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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２５年度 未来戦略創出会議（第 5回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 平成 25年 9月 4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 25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 25年豊島区補正予算（案）について 

（３）平成 24年度各会計歳入歳出決算について 

（４）平成 24年度決算における健全化判断比率について 

（５）マイナンバー（番号制度）に関する検討体制について 

（６）政策経営会議（平成 25年度第 7・8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・特命政策担当部長・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・地

域まちづくり担当部長・建築住宅担当部長・土木担当部長・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 

説明者 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 25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 25年第 3回豊島区議会定例会提出予定案件について説明。 

区長： 西部地域複合施設関連の工事請負契約の競争入札が不調になった。材料費の高

騰や賃金の値上がりなどの事情があったが、予定価格を検討する段階で、その兆候を

把握できなかったのか。 

委員： 予定価格を決めるにあたり、値上がりを含んで決定したが、予想以上だった。入札

は厳しいのではないかと感じたが、必ず不調になるとは限らないので、実施した。 

区長： オリンピックの開催が決定したら、建築資材はまた高騰するのではないか。 

委員： 高騰すると思われる。時期を待っても上がる一方であり、早めに業者を選定した方

がよい。 

区長： 財政的事情もあるが、区民にもきちんと説明できるよう、しっかりと情報収集し、対応

していってほしい。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（２）平成 25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 25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 本ある。補正 3 号は西部地域複合施設建設事業経

費の債務負担行為の限度額を変更するものである。補正 4号は予算額1,481,187千円

であり、総事業数 25 事業である。財源の内訳は、特定財源が△41,745 千円、一般財

源が 1,522,932千円、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、一般会計債務負担行為の補正が変更 1 件、新規 9 件、特別区債の限度

額の変更 2 件、国民健康保険事業会計が 1,411,969 千円、後期高齢者医療事業会計

が 257,149千円、介護保険事業会計が 244,096千円となっている。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（３）平成 24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 24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は、予算現額 1,100 億 81 百万円、歳入 1,052 億 19 百万

円、歳出 1,019 億 91百万円である。歳入歳出差引額は 32 億 28百万円、翌年度へ繰

り越すべき財源は 12億 13百万円、実質収支額は 20億円 15百万円であり、地方自治

法の規定による基金繰入額は同額の 20億円余となり、実質繰越額は 0円となる。 

歳入決算額は収入済額 1,052億 19 百万円であり、前年と比較して 31 億 17百万円

の増となっている。予算現額と収入済額の差は48億72百万円である。最も大きな差額

が出ているのは繰入金であり、主な要因として、義務教育施設整備基金繰入金を小中

学校の大規模環境整備経費の財源に充てたことや減債基金の取り崩しを一部見送っ

た分の影響によるものである。また、収入率が一番低いのは特別区債であり、契約落

差による事業費の減なども含め、起債を見送った分の影響が大きいものと考えてい

る。 

歳出決算額は支出済額 1,019億 91 百万円であり、前年度と比較して 29 億 15 百万
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円程増となり、執行率も高くなっている。都市整備費の執行率が 16%程低下している

が、これは主に南池袋二丁目 A 地区市街地再開発事業経費等に係る翌年度繰越額

が大幅に増加していることが影響していると考えている。前年度と比較して大きく減とな

っているのは、公債費である。要因として、前年度は三芳グラントの整備や特養建設の

起債満期償還があり、その差によるものと考えている。 

国民健康保険事業会計は、予算現額は302億65百万円、歳入は306億96百万円、

歳出は 292億 47百万円、実質収支額は 14億円 48百万円である。後期高齢者医療事

業会計は、予算現額は 55億 86百万円、歳入は 54億 81百万円、歳出は 52億 37百

万円、実質収支額は 2 億円 43 百万円である。介護保険事業会計は、予算現額は 169

億 75 百万円、歳入は 167 億円、歳出は 164 億 58 百万円、実質収支額は 2 億円 41

百万円である。 

24 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、収入率及び執行率ともに、最近 10 年間では 3 番目に低い率となっている。

なお、今回から実質収支全額が基金繰入額となるため、翌年度繰越はない。歳入の状

況は、特別区税の対前年度比はプラス 2.2%、6億 6百万円の増であった。また、特別交

付金はプラス 4.7%、12億 97百万円の増となったが、国庫支出金はマイナス 0.9%、1 億

77 百万円の減となっている。歳出の状況は、義務的経費が対前年度比マイナス 6.2%、

34億 99百万円の減となっている。このうち人件費の構成比は過去最低を更新した。一

方、扶助費は前年度比・構成比とも久しぶりに減に転じた。その他、公債費は対前年度

比マイナス 34.7%の大幅な減、投資的経費はプラス 42.7%の大幅な増となっている。 

 ⇒報告の通り了承する。 

（４）平成 24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 24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・連結実質赤字比率は、引き続き赤字額がないため比率は算出され

ない。実質公債費比率は年々下がっており、3.6％に改善したが、新規の起債発行を極

力抑制し、償還を計画通り進めてきたことによる。将来負担比率も、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「健全段階」の位置づけとなっているが、23 区内では各区

とも相対的に健全化が図られており、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。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：  23 区の状況はどうか。また、土地開発公社未収金の繰上償還をしていた時期と比較

してどうか。 

幹事：  実質公債費率は 13区がマイナスであり、本区は中野区の 4.7%に続き、下から 2番目

である。土地開発公社の繰上償還をしていた 21・22 年度と比較し、公債償還額も着実

に減少し続けているが、まだ他区に比較すると高い状況である。 

区長：  自治体経営としてはバランスが取れていると言えるのか。 

幹事： 経常収支比率も 23 区平均を下回っているが、経常収支比率に表れてこない投資的

経費が増えていることが課題と思われる。 

区長：  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
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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）マイナンバー（番号制度）に関する検討体制について 

幹事：  資料に基づき、マイナンバーに関する検討体制について説明。 

既に関係課長の勉強会を 2回実施しているが、今後、プロジェクトチームを結成し、検

討していきたい。平成 27年 10月に番号通知をし、28年 1月には顔写真や ICチップが

付いた個人番号カードの交付が始まる。29年 1月から国の機関、7月から自治体の連

携が始まり、本格稼働される。それまでにシステム改修や業務プロセスの検討、条例

改正等が必要になってくる。 

副区長：  全庁で取り組むべき課題であり、今後も随時情報提供をしてほしい。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（６）政策経営会議（平成 25年度第 7・8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。 

高齢者福祉施設への区単独補助だが、政経会議後、都補助は用いず区補助のみ

活用したいと打診があった。財政課と協議しているが、改めて本戦略会議での了承を

得たい。 

副区長：  関係部局が了承済みであればよい。 

 ⇒報告の通り了承する。 

 

 

 

会議の結果 

（１）平成 25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 25年豊島区補正予算（案）について 

（３）平成 24年度各会計歳入歳出決算について 

（４）平成 24年度決算における健全化判断比率について 

（５）マイナンバー（番号制度）に関する検討体制ついて 

（６）政策経営会議（平成 25年度第 7・8回）結果報告 

⇒（１）・（２）について決定、（３）・（４）・（５）・（６）について了承 

提出された資料等 

・平成 25年第 3回豊島区議会定例会提出予定案件 

・平成 25年度豊島区補正予算（案）について 

 ・平成 24年度各会計決算総括説明 

 ・平成 24年度一般会計決算の概要 

・平成 24年度決算における健全化判断比率の報告について 

・マイナンバー（番号制度）に関する検討体制について 

・平成 25年度第 7・8回政策経営会議結果報告書 


