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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２４年度 未来戦略創出会議（第１回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 平成 24年 4月 25日（水） 14時 00分～15時 30分 

開催場所 第二委員会室（本庁舎４階） 

議題 （１）未来戦略推進プラン 2012の公表について 

（２）総点検の実施について 

（３）新定員管理計画（２年次）実績報告 

（４）平成 24年度セーフコミュニティ推進事業について 

（５）セーフコミュニティに関する区民意識調査の報告について 

（６）平成 24年度自主検査実施計画（案）について 

（７）政策経営会議（平成 23年度第 19・20回、平成 24年度第 1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・新庁舎担当部長

（代理：庁舎建設室長）・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・

建築住宅担当部長・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（代理：議会総務課長） 

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・総務課長・人事課長 

説明者  

事務局 企画課企画調整グループ係長・主任主事 



2012.4.25(H24第 1回).doc 

- 2 - 

審議経過 

（１）未来戦略推進プラン 2012の公表について 

幹事： 資料に基づき、未来戦略推進プラン 2012の公表について説明。 

平成 24年 2月 27日から 3月 26日にかけてパブリックコメントを実施した。3名の方

から合計 20件のご意見をいただいた。実施結果については、広報としま 5月 1日号と

区ホームページで内容を公表する予定である。 

区長： ご意見の件数が少ないように感じるが、パブリックコメント実施の周知方法などを工

夫して、もっと区民のみなさんの関心やご意見をいただけるようにできないか。 

幹事：  パブリックコメントのご意見数は、テーマにより、かなり差がでているのが現状であ

る。例えば新庁舎に関することなど、個別のテーマである場合は比較的多くのご意見

をいただいているが、総合計画のようにテーマの範囲が広いものである場合、なかな

かご意見が出にくいといった状況である。パブリックコメント制度だけでなく、区民のみ

なさんのご意見をより多く伺うことができる別の方法を検討していく必要性があると考

えている。 

区長：  モニター制度の活用はどうか。 

幹事：  セーフコミュニティの取り組みについて広くご意見をいただくため、昨年度「ｅモニタ

ー」を募集した。電子メールでご意見をいただくため、みなさんの反応がとても良く、働

いている方や若い方などにとって、回答しやすい仕組みだと感じている。パブリックコメ

ントの募集案内等について、「ｅモニター」など電子メディアの活用などを検討していき

たい。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（２）総点検の実施について 

幹事： 資料に基づき、総点検の実施について説明。 

平成 20年度に 724億円あった一般財源歳入は、平成 24年度予算では 631億円と

93 億円の減少となっており、財政調整基金繰入金の影響を除いて比較しても 75 億円

の減少という低水準になっている。約 10 億円の財源不足となった平成 17 年度は、臨

時的な給与削減等により財源不足対策を実施し、その後 3 年間は財源不足がなかっ

たが、リーマンショック等による影響により財政調整交付金が大きく減少したことなどに

より、平成 22 年度から今年度まで再び財源不足対策を実施しているところである。現

時点での収支見通しでは財源不足額は減少する見込みだが、投資的経費の積立など

を見込んでおらず、改めて見通しの再確認が必要な状況である。また、財政調整基金

の残高についても、平成 24 年度末には 34 億円となる見込みであり、このままの状態

であれば、早ければ平成 26年度に枯渇してしまう可能性もある。 

豊島区のように基金よりも区債残高が上回る他区においては、すでに事務事業の

見直し等を始めており、本区においても財政危機に至る前に、区民サービス水準の低

下を極力避けながら、事業や計画の全面的かつ構造的な総点検を実施する必要があ

る。まずは事業の重複や無駄、新規需要の精査などによる歳出削減や、収納対策・受

益者負担の適正化などによる歳入確保を目標とする総点検を実施していく。 

5月には各部局に対して総点検実施内容について個別に説明し、以降 8月中までに
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各部局自ら点検し、政策経営部も交えて点検内容を精査したうえで、9 月には各部局

による中間報告を行い、25 年度予算編成作業に臨むスケジュールとしたい。また、点

検作業と並行し、収納対策や受益者負担の適正化等の検討も実施していく。 

なお、部局ごとに義務的経費や投資的経費を除く一般財源額について、24 年度当

初予算額の 10％相当額に、スクラップ予定額を加算した額を数値目標として設定す

る。現時点で見込んでいる平成25年度の財源不足額は66億円であり、基金計画の見

直し、起債の追加実施やスクラップ額を踏まえても、最終的に 16 億円の不足となる見

通しである。現時点での平成25年度収支見通しでは、義務的・投資的経費を除いた一

般財源額の合計が 120億円であり、この 10％にあたる 12億円を最終的な財源不足額

である 16 億円の解消に充てるという目標である。詳しい内容については、今後、各部

局に直接説明していく予定である。 

区長：  以前のような財政状態が非常に厳しい状態には二度とならないよう、区民サービス

の現場を良く見ながら、政策経営部だけでなく、全庁一丸となり相当の覚悟を持って総

点検にあたってほしい。 

委員：  政策経営部が各部局に直接説明していくことは大変心強いことである。政策経営部

の視点で各部局にアドバイスをしてもらいながら、一体となって総点検を実施していき

たい。 

 また、庁内には様々な会議体・検討体が設置されている。こういった組織を統合し、

それぞれ役割を分担していくと効果的・効率的な総点検の実施が可能だと思うので、

ぜひ検討していただきたい。合わせて、全職員で総点検を実施していくことについて、

これまで以上に長期的な視点で事業を構築していかなければならないという意識づけ

を職員にしていくような具体策を検討していただきたい。 

副区長：  契約方法の見直しや、今後予想される消費税率の増への対応、財政状況について

区民に分かりやすく説明するための準備などに早速あたってもらいたい。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（３）新定員管理計画（２年次）実績報告 

幹事： 資料に基づき、新定員管理計画（２年次）について説明。 

平成 24年 4月 1日現在の職員数は 1,980人であり、前年度から 33人減となってい

るが、計画目標数値の 1,953 人より 27 人超過という状況にある。新規需要に対する人

員配置の必要があったことや、正規職員退職後の再任用・再雇用率が低下しているこ

とが、超過となった主な要因である。 

厳しい職員体制の中で新規の行政需要にできる限り応え、サービスの低下を防ぐた

めには、人件費の抑制によって対応せざるを得ない部分があると考えている。今後の

総点検によって業務量を見直していくよう、各部局にお願いしたい。 

副区長：  勧奨退職者数の減は、やはり定年延長の動きがあったことが影響しているのか。 

幹事：  その影響は大きいと考えている。他区でも同様の状況である。 

 ⇒報告の通り了承する。 

（４）平成 24年度セーフコミュニティ推進事業について 

説明者：  資料に基づき、平成 24年度セーフコミュニティ推進事業について説明。 
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 平成 24年 5月 8日にセーフコミュニティ国際認証の決定をいただく予定である。世界

では 4月当初時点で 271都市が認証を受けており、日本国内では 5番目、東京都内で

は初めての認証取得となる。認証式はアジア会議の開催に合わせ、平成 24 年 11 月

28日に予定している。なお、10月 7日には朋有小学校においてセーフスクールの現地

審査が予定されており、11月 28日のセーフコミュニティ認証式に合わせてセーフスクー

ルの認証取得を受けられるよう、今後も事業を進めていきたい。 

また、10月 2 日には「セーフコミュニティ・サミット」を開催する予定である。内容は、３

つの分科会と基調講演、セーフコミュニティ推進都市の首長等による全体会議を企画

している。なお、11 月に予定しているアジア会議において、豊島区の対策委員会の活

動内容をぜひ発表できるようにしていきたい。関連部局については、今後も活動を継続

していくとともに、発表を実現できるようご協力願いたい。 

次に、「セーフコミュニティ基金」について設置を検討したいと考えている。この基金

は寄付と連動させ、セーフコミュニティの重点課題を中心に区民主体の安全・安心活動

の支援やイベント等に充てる。寄付者が寄付と政策選択を組み合わせることによって、

新たなタイプの区民参加の仕組みを構築したいと考えている。 

合わせて 80 周年記念事業の一つとして「セーフコミュニティ“笑顔の絆”プロジェクト」

を実施する。子どもたちを中心に区民 1,000 人の笑顔と未来へのメッセージを募り、こ

れをパネルや「笑顔がさ」にして区内の様々な場所で展示し、その様子をインターネット

や冊子等にまとめて公開していく予定である。今後も「安全・安心創造都市を目指して」

というコンセプトで実施する 80 周年記念事業とセーフコミュニティ事業を一体的に展開

していきたい。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（５）セーフコミュニティに関する区民意識調査の報告について 

委員： 資料に基づき、セーフコミュニティに関する区民意識調査の結果について説明。 

この調査は、住民基本台帳から無作為に抽出した 18 歳以上の区民 7,000 人と、区

立・私立保育園通園児の保護者 3,000人を対象に平成 23年 12月に実施した。回収率

は 25.4％である。前回調査時である平成 22 年 6 月から 1 年半経過した今回の調査で

は、セーフコミュニティに対する認知度が 28％から 40％に増加したが、まだ半数以上に

ついては認知されていないため、今後も引き続き活動内容を周知していく必要性があ

ると考えている。 

以前と比べ安心感がどのように変化しているかということについては、繁華街の環境

浄化や施設等のバリアフリー化、がんの早期発見について以前より安心感が高まって

いるという評価を受けている一方で、自転車のマナーや大地震による被害の対策につ

いて今後特に改善が必要であるという回答が多かった。 

区民ひろばの利用経験や認知度については、全体では 29％の利用経験と 75％の

認知度であるが、子育て世帯について見ると、55％の利用経験と 93％の認知度という

高い数値である。また、区民ひろばの機能として、震災時の救援機能や安全・安心に

関する情報等の提供機能、相談機能の充実を希望する回答が多くなっている。 

自転車の交通ルールについては、携帯電話やヘッドフォン・傘差しなどの「ながら」運

転や、車道・歩道での運転ルールが守られていないとの声が強くなっている。 
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地震に対する地域の安全性については、ある程度安全だと感じているのは 7％とごく

少数であり、48％が強い不安を感じているとともに、地域によっても不安感にかなりの

ばらつきがあることが判明した。飲料水や食料の買い置きについては 3 日分以上の買

い置きをしている世帯がある中で 20％の世帯が買い置きがまったくない状況である。

住宅用火災警報器については、台所への設置が 7 割を超える一方、まだ設置していな

い世帯が 16.1％あり、住宅形態別に見ると民間賃貸アパートの未設置割合が 26％と

高くなっている。家具等の固定についても特に対策をしていない世帯が 24％あり、民間

賃貸アパートについては実に 44％もの世帯が対策をしていない状況である。避難場所

の確認については 48％が行っているが、避難経路までは十分確認されておらず、家族

間での話し合いについても 3 割が行っていない状況である。自分が避難する救援セン

ターについて知っているのは 36％にとどまっており、救援センターについて聞いたこと

がないという回答も 3 割近くあった。防災訓練等の参加についても約 2 割にとどまって

おり、今後の大きな課題であると認識している。 

80 周年を迎えるにあたって、未来に引き継ぎたい豊島区のイメージとして「安全・安

心なまち」を挙げる声が最も多く、次世代に引き継ぎたい地域資源としては、巣鴨の地

蔵通りや都電荒川線、ソメイヨシノ発祥の地といった回答が多かった。今後の政策展開

にこういった意見が反映されていければと考えている。 

 ⇒報告の通り了承する。 

（６）平成 24年度自主検査実施計画（案）について 

委員：  資料に基づき、平成 24年度自主検査実施計画（案）について説明。 

自主検査は、会計事務ならびに物品管理事務の「見える化」や職員のモラールアッ

プ、またリスク管理の徹底を図ることをねらいとして実施するもので、今回で 3 回目とな

る。これまでの実績を踏まえ、今年度は次の７点について変更して実施する。 

まず、変更点１であるが、実地検査について、前回は同時に実施していた公金検査

と備品検査を、今回はそれぞれの検査が必要な職場が必ずしも一致しない等の理由

から別々に実施することとする。 

変更点２であるが、従来は事前調査を実地検査対象職場を選ぶ際の判断材料とし

ていたが、今回は他の方法で選定することが可能であることからこれとリンクさせない

こと、備品管理の実態は財務会計システムにおいて把握できることや負担軽減の観点

から、備品管理事務担当者は調査対象としないこと、調査票に現金をできるだけ取り

扱わないようにするための取り組みに関する事項と個室内での現金授受の実態及び

関連ルールの明確化に関する事項を加えることとする。 

変更点３は、実地検査対象職場の選定方法である。公金検査については、現金取

扱金額の大きい職場を中心に、正規職員以外による現金取り扱いが行われている職

場や、相談室等での現金授受の可能性がある職場の要素を加味して選定する。また、

備品検査については、システム上の未処理件数等が多い職場を中心に選定する。 

変更点４の検査体制であるが、前回までは検査員２名、立会人１名の３名体制で実

施していたが、今回は負担軽減等の観点から、検査員、立会人各１名の計２名体制で

実施することとする。 

変更点５は、実地検査の進め方、内容についての変更であり、マンネリ化防止の観
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点からチェックリストの改正を図るほか、検査項目の追加や検査開始時間を統一する

などの見直しを図っている。 

変更点６は、２３年度に提出された業務改善計画の実施状況については、会計管理

室長が実地検査を行うこととする。 

最後の変更点７は、全体報告書の記載事項に「現金をできるだけ取り扱わないよう

にするための取り組みに関する事項」を追加することである。 

なお、今後のスケジュールであるが、５月に検査対象職場の選定および検査員、立

会人の選出を行い、そのうえで日程調整、担当職場の割り振りを行う。その後６月に備

品の実地検査内容を決定し、７月に実地検査を実施、８月には公金の検査内容を決定

し、１０月に実地検査を実施する。またその間、各課にフロー・マニュアルの点検や事前

調査を依頼し、調査結果のとりまとめ等を並行して行い、１２月には全体報告書をまと

め、来年２月には報告会を開催する予定である。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（７）政策経営会議（平成 23年度第 19・20回、平成 24年度第 1回）結果報告 

委員： 資料に基づき、政策経営会議の結果について報告。 

 ⇒報告の通り了承する。 

 

 

 

会議の結果 

（１）未来戦略推進プラン 2012の公表について 

（２）総点検の実施について 

（３）新定員管理計画（２年次）実績報告 

（４）平成 24年度セーフコミュニティ推進事業について 

（５）セーフコミュニティに関する区民意識調査の報告について 

（６）平成 24年度自主検査実施計画（案）について 

（７）政策経営会議（平成 23年度第 19・20回、平成 24年度第 1回）結果報告 

⇒（１）・（２）・（４）・（６）について決定、（３）・（５）・（７）について了承 

提出された資料等 

・「未来戦略推進プラン 2012（案）」のパブリックコメント実施結果 

・総点検の実施について 

 ・新定員管理計画（２年次）実績報告書 

・平成 24年度セーフコミュニティ推進事業について 

・セーフコミュニティに関する区民意識調査の報告について 

・平成 24年度自主検査実施計画（案）における主な変更点（前年度対比） 

・平成 24年度自主検査実施計画（案） 

・平成 23年度第 19・20回、平成２4年度第 1回政策経営会議結果報告書 


