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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 
令和元年度 未来戦略創出会議（第 15 回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 令和 2年 2月 10 日（月） 14 時 00 分～15 時 00 分 

開催場所 庁議室（本庁舎５階） 

議題 

（１）新型コロナウイルス感染症に係る区の対応について 

（２）施設使用料及び手数料にかかる実態調査の結果について 

（３）豊島区の文化シンボルとなる新たな取り組みについて 

（４）令和 2年 2月～4月分イベント・事業等開催予定一覧 

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・施設整備担当部

長・区民部長・文化商工部長・国際文化プロジェクト担当部長・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・建築担当部長（欠席）・土木担当部長・会計管理室長・教育部長・

選挙管理委員会事務局長・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・区長室長・広報課長・「わたしらしく、暮らせる

まち。」推進室長・国際アート・カルチャー都市推進室長・総務課長・人事課長 

説明者 池袋保健所長、財政課長、文化デザイン課長、企画課長 

事務局 企画課企画調整グループ係長 
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審議経過

（１）新型コロナウイルス感染症に係る区の対応について 

説明者 資料に基づき、新型コロナウイルス感染症の経緯、区の対応、情報発信、関係機関

等との連携、相談体制について説明。 

令和元年 12 月以降、中国湖北省武漢市において原因不明の肺炎が発生。令和 2

年 1月 9日に中国が、原因が新型コロナウイルスによるものであることを報告。その後

WHOが公衆衛生上の緊急事態を宣言し、2月1日に感染症法改正（指定感染症）が施

行された。 

国内の患者数は 2月 7日現在で 25 人、死者数は 0人である。 

区の対応については、1 月 30 日に第 1 回危機管理対策本部会議を実施し、感染症

の状況共有や区民への周知、職員へのマスク配布等の対策を議題とした。2 月 5 日に

は第 2 回対策本部会議を実施し、相談・医療提供体制などを議題とした。池袋保健所

への相談件数は 2 月 7 日 17 時時点で 228 件となっている。学校・保育園への対応に

ついては、文部科学省や厚生労働省の通知に基づき、感染症対策の徹底、中国から

帰国した児童生徒等への対応の徹底および児童生徒等の人権に十分に配慮すること

等を指示している。区民への情報発信については、広報としま・ホームページ・SNS 等

による情報発信、周知用チラシの掲示、旅館業営業者・専門学校等の各関係団体等

への周知を行っている。関係機関等との連携については、1月 31日に豊島区医師会と

対策会議にて情報共有したところで、常時、東京都および特別区保健予防課長会・衛

生主管部長会と情報共有している。 

帰国者・接触者電話相談センターの開設について、従前は医療機関に電話相談し

受診するという流れで、医療機関において感染を広める危険性があった。今後は、帰

国者・接触者電話相談センターを開設し、本人からセンターへの電話相談、センターと

医療機関での受診調整、センターから本人への受診先案内という流れとなる。このセン

ターは都全体で設置しており、2 月 7 日 17 時より開設している。受付時間は平日午前

9時から午後 5時となっており、土日等は都・特別区等の合同電話相談センターにて受

け付けている。 

区長 議会への報告時は、患者数や相談電話数等を、その際の最新状況に正確に更新し

てほしい。 

副区長 各部において、特に教育委員会や子ども家庭部において、課題はあるか？ 

委員 適切に対応しており、現状特になし。 

⇒報告のとおり了承する。 

（２） 施設使用料及び手数料にかかる実態調査の結果について 

説明者 資料に基づき、施設使用料及び手数料にかかる実態調査の結果について説明。 

令和元年 9 月の議員協議会において、施設使用料及び手数料にかかる実態調査を

行う旨、議会へ報告した。スケジュールとしては、令和元年夏に全庁調査を行い、11 月
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下旬までに取りまとめ、12月にパブリックコメントを実施し、必要があれば令和2年1月

の第一回定例会にて施設使用料及び手数料の額改定について審議いただき、条例改

正を経た後、4月～9月の周知期間を経て、10 月に額改定を行いたい旨を報告した。 

ここから実態調査の結果について報告する。 

施設使用料ついては、見直し対象施設全体で 1.48 倍の乖離が発生した。すなわち

現行の施設使用料より行政コストの方が 1.48 倍高いということである。また、目的外使

用施設では 10.91 倍の乖離が生じている。 

手数料については、原価負担率は現行の手数料と実際に行政サービスを提供する

コストを分子・分母として計算したものであるが、それが 95％未満となる割合が全体の

半分以上の51.9％となった。95％未満とはいただいている手数料が、行政コストに比べ

て 95％未満しかいただけていないということである。95％～105％の範囲内であれば、

手数料と行政コストが見合っていると判断できるが、それは全体の 20.7％である。 

今回の実態調査を踏まえて、料額改定の可否を検討したが、令和 2 年 10 月の料額

改定は行わないこととしたい。令和元年10月から消費税率の10％となっていることや、

令和 2 年 4 月から会計年度任用職員制度が導入されることは、行政コストの増加につ

ながる要素である。この2つの要素を適切に施設使用料と手数料に反映する必要があ

るが、今回の調査では平成30年度決算に基づいており、会計年度任用職員のコストを

反映していない。よって、今回は料額改定を行わず、会計年度任用職員の実績が出る

令和 3年度以降に改めて改定の可否を検討したい。 

本件を本会議にて決定いただいた後は、議員協議会にて報告する予定である。 

区長 会計年度任用職員が、臨時職員と異なり事務費から人件費に移ることに伴って、使

用料等に影響が出るという解釈でいいか？ 

説明者 会計年度任用職員には期末手当の支給等、人件費そのものの増加が予想され、本

来であればそれを使用料等へ反映することを検討しなければならない。 

副区長 他区における検討状況はどうか？ 

説明者 昨年に各区へ照会したが、本区同様に会計年度任用職員の導入を見極めたいとい

う区もあれば、本区のような 3 年おきの調査を実施せず各担当課の判断に任せるとい

う区が大半である。よって、令和 2年 10 月に改定するという情報は聞いていない。 

⇒提案のとおり決定する。 

（３） 豊島区の文化シンボルとなる新たな取り組みについて 

説明者 資料に基づき、豊島区の文化シンボルとなる新たな取り組みについて説明。 

東アジア文化都市の開催や芸術文化劇場のオープンを契機に、区民の文化活動を

顕彰するとともに、これまで進めてきた文化によるまちづくりを後世に引き継ぐ新たな文

化シンボルとなる取組について、区民を中心に検討していきたい。 

検討会を行う背景として、平成 14 年に区制施行 70 周年を迎え、平成 15 年に豊島

区基本構想の中で「伝統・文化と新たな息吹が融合する文化の風薫るまち」を基本方

針にし、文化政策を進めてきた。文化政策を評価いただき、平成 20年度には文化庁長

官表彰を受賞し、平成 27 年には「豊島区国際アート・カルチャー都市構想」を策定し
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た。平成 31 年には 1 年間をかけて東アジア文化都市 2019 豊島を実施してきた。この

先令和2年度には 11月に東京建物 Brillia Hall のオープン 1周年を迎え、令和 4年度

には区制施行 90 周年を迎える。 

東アジア文化都市事業については、397事業を行い、来場者数は延べ350万人であ

った。オールとしまによる推進体制として約 1300 人の方々と事業を共に進め、区民の

事業認知度は 60％に達し、区に誇りを持っていると感じている区民の割合は 59％とな

っている。区のブランディングとしては、一都三県の居住者が「豊島区が文化に力を入

れている」と考える人が 31％となり、「劇場がるまち」で第 1 位、女性における「マンガ・

アニメのあふれるまち」で第 1 位となっている。オールとしまの事業展開としては、全庁

において 221 事業を実施した。区の未来を担う人材の育成としては、小学生がいる世

帯の77％が開催を認知している。また、わたしは未来プロジェクトには約 12000人が参

加した。 

都が発表した「未来の東京戦略ビジョン」においても、区部中心部の将来像にて、池

袋が国際アート・カルチャー都市として掲載されたところである。 

このようなことを踏まえて、これからの文化シンボルをどのように創りあげていくの

か、検討会を行いたい。検討内容としては、例えば記念碑の設置、記念日、ロゴマー

ク、グッズ、催し等である。検討会のメンバーは 30～50 程度で、区内団体、議員、公募

区民等により構成する。スケジュールは 2 月上旬の公募委員の募集から始まり、11 月

頃に取り組み内容を実施していきたい。 

区長 様々な文化施策やアート・カルチャー都市構想、東アジア文化都市事業を行ってき

たが、これで終わりではなく、これからももっと広げ、文化施策の成果を次の世代に引

き継いでいかないといけない。そのための取組である。皆さんのご意見を伺いたい。 

委員 文化商工部としては、これまでの文化施策を検証し、未来へ引き継いでいく良い機

会。しっかり検討していきたい。 

区長 こういう文化シンボルを定めている自治体は都内にあるか。 

説明者 現在聞いている限り、存在しない。 

区長 教育委員会はこの取組をどう捉えているか。 

委員 子どもにも分かりやすい取組になってほしい。子どもたちが区の文化をよく知り、誇り

に思う取組としていきたい。 

⇒提案のとおり決定する。 

（４） 令和 2年 2月～4月分イベント・事業等開催予定一覧について 

説明者 資料に基づき、令和2年2月～4月分イベント・事業等開催予定一覧について説明。

⇒報告のとおり了承する。 
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会議の結果 

（１） 新型コロナウイルス感染症に係る区の対応について 

（２） 施設使用料及び手数料にかかる実態調査の結果について 

（３） 豊島区の文化シンボルとなる新たな取り組みについて 

（４） 令和 2年 2月～4月分イベント・事業等開催予定一覧について 

→（１）、（４）について了承、（２）、（３）について決定 

提出された資料等 

・新型コロナウイルス感染症に係る区の対応について 

・施設使用料及び手数料にかかる実態調査の結果について 

・豊島区の文化シンボルとなる新たな取り組みについて 

・令和 2年 2月～4月分イベント・事業等開催予定一覧について 


