
2011.10.19(H23 第 6 回).doc 

- 1 - 

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２３年度 未来戦略創出会議（第６回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 平成 23 年 10 月 19 日（水） 14 時 30 分～16 時 00 分 

開催場所 第一員会室（本庁舎４階） 

議題 （１）平成 24 年度当初予算編成方針・部局枠配分額等について 

（２）ビルド・アンド・スクラップによる政策的経費充当事業のスクラップ額について 

（３）平成 24 年新規・拡充事業の提案について 

（４）「未来へ向けた窓口を創り出す若手職員チーム」モデル事業の実施について 

（５）第 9 次豊島区交通安全計画の策定について 

（６）政策経営会議（12 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・教育長・政策経営部長・総務部長・施設管理部長・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・土木部長・会計管理室長・教育総務部長・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・総務課長・人事課長・財

産運用課長 

説明者 人材育成課長・区民課長・交通対策課長・財政担当係長 

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 24 年度当初予算編成方針・部局枠配分額等について 

幹事： 資料に基づき、平成 24 年度当初予算編成方針・部局枠配分額等について説明。 

東日本大震災から半年が経過し、日本経済は震災直後の景気落ち込みを一定程

度回復しつつあるが、円高や株安による企業業績の落ち込みや欧州金融市場の混乱

など様々な下振れリスクが存在し、今後の財政状況について現時点で確かな見通しを

持つことは困難である。本区においても、財政調整交付金が平成 23 年 8 月の当初算

定において予算額を 3 億 2 千万円余下回り、区民税収入も現時点での見込みでは決

算額が 3 億円以上下回る見込みである。こうした中で平成 24 年度の収支見通しは、

現時点で最大 56 億円程度の財源不足が生じると見込んでおり、施設改築・改修等の

需要を抱えつつ、さらに震災を契機とした防災耐震対策の強化をはじめとする新たな

課題への対応が求められている中、更なる経費の大幅な圧縮や各種基金取崩しなど

の財源対策の実施を迫られることは必至である。事業の一つずつについて、真に必要

な経費であるかあらためて検討を加えるとともに、経費を下げて効果を上げるため、知

恵と工夫を大いに発揮することを全職員に期待する旨、副区長からの依命通達が出さ

れている。 

説明者： 平成 23 年 8 月の収支見通しをもとに所管課とのヒアリングを実施するとともに、特に

今回は平成 22 年度決算の執行率等の状況を精査した。これらを踏まえて算定した結

果、平成 24 年度予算の枠配分額は 24,551,600 千円、対 23 年度比では 759,400 千円

減となっている。なお、東日本大震災による電力不足への対応として「電力削減アクシ

ョンプログラム」を 9 月 30 日まで実施してきたが、計画期間終了後も区民サービスの低

下に繋がる取り組み以外は、省資源・省エネルギーの観点から引き続き実施すること

としており、節電による電気代節減額については施設分類ごとに一定の割合で算出

し、これを部局別枠配分額から減額している。各部局においては、今後この枠配分額

の範囲内で予算編成をお願いしたい。予算編成の今後のスケジュールであるが、11

月 21 日を目途に、各部局において予算編成を行い、その後予算案説明会を 12 月初

旬から実施したい。 

区長：  日本経済の情勢や財源不足等が見込まれる本区の財政状況を踏まえ、あらゆる事

業について経費等の無駄が潜んでいないか、今後全庁的に再点検を実施していきた

いと考えている。各部局は緊迫感をもって予算編成を行うようにしてもらいたい。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（２）ビルド・アンド・スクラップによる政策的経費充当事業のスクラップ額について 

幹事： 資料に基づき、ビルド・アンド・スクラップによる政策的経費充当事業のスクラップ額

について説明。 

平成 24 年度予算におけるスクラップ額の一般財源ベースの総額は 106,575 千円と

なっている。このスクラップ額はこれまで 8 千万円台、9 千万円台であったが、24 年度

はじめて 1 億円台となった。なお、スクラップ比率については、事前に提出いただいた

各部局からの申し出に基づき、事業内容等に応じ考慮すべき部分について、できる限

り反映をさせている。 
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 ⇒提案の通り決定する。 

（３）平成 23 年度新規・拡充事業の提案について 

幹事： 資料に基づき、平成 24 年度新規・拡充事業の提案について説明。 

これまで実施してきた緊急雇用創出事業等については、原則として 23 年度で終了と

なる。24 年度以降も一般財源を投入しての事業継続を希望する場合、事業内容の見

直し・経費の縮減を図ったうえであらためて事業提案をしていただきたい。また、80 周

年記念対象事業については、事業実施内容の事前調査時から時間も経過しているた

め、あらためて事業実施の必要性および経費・内容を十分に精査したうえで提案を行

うようお願いしたい。 

区長：  80 周年記念事業の実施については、地域の各団体等との連携が大変重要である。

記念事業の選定等にあたっては、新規・拡充事業提案や予算編成のスケジュール等、

相互に調整しながら不備のないよう行うようにしてもらいたい。 

副区長：  財政状況が厳しい中ではあるが、各部局においては、政策提案として創意工夫のあ

る新規・拡充事業を積極的に提案してもらいたい。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（４）「未来へ向けた窓口を創り出す若手職員チーム」モデル事業の実施について 

説明者： 資料に基づき「未来へ向けた窓口を創り出す若手職員チーム」モデル事業の実施に

ついて説明。 

「未来へ向けた窓口を創り出す若手職員チーム」は、新庁舎整備に向け「信頼感と

人間味あふれる窓口の実現」を目指し、窓口サービスの抜本的改善、職員の意識改革

についての具体策を検討・実践することを目的として、平成 22 年度に設置された。 

平成 22 年度は 12 回の検討会を行い、職員アンケートや板橋区・巣鴨信用金庫への

視察と合わせて問題解決の検討を進め、その結果として作成した提言書において「とし

ま区民ファースト宣言」に基づく各種事業案を提案した。平成 23 年度は、これまで 11 回

の検討会と現状把握のための区民満足度調査及び職員意識調査を行い、これらの検

討・調査結果を受け、提言書の事業案のうち 4 事業について、11 月 1 日から「モデル事

業」として実施していきたい。実施課は「未来へ向けた窓口を創り出す若手職員チー

ム」の職員が所属する窓口職場を中心とした 8 課とする。モデル事業開始後、年明け 1

月に区民満足度調査及び職員意識調査を再度実施し、調査結果の検証・考察、新た

な具体案の検討などを行い、今年度中に検討結果をまとめる。なお、現在第三回定例

会において補正予算案件として審議中である「窓口サービス・レベルアップ事業」は、

区民・事業者向けの窓口職場を始め全庁的な窓口サービス・接遇のレベルアップを目

的として、今年 12 月から 1 月にかけ、窓口対応・電話対応の実態調査を予定している

ものである。あらかじめ設定した評価項目に基づき覆面調査員が調査を行い、これか

ら得られる客観的な評価結果を研修会等の開催により全庁的にフィードバックすること

によって、人材育成の観点からも職員の意識改革を行っていこうとするものである。11

月から実施されるモデル事業実施課が高い評価結果を得られるかどうか結果的に検

証できることにもなり、良いモデルケースになることを期待している。今回のモデル事業

の対象にならない職場においても、今回の取り組みが全庁的に波及するよう、職場内

で接遇の在り方について、あらためて検討するきっかけとしてもらいたい。 
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委員：  この事業は、職員一人ひとりが真剣に向き合って取り組んでいくことが不可欠であ

る。また、新庁舎整備に伴い、接遇について職員の意識改革を図る絶好の機会だと考

えている。実際の取り組みにあたっては係長級職員の役割が非常に重要となると思う

ので、各所属長についてはこの点に配慮のうえ、ご指導をお願いしたい。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（５）第 9 次豊島区交通安全計画の策定について 

       説明者：  資料に基づき、第 9 次豊島区交通安全計画の策定について説明。 

この交通安全計画は、安全対策基本法を根拠法令とし、上位計画として、国が策定

する第 9 次交通安全基本計画「中央交通安全対策会議（内閣府）」及び都が策定する

第9次東京都交通安全計画「東京都交通安全対策会議」に準拠するかたちで策定する

ものである。計画案については、8 月 30 日開催の豊島区交通安全協議会及び 9 月 13

日開催の清掃・環境対策調査特別委員会において報告するとともに、9 月 15 日から 10

月 15 日にかけてパブリックコメントを実施した。なお、計画案に関わる意見の提出はな

かった。計画期間は平成 23 年度から平成 27 年度の 5 ヵ年とし、最終目標として、交通

事故による死傷者をゼロにすることを掲げ、本計画において交通事故のさらなる減少

を目指す。また取り組むべき重点課題として 4 点を掲げ、関係機関が一体となり対策を

推進するとともに、「東日本大震災」を教訓に、地域防災計画等との調整を図りながら

施策を進め、災害時には関係機関が連携し適切な対応を行っていくこととしている。 

委員：  セーフコミュニティの認証取得に向け、自転車の安全利用の推進は大変重要である。

児童の自転車乗車時のヘルメット着用については、どのようなかたちで計画に反映さ

れているのか。また、最近は自転車の危険走行等が大きな問題となっているが、警察

と連携しての取り締まり等についてはどのような状況であるのか。 

説明者： 国の中央交通安全対策会議（内閣府所管）交通対策本部決定による「自転車安全

利用五則」に基づき、自転車を運転する 13 歳未満の子どもや、補助椅子などで自転車

に同乗する 6 歳未満の子どもへのヘルメット着用に努めることについては、保護者の義

務であることを計画の中に明記している。また、自転車の危険走行等に対する取り締

まりについても、警察で厳しく行っているところである。 

教育長：  自転車の原則車道走行について自転車安全利用五則で謳われているが、その啓発

等はどのように進んでいるのか。また、児童のヘルメット着用については、セーフスクー

ルの認証取得に向け課題となっているが、今後どのように取り組んでいくのか。 

説明者：  自転車の原則車道走行については、平成 21 年の道路交通法改正によって徹底され

たものである。区の発行するちらし等や区民ひろば等では、この法改正を受けたかたち

で交通安全教育・啓発を実施しているところである。また、児童のヘルメット着用につい

ては保護者の努力義務であることから、保護者への普及啓発活動について積極的に

行っていきたいと考えている。 

 ⇒報告の通り了承する。 

（５）政策経営会議（７～１０回）結果報告 

各委員： 資料に基づき、政策経営会議の結果について説明。 

 ⇒報告の通り了承する。 
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（１）平成 24 年度当初予算編成方針・部局枠配分額等について 

（２）ビルド・アンド・スクラップによる政策的経費充当事業のスクラップ額について 

（３）平成 24 年度新規・拡充事業の提案について 

会議の結果 （４）「未来へ向けた窓口を創り出す若手職員チーム」モデル事業の実施について 

（５）第 9 次豊島区交通安全計画の策定について 

（６）政策経営会議（１２回）結果報告 

⇒（１）から（４）について決定、（５）・（６）について了承 

 
 

・平成２４年度当初予算編成方針・部局枠配分額等について 

・ビルド・アンド・スクラップによる政策的経費充当事業のスクラップ額について 

・平成２４年度新規・拡充事業の提案について 

・「未来へ向けた窓口を創り出す若手職員チーム」及びモデル事業の実施について 

提出された資料等 
・未来へ向けた窓口を創り出す若手職員チーム提言書 

・第 9 次豊島区交通安全計画（案）の概要 

・第 9 次豊島区交通安全計画（案） 

・平成２３年度第１２回政策経営会議結果報告書 

 
 
 
 
 
 
 


