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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９回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 平成 28年 11月 9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 4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） 「豊島区の震災時の物流体制」について 

（４） 「としま男女共同参画推進プラン」について 

（５） 平成 28年 11月～平成 29年 1月分イベント・事業等開催予定（情報共有） 

（６） 政策経営会議（第 14・15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・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・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 男女平等推進センター所長、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） 平成 28年第 4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 4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。 

 まず、一般会計補正予算第 7 号であるが、（仮称）豊島区新ホール購入経費の債務

負担行為で期間の変更による補正である。続いて一般会計補正予算第 8号であるが、

補正予算額は 133,000 千円であり、全額一般財源、人件費である。内容としては人事

委員会勧告に基づく給与改定等によるものである。最後に、一般会計補正予算第 9 号

であるが、補正予算額は 2,164,856千円、財源別では特定財源が 1,708,258千円、一般

財源が 456,598 千円となっている。経費別では事業費が 538,615 千円、投資的経費が

1,626,241 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 1 件、変更 3

件、また特別区債の補正について変更 1件を挙げている。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（３）「豊島区の震災時の物流体制」について 

委員  資料に基づき、「豊島区の震災時の物流体制」について説明。 

 東京湾北部地震等大災害が発生した場合、豊島区では、発災初日に池袋駅におい

て最大 5.3 万人の帰宅困難者が発生するとともに、区内全域で 3.4万人の避難者が発

生すると推定されている。この様な事態に対処するため、災害用備蓄品を必要な時に

必要な場所に輸送し、配分するための物流体制の整備を行っているところであるが、

現在整備を進めている「物流体制」の概要について報告するとともに、備蓄品の集積・

配分のために新たに必要となる職員数を明らかにし、各部局のご理解とご協力をお願

いしたい。 

本区の物流体制は 3段階に分かれる。第 1段階は発災当日から 1日目までとなり、

救援センターにおいてはすでに備蓄してある物資を使用するが、池袋駅周辺に滞留す

る帰宅困難者への対処が必要となるため、備蓄品輸送等に 40 名の職員が必要とな

る。帰宅困難者用の備蓄物品を保管している日通江古田倉庫から、池袋駅東西口に

設置する各 1 か所の集積配分場へ 2 トントラック 10 両により物品を輸送することにな

る。2か所の集積所に合計4万人分の物品を配分するためにかかる時間は、12時間程

度と見積もっている。職員の配分作業であるが、作業内容を 4区分とし、それぞれ 5人

1組のチームにより集積・配分・誘導作業を実施することになる。 

第 2段階は発災から 3日目までとなるが、この段階では区内 6か所の備蓄倉庫から

各救援センターに備蓄品を分配することとなる。この際に必要となる職員は 30名となる

が、当初は災害対策要員がこれを実施し、その後はボランティア等により荷捌きを実施

することとする。なお、輸送に必要な車両は 2トン車が 14両であり、これを 2往復させる

ことによって所要の食糧と水の輸送を行うことができる。なお、車両については輸送役

務、トラック協会、赤帽、パッケージ支援で確保し、不足分について今後の検討事項と
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する。 

続いて第 3 段階であるが、発災から 4 日目以降となる前段では、国等からの追送品

である食糧と水について、物流拠点を介して各地域本部等に分配することとなり、荷捌

きに必要な職員は 30 名である。所要車両は 2 トン車が 14 両である。輸送方法等につ

いては、第 2段階までと同様である。 

発災から 1 週間程度経過した第 3 段階の後段では、国等からの追送品を直接地域本

部に分配することとなる。物流拠点において各地域本部からの食糧等の請求を集計

し、国等が運営する物流センターにまとめて請求する。この情報を受けて、国等の物流

センターは、所要の食料等を直接地域本部に輸送し、その後地域本部から各救援セン

ターへ配分することとなる。所要車両は 2 トン車 14両である。 

区長  今後予定されている帰宅困難者対策訓練に全庁挙げて取り組み、危機管理監の命

令・指揮にしっかりと従って実施効果の高い訓練となるようにしてもらいたい。 

委員  災害時にあらかじめ予定していた輸送道路が使用できなかった場合の計画はどのよ

うになっているのか教えていただきたい。 

委員  もちろん災害時の状況によるが、あらかじめ予定していた輸送道路が使用できない

場合には、その時使用できる経路を予備経路として使用することになる。なお、原則と

して環状 7号線の内側は、緊急車両専用の輸送路として使用できることになっている。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

（４）「としま男女共同参画推進プラン」について 

説明者  資料に基づき、「としま男女共同参画推進プラン」について説明。 

 策定の経緯であるが、前計画である「としま男女共同参画推進プラン≪第 4次男女共

同参画推進行動計画≫（配偶者等暴力防止基本計画含む）」の計画期間が平成 28 年

度をもって終了すること、平成 27年に施行された女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律により努力義務とされた、「市町村の区域内における女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する施策についての計画」への対応と、平成 27年 12月に閣議

決定された国の第 4 次男女共同参画基本計画への対応が必要であることから策定す

るものである。 

第 4次行動計画の概要であるが、豊島区男女共同参画推進条例第 10条に基づく行

動計画であり、計画期間は平成 29年度から 33年度までの 5年間である。計画の体系

であるが、「人権尊重のまち」「多様な選択ができるまち」「学び参画するまち」「すべて

の人が安心していきいきと暮らせるまち」の 4つの目標に連なる 11の重点課題と 30施

策 88 事業で構成している。なお本計画は「配偶者等暴力防止基本計画」及び「女性活

躍推進計画」を内包する形で策定を行っている。 

第 4 次行動計画の特徴であるが、「重点的な取組」を新設し、「女性にやさしい（住ん

で、働いて、子育てしやすい）まちづくり」「男性中心型の長時間労働の見直しとワーク・

ライフ・バランスの推進」「配偶者等暴力防止の一層の推進」を重点的な取り組みとし、

88 事業の中から関連する事業を位置づけ、分野横断的に積極的な施策の展開を図る

こととしている。また、女性活躍推進のための取り組み強化として、第 4 次行動計画の

一部を、豊島区女性活躍推進計画（女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律に基づく市町村推進計画）と位置付け、一体的に進捗を管理し、この課題について
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着実な進展を図ることとしている。 

委員  子どもの貧困対策やひとり親家庭への支援についての対応を、本計画ではどこに位

置付けているのか。 

説明者  重点課題である「高齢者、障害者など様々な困難を抱える人々が安心して暮らせる

環境の整備」のうち、「生活上の様々な困難を抱える人々への対応」という施策におい

て事業として位置付けている。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

（５）平成 28年 11月～平成 29年 1月分イベント・事業等開催予定（情報共有） 

幹事  資料に基づき、平成 28年 11月～平成 29年 1月分イベント・事業等開催予定につい

て説明。 

副区長  イベントとは違うが、例えば一つの公共施設について愛称が決定した場合など、職員

に対してどのように庁内で周知を行っているのか。その他の案件についても、区民に広

く知ってもらうためには、職員一人ひとりへの周知徹底が欠かせない。今後も庁内周知

をしっかりと行ってもらいたい。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

（６）政策経営会議（第 14・15回）結果報告 

各委員  資料に基づき、政策経営会議（第 14・15回）結果について報告。 

 ⇒報告のとおり了承する。 

 

 

会議の結果 

（１） 平成 28年第 4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） 「豊島区の震災時の物流体制」について 

（４） 「としま男女共同参画推進プラン」について 

（５） 平成 28年 11月～平成 29年 1月分イベント・事業等開催予定（情報共有） 

（６） 政策経営会議（第 14・15回）結果報告 

 →（１）・（２）について決定、（３）～（６）について了承 

 

提出された資料等 

・平成 28年第 4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） 

・「豊島区の震災時の物流体制」について 

・「としま男女共同参画推進プラン」について 

・計画の体系図 

・平成 28年 11月～平成 29年 1月分イベント・事業等開催予定 

・平成 28年度（第 14・15回）政策経営会議結果報告書 

 


