 

説明者  資料に基づき、豊島区情報セキュリティ監査の実施について説明。 

 近年、行政機関等特定のウェブサイトに侵入して内容の改ざん等を行なったり、コン

ピュータウイルスを添付した電子メールを送信するといったサイバー攻撃が頻発してい

る。攻撃の手口も年々高度化・複雑化してきており、今後は物理的・技術的対策に加

え、人的対策及び運用における対策を強化していく必要がある。そこで、セキュリティレ

ベルの維持・向上、サイバー攻撃に備えた点検の体制づくり、マイナンバー制度導入に
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合わせた点検の体制づくりを目的とした情報セキュリティ監査を実施したい。 

 監査の方法であるが、内部監査、自己監査、出先機関へのセキュリティパトロールと

3 点に分けて実施する。「豊島区情報セキュリティ監査中期計画書」において平成 28 年

度から 30 年度までの 3 ヵ年を監査計画の期間としており、この期間で全課・全施設に

おいて監査等を実施することとなる。 

 まず内部監査であるが、直接現地での実地調査を行い、ヒアリングによる聞き取り調

査、事務エリアの視察調査確認及び文書等の閲覧調査を組み合わせて実施するもの

である。次に自己点検であるが、内部監査の対象年度でなかった部署を対象に、自己

点検シートを利用して実施するものである。 後に出先機関へのセキュリティパトロー

ルであるが、各施設へのヒアリングによる聞き取り調査、事務エリアの視察及び文書の

閲覧調査を実施するものである。 

 監査の体制であるが、内部監査についてはチームを 3 名構成とし、2 名を各課から推

薦された職員、1 名を情報管理課職員とする。また、内部監査を円滑に進行するため、

内部監査支援業者が助言等を行う。自己点検は各課において実施し、セキュリティパト

ロールは、内部監査支援業者が実施する。なお、内部監査人については、監査に必要

な技能を育成するため、事前に研修を実施する。また内部監査については、監査終了

後、2 月下旬から 3 月上旬に監査報告会を開催する。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（９） 政策経営会議（第９回）結果報告 

各委員  資料に基づき、政策経営会議（第 9 回）結果について報告。 

 ⇒報告のとおり了承する。 
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会議の結果 

（１） 豊島区内の国重要文化財巡り健康ウォークラリーの実施について 

（２） 平成 28 年第 3 回豊島区議会定例会提出予定案件について 

（３） 平成 28 年度豊島区補正予算（案）について 

（４） 平成 27 年度決算における健全化判断比率について 

（５） 平成 28 年度行政評価の実施結果について 

（６） 平成 27 年度各会計歳入歳出決算について 

（７） 平成 28 年度自主・自己検査実施計画（案）について 

（８） 豊島区情報セキュリティ監査の実施について 

（９） 政策経営会議（第９回）結果報告 

 →（１）～（３）、（７）・（８）について決定、（４）～（６）・（９）について了承 

 

提出された資料等 

・豊島区内の国重要文化財巡り健康ウォークラリーについて 

  ～糖尿病等生活習慣病予防のために歩きましょう～ 

・平成 28 年第 3 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 年度決算における健全化判断比率の報告について 

・平成 28 年度行政評価の実施結果について（概要） 

・平成 28 年度豊島区行政評価（事務事業評価）事業別評価結果一覧 

・平成 27 年度各会計決算総括説明 

・平成 27 年度一般会計決算の概要 

・平成 28 年度自主検査実施計画（案） 

・平成 28 年度自己検査実施計画（案） 

・豊島区情報セキュリテイ監査の実施について 

・平成 28 年度第 9 回政策経営会議結果報告書 

 


