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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 4回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 平成 24年 9月 5日（水） 14時 00分～15時 30分 

開催場所 第一委員会室（本庁舎４階） 

議題 （１）平成 24年第 3回豊島区議会定例会提出予定案件について 

（２）平成 24年豊島区補正予算（案）について 

（３）平成 23年度各会計歳入歳出決算について 

（４）平成 23年度決算における健全化判断比率について 

（５）シルバー人材センターの活用について 

（６）政策経営会議（平成 24年度第 4～7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・

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 

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・シティプロモーション担当課長・総務課長・人事課長 

説明者 福祉総務課長・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 24年第 3回豊島区議会定例会提出予定案件について説明。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（２）平成 24年度豊島区補正予算（案）について 

説明者： 資料に基づき、平成 23年度豊島区補正予算（案）について説明。 

今回の一般会計補正予算は 2,306,485千円であり、このうちの半分以上が前年度決

算に基づき清算する国庫支出金返納金や、将来に備え、財政調整基金を積み増しす

るために要する経費である。なお、総事業数 25 事業のうち緊急雇用創出事業が 4 事

業である。財源の内訳は、特定財源が 577,695 千円、一般財源が 1,728,790 千円、経

費別では事業費及び投資的経費であり、人件費はない。 

このほかの補正予算として、一般会計債務負担行為が追加 5 件、国民健康保険事

業会計が 1,093,136 千円、後期高齢者医療事業会計が 154,122 千円、介護保険事業

会計が 172,276千円となっている。 

区長：  今回の補正予算で財政調整基金を積み増すことにより、その残高は 50 億円を超え

ることになるのか。 

幹事：  その通りである。 

区長：  財政調整基金について、23区の平均額を後ほど報告してもらいたい。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（３）平成 23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 23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であるが、予算現額は 1,075 億 74 百万円、歳入は 1,021

億 2百万円、歳出は 990億 76百万円である。歳入歳出差引額は 30億 25百万円、翌

年度へ繰り越すべき財源は 12 億 23 百万円、実質収支額は 18 億円余となり、地方自

治法の規定による基金繰入額及び実質繰越額ともに 9億円余となっている。 

歳入決算額は前年度と比較して 26億 35百万円の増となり、予算現額と収入済額と

の差額は 54 億 72 百万円である。最も大きな差額が出ているのは特別区債の 23 億 9

百万円であり、その収入率は 37.5%と極めて低くなっている。主な要因としては、南長崎

中央公園整備経費の翌年度繰越等の影響によるものと考えている。また、前年度と比

較して最も増収額が大きかったのは繰入金であり、18 億 50 百万円の増となった。これ

は、減債基金等からの繰り入れの影響によるものと考えている。 

歳出決算額は前年度と比較して 21 億 90 百万円の増となったが、執行率は低下し

た。科目別では、総務費の執行率が約 7%低下しているが、これも南長崎中央公園整備

経費の翌年度繰越による影響が大きいものと考えている。なお、前年度と比較して最も

変動が大きかったのは土木費で、48億 99百万円の減となった。また、最も支出済額が

増えたのが公債費であり、前年度と比較して 21億 89百万円の増となった。 

23 年度一般会計の決算額は、歳入・歳出ともに最近 10 年間では最も高い額となっ

ているが、決算額の予算現額に対する収入率及び執行率ともに、最近 10 年間では 2
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番目に低い率となっている。なお、形式収支は 3年ぶり、実質収支は 4年ぶりの増とな

った。歳入の状況としては、特別区税の伸び率が前年度と比較しプラス 1.1%、3 億 3 百

万円の増であった。特別交付金はマイナス 2.1%、5 億 82 百万円の減に転じたが、一

方、国庫支出金はプラス 8.1%、14億 1百万円の増となっている。歳出の状況であるが、

義務的経費が前年度と比較しプラス 5.9%、31億 26百万円の増となり、昭和 50年以降

最も高くなっている。このうち人件費の占める割合は過去最低となっている一方で、扶

助費の占める割合は過去最高となった。その他、公債費はプラス 37.5%、23 億 13 百万

円の大幅な増、投資的経費はマイナス 29.6%、38 億 89 百万円の大幅な減となってい

る。 

 ⇒報告の通り了承する。 

（４）平成 23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 23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・連結実質赤字比率については、22 年度に引き続き赤字額がないた

め比率は算出されない。実質公債費比率については年々下がっており、22 年度の

5.2％から 5.0％に改善した。将来負担比率についても、起債を極力抑制し償還を計画

通りに進めていることや23年度に大きな元金を返済したこと、また、職員定数の削減に

努めていることなどから、昨年度に引き続き実数は算定されず比率は算出されない。 

本区の各比率はいずれも「早期健全化基準」を下回っており、「健全段階」の位置づ

けとなっているが、23 区内での比較では各区とも相対的に健全化が図られているため

依然として低位に位置しており、厳しい状況にあることは否めない。限られた財源の重

点的・効果的な活用に向け、すべての事業の必要性・効率性を点検する「総点検」を現

在実施しているが、今後も引き続き財政健全化の手綱を緩めることなく、全庁一丸とな

って計画的かつ健全な財政運営に努めていく必要がある。 

区長：  各比率について、本区は 23区の中でそれぞれどの位置にあるのか。 

幹事：  暫定値ではあるが、実質赤字比率は 21番目、連結実質赤字比率は 19番目、実質公

債費比率は23番目、将来負担比率は 20番目である。実質公債費比率が最下位という

結果ではあるが、これは23年度に大きな返済を済ませたことによるものであり、影響は

23 年度決算にとどまるものと考えている。なお、このように償還を計画的に進めている

ため、その分将来負担比率は順調に改善している。 

区長：  特に投資的経費の増大は、財政状況が厳しい中にあっては確かに苦しい部分もあ

る。しかし、最少の経費で最大の効果をあげるような投資事業は、区の価値を高め、次

の世代に繋げることができる大きな可能性を持っている。いかに価値あるまちづくりを

していくかということが大変重要なことであり、そういった大きな視点を持って効果的な

施策に繋げていけるよう、それぞれの部局で認識を深めていってほしい。 

 ⇒報告の通り了承する。 

（５）シルバー人材センターの活用について 

説明者：  資料に基づき、シルバー人材センターの活用について説明。 

 平成 16 年 11 月の地方自治法施行令の改正により、シルバー人材センターをはじめ

一定の配慮が必要な施設等に対し、政策目的による随意契約が可能となった。シルバ

ー人材センターは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき設置されてい
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る公益法人であり、身近な地域で就業の機会を提供し、高齢者が働くことを通じて、活

力ある高齢社会、地域社会づくりに貢献することを目的としている。高齢者就業及び高

齢者福祉の促進等のため、各部局の事務事業のうち、シルバー人材センターに馴染

む仕事の発注について、特段のご配慮をお願いしたい。なお、シルバー人材センター

における契約額の状況であるが、平成 21年度は 7億円を超えていたが、平成 22年度

以降は 6億 7千万円台となり、7億円を下回る状態が続いている。また、年々公共事業

の占める割合が増えてきており、公共事業が下支えしている状況である。 

副区長：  シルバー人材センターが受注している公共事業のうち、本区が発注している事業の

割合はどのくらいであるのか。 

説明者：  おおむね本区の発注した事業である。特に大口なのが、自転車駐車場の管理運営

委託業務である。 

副区長：  施行令で規定されたシルバー人材センター以外の団体との随意契約実績はどのよう

な状況か。そういった団体との随意契約の促進にも目を向けるべきと考えるがどのよう

に捉えているのか。 

説明者：  シルバー人材センター以外の団体との随意契約についても可能な限り仕事を提供し

配慮していくことが必要だと認識しているが、今後の急速な高齢化を踏まえると、高齢

者の力を活用していくことが、最も効果的で可能性のある方策であると考えている。 

副区長：  現在シルバー人材センターへ発注している業務内容については、軽作業や現場での

労務作業が多くなっている。高齢者の中には、事務の専門的な高い能力を持った方も

大勢いるので、そういった力を活用できるような業務の発注ができないか検討してもら

いたい。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（６）政策経営会議（平成 24年度第 4～7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。 
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会議の結果 

（１）平成 24年第 3回豊島区議会定例会提出予定案件について 

（２）平成 24年豊島区補正予算（案）について 

（３）平成 23年度各会計歳入歳出決算について 

（４）平成 23年度決算における健全化判断比率について 

（５）シルバー人材センターの活用について 

（６）政策経営会議（平成 24年度第 4～7回）結果報告 

⇒（１）・（２）・（５）について決定、（３）・（４）・（６）について了承 

提出された資料等 

・平成 24年第 3回豊島区議会定例会提出予定案件 

・平成 24年度豊島区補正予算（案）について 

 ・平成 23年度各会計決算総括説明 

 ・平成 23年度一般会計決算の概要 

・平成 23年度決算における健全化判断比率の報告について 

・シルバー人材センターの活用について 

・平成 24年度第 4～7回政策経営会議結果報告書 


