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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２６年度 未来戦略創出会議（第８回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 平成 26年 9月 4日（木） 15時 05分～16時 15分 

開催場所 第二委員会室（本庁舎４階） 

議題 

（１）平成 26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 26年豊島区補正予算（案）について 

（３）平成 25年度決算における健全化判断比率について 

（４）平成 25年度各会計歳入歳出決算について 

（５）平成 26年度行政評価の実施結果について 

（６）プロポーザル方式による事業者選定情報に係る情報公開基準について 

（７）政策経営会議（第 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（２名）・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・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（欠席）・広報課長・シティプロモーシ

ョン推進室長・総務課長・人事課長 

説明者 契約課長・財政係長 

事務局 企画課企画調整グループ係長・主査 
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審議経過 

（１） 平成 26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 26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 26年度豊島区補正予算（案）について 

幹事： 資料に基づき、平成 26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額は 1,234,787 千円であり、財源の内訳は、特定財源が

115,321 千円の減額、一般財源が 1,350,108 千円である。なお、特定財源が減額となっ

ている要因は、特別区債 250,000千円の取りやめによるものである。また、一般財源の

内訳は、各特別会計の精算に伴う繰入金である。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新規 7 件、変更 2 件、特別区債の限度

額の変更 4件、繰越明許費が新規 3件、国民健康保険事業会計が 1,209,780千円、後

期高齢者医療事業会計が 294,723千円、介護保険事業会計が 264,836千円となってい

る。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（３）平成 25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 25年度決算における健全化判断比率について説明。 

実質赤字比率と連結実質赤字比率は、昨年度に引き続き赤字額がないため比率は

算出されない。実質公債費比率は年々下がっており、平成 24年度の3.6％から1.9％に

改善した。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おり、区財政は着実に改

善しているが、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、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：  各比率の数値を 23区内で比較した場合、本区の状況はどの位置にあたるのか。 

幹事：  現時点ではいずれの区も暫定数値であるため確定ではないが、実質赤字比率は 17

位、連結実質赤字比率は 14位、実質公債費比率は 21位、将来負担比率は 20位であ

る。本区の数値は改善してきているが、他区も同じ状況であるため、23 区の中での位

置づけはこれまでとあまり変わらない。しかしながら、年々起債を減らし、基金の積み

立てを続けてきたことによって、平成 25 年度決算では 23 年ぶりに基金残高が起債残

高を上回り、着実に財政健全化が図られている状況である。 

副区長：  今後開会する第三回定例会において、これまでの財政健全化の取り組みと現在の財

政状況について説明する予定である。 

区長：  平成 2 年度以来、23 年ぶりに基金残高が起債残高を上回り、貯金と借金のバランス

が改善されただけでなく、起債残高が平成 2 年度と比較し 100 億円以上減少したこと

は、区民のみなさんの協力を得ながら、職員が一丸となってこれまで努力してきた賜物



2014.9.4(H26第 8回) .doc 

- 3 - 

である。こういった着実な財政健全化の取り組みをきちんと説明しながら、今後の豊島

区の発展に向けた取り組みもしっかりと進めていかなくてはならない。その結果、起債

残高が再び増えてしまう可能性も念頭に置きながら、限られた財源を重点的・効果的

に活用していくために、引き続き全庁を挙げて計画的かつ健全な財政運営に努めても

らいたい。 

 ⇒報告の通り了承する。 

（４）平成 25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 25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 1,084 億 78 百万円、歳入 1,047 億 80 百万

円、歳出 1,020 億 75 百万円である。形式収支である歳入歳出差引額は 27 億 4 百万

円、翌年度へ繰り越すべき財源は 49百万円、実質収支額は 26億円 55百万円であり、

地方自治法の規定による基金繰入額は同額の26億 55百万円となり、実質繰越額は0

円となる。 

歳入決算額であるが、予算現額と収入済額の差は 36億 97百万円である。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、公共施設再構築基金と減債基

金からの繰入を取りやめたことと、義務教育施設整備基金からの繰入を見送ったこと

が挙げられる。また、収入率が一番低いのは特別区債であり、19.9％である。これは、

（仮称）西部地域複合施設整備事業の凍結と新小学校建設事業の見送りによる影響

が大きいものと考えている。 

歳出決算額は支出済額 1,020億 75百万円であり、前年度と比較して約 84百万円増

えている。都市整備費の執行率が前年度の 73.4％から 90.6％に増えているが、前年度

決算において執行率低下に大きな影響があった南池袋二丁目A地区市街地再開発事

業経費等に係る翌年度繰越額の大幅な増加が、平成 25 年度決算においては翌年度

繰越額が 15百万円余にとどまったため、執行率の回復に影響があったと考えている。 

次に特別会計であるが、各特別会計から一般会計に繰り入れた額の合計は 15 億

30 百万円、一般会計から各特別会計に繰り出した額の合計は 105 億 73 百万円であ

り、繰入額と繰出額の差額は90億43百万円で、一般会計から各特別会計への繰出額

が多くなっている。国民健康保険事業会計は、予算現額 311 億 76 百万円、歳入 315

億 35 百万円、歳出 302 億 89 百万円、実質収支額 12 億 46 百万円である。後期高齢

者医療事業会計は、予算現額 57 億 2 百万円、歳入 56 億 46 百万円、歳出 53 億 72

百万円、実質収支額 2億 74百万円である。介護保険事業会計は、予算現額 177億 54

百万円、歳入 173億 18百万円、歳出 170億 62百万円、実質収支額 2億円 55百万円

である。 

債権別収入未済額及び不能欠損額であるが、強制徴収公債権の収納未済額が前

年度と比較し、約 5億 40百万円減少した。これは、特別区民税と国民健康保険料の収

入未済額が合わせて約 5億 65百万円減少した影響が大きく、景気の動向や収納対策

の強化による効果があったものと考えている。一方、非強制徴収公債権の収納未済額

は、前年度と比較し約 76 百万円増加した。主な要因は、生活保護費の返納金及び戻

入未済金が合計で約 80 百万円あり、生活困窮者に対する返還請求の難しさと、稼働

年齢層の増加等に伴う返納金・戻入金が増えていることが挙げられる。なお私債権の
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収入未済額については、前年度と比較し、約 9百万円減少した。 

平成 25 年度一般会計の決算額は、前年度と比較し、歳入が 0.4％の減、歳出が

0.1％の増、最近 10 年間では、歳入決算額は 2 番目に高く、歳出決算額は最も高い額

となっている。収入率は前年度と比べ 1.0 ポイントの増、執行率は 1.4 ポイントの増とな

っており、最近 10年間では、収入率は 6番目、執行率は 5番目に高い率となっている。

形式収支は前年度と比べ 5 億 24 百万円の減、また実質収支は前年度と比べ 6 億 40

百万円の増となっており、前年度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 5.4%、15 億 34 百万円の増であっ

た。また、特別交付金はプラス 1.2%、3億 44百万円の増、国庫支出金はプラス 6.2%、11

億 43 百万円の増となっている。歳出の状況は、義務的経費が対前年度比マイナス

2.4%、12億67百万円の減となっている。このうち人件費の構成比は19.7％であり、過去

最低を更新した。一方、扶助費は前年度比プラス 0.7％の増、構成比も0.2ポイントの増

となった。その他、公債費は対前年度比マイナス 18.8%で 10 億 40 百万円の減となって

いる。 

副区長：  最近は補正予算の計上が増えている。来年度以降、予算現額については、当初予算

額と補正予算額がそれぞれ分かるように説明資料を作成してもらいたい。 

 ⇒報告の通り了承する。 

（５）平成 26年度行政評価の実施結果について 

幹事：  資料に基づき、平成 26度行政評価の実施結果について説明。 

 行政評価は、計画や予算を立て（Plan）、事業を実施し（Do）、その行政活動に対する

評価（Check）に基づいて改善・見直し（Action）を行い、新たな計画や予算に反映をし

ていく「ＰＤＣＡサイクル」を循環することで、効果・効率的で成果重視の行政運営を推進

することを目的としている。なお、行政評価の実施と区民への公表については、「豊島

区自治の推進に関する基本条例」において規定されている。 

 平成 26 年度の事務事業評価対象事業は、今年度の新規事業や義務的経費、人件

費などの一部事業を除く全事務事業とし、その事業数は 678 である。評価の主な特徴

は、限られた財源のもと、すべての事務事業の手法や内容等を再検証する「事業総点

検」と連動して実施し、予算策定に反映させるほか、実施計画の策定や定員管理等に

活用し、評価の実効性を高めようとする点にある。評価は、一次評価として、現状や方

向性の評価を事業所管課が行い、それを受けて、政策経営部職員で構成する庁内評

価ＰＴにより、二次評価として方向性の評価を行った。評価結果であるが、事業所管課

が行った現状の評価では、多くの事業がおおむね円滑に実施されているとの結果にな

ったが、事業進捗が遅れていたり、実施方法に課題がある事業も一部にみられた。「良

好」と評価された事業は全体の 37.9％であり、前年度の 33.6％から約 4ポイント増加し

た。一方「不十分」と評価された事業は全体の 2.5％であり、前年度の 3.4％から約 1 ポ

イント減少した。方向性についての評価では、現状の評価を踏まえつつ、区としての方

向性を明確化するために庁内評価ＰＴが点検・精査したところ、全体の 5分の 1程度の

事業について、一定の改善・見直しを要するとの評価結果になった。「現状維持」と評

価された事業は全体の 75.2％で、前年度の 69.6％から約 5 ポイント増加した。「改善・
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見直し」と評価された事業は 18.1％で、前年度の 24.3％から約 6 ポイント減少した。行

政評価の実施は、平成 13年度に本格導入して以来、政策評価、施策評価の実施や外

部評価、政策評価委員会や公開事業評価の実施など、充実に努めてきた一方、評価

作業に対する負荷も大きくなっている。今後は事務の簡略化の検討など、より効率的で

実効性の高い評価システムを構築できるよう改善を行っていきたい。 

 ⇒報告の通り了承する。 

（６）プロポーザル方式による事業者選定情報に係る情報公開基準について 

幹事：  資料に基づき、プロポーザル方式による事業者選定情報に係る情報公開基準につい

て説明。 

 プロポーザル方式による事業者選定は、区が締結する随意契約手続きの透明性、公

平性を確保しつつ、業務の目的を達成するために最も有利な受託候補者を特定するも

ので、「豊島区プロポーザル方式実施取扱要綱」等に基づいて実施されている。また、

「豊島区行政情報公開条例」においては、区民に説明する区の責務と区民の知る権利

の保障を規定している。この間、指定管理者に係る情報公開基準については、平成 19

年度に「指定管理者に係る行政情報の公開に関するガイドライン」が策定されたが、指

定管理者以外については統一的な基準がなかったために、各部署によって取り扱いが

異なっていた。このため、区におけるプロポーザル方式による事業者選定に係る情報

公開の基本的な取り扱いを定めることとし、事業者選定に応募する者に対して事前に

この基準を周知することによって、事業者選定の一層の透明性を確保し、区民に対す

る説明責任を果たすことを目的とする。対象となる案件は、事業者からの提案に基づ

き、当該業務の履行に最も適した受託候補者を 1 者、または複数者選定する方式（プ

ロポーザル方式）による選定情報とする。 

 基本的な考え方として、プロポーザル方式による事業者選定情報の公開について

は、豊島区行政情報公開条例により、公開することを原則とする。また、本基準は一般

的な判断の目安として運用し、個別具体的には、条例に基づき判断することとする。 

 公開の対象となる文書及び公開の基準であるが、契約締結前の段階では、仕様書、

募集要項、事業者を選定するための評価項目・配点に関するものとし、それ以外の内

容については非公開とする。契約締結後については、原則としてすべての情報につい

て公開とするが、豊島区行政情報公開条例に基づき、個人に関する情報等については

部分公開とする。また、受託候補者の情報については、契約締結後、区のホームペー

ジに掲載し、掲載期間終了後も公開対象とする。なお、特別な事情により、この基準に

よらない場合は、総務部長と協議の上、別途定めることとする。また、指定管理者に関

する情報公開については、現在、別に定めたガイドラインに沿って取り扱っているところ

であるが、平成 27年 4月 1日以降、今回定める基準を適用する予定である。 

委員：  プロポーザルに参加する企業には、他社との競争という観点から、他社より優位であ

るとする情報等を自らコントロールしたいという考えがあると思うが、会議録等の公開

にあたっては、こういった事情を考慮し、事前に参加企業の意見を聴くということで良い

のか。また、会議録を全面的に公開するということは、審査内容等がすべて明らかにな

るということであるが、問題点はないのか。 

幹事：  プロポーザルに参加する者の法人情報等は、一部について非公開になることもあり
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得ると考えている。現在も、情報公開をする際には、あらかじめ参加者に公開が可能で

あるかどうかといった照会をする運用をしており、基準策定後も同様の取り扱いとす

る。また、会議録の公開についても、事務事業に支障がある場合については非公開と

できる旨の条項を設けており、個別のケースに応じて判断することとなる。 

委員：  今回策定する基準は一般的な判断の目安として運用し、個別具体的には条例に基

づき判断するとある。つまり、最終的には条例に基づいて判断するということであるなら

ば、今回策定する基準の位置付けが不明確ではないだろうか。 

幹事：  確かに、最終的には条例に基づいて判断することになるが、プロポーザルに参加す

る者へ分かりやすく周知することを考慮した場合、条例だけでは難しいと判断し、第一

義的に示すものとして基準を策定するものである。基準は条例に基づいて策定してお

り、これをもって情報公開等の判断をすることに支障はないと考えている。この基準で

は、一般的なプロポーザル方式による事業者選定について例示しており、中には、この

基準だけでは判断が困難な事例もあると推測されるため、個別具体的には条例に基

づき判断する旨を規定したものである。 

 ⇒提案の通り決定する。 

（７）政策経営会議（第 8回）結果報告について 

委員：  資料に基づき、政策経営会議（第 8回）の結果について報告。 

 ⇒報告の通り了承する。 

 

会議の結果 

（１）平成 26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 26年豊島区補正予算（案）について 

（３）平成 25年度決算における健全化判断比率について 

（４）平成 25年度各会計歳入歳出決算について 

（５）平成 26年度行政評価の実施結果について 

（６）プロポーザル方式による事業者選定情報に係る情報公開基準について 

（７）政策経営会議（第 8回）結果報告 

→（１）・（２）・（６）について決定、（３）～（５）・（７）について了承 

 

提出された資料等 

・平成 26年第 3回豊島区議会定例会提出予定案件 

・平成 26年度豊島区補正予算（案） 

・平成 26年度豊島区補正予算（案）説明用資料 

・平成 25年度決算における健全化判断比率の報告について 

・平成 25年度各会計決算総括説明 

・平成 25年度一般会計決算の概要 

・平成 26年度行政評価の実施結果について（概要） 

・平成 26年度豊島区行政評価（事務事業評価）事業別評価結果一覧 

・プロポーザル方式による事業者選定情報に係る情報公開基準 

・平成 26年度第 8回政策経営会議結果報告書 

 


