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会 議 録

◇詳細―企画調整グループ 電話０３－４５６６－２５１１

附属機関又は 

会議体の名称 
平成 31 年度 政策経営会議（第 2回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 令和元年 5月 16 日（木）午後 4時～ 5時 

開催場所 庁議室 

議題 
１．幼児教育無償化について 

２．2019 年度（4月 1日）の待機児童数について 

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条各号に掲げる非公開情報に該当する事項につ

いて審議等を行うため。

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)、教育長、政策経営部長、総務部長（欠席）、企画課長、財政

課長、行政経営課長、区長室長 

説明者 子ども家庭部長、保育課長、保育政策担当課長、学務課長 

事務局 企画課企画調整係長 
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審議経過 

案件１：幼児教育無償化について 

（１）案件の説明 

保育課長： 法案が通って政省令をやっている。対象が 5,304 人になる。 

      実施するにあたり論点が２つある。 

      １つは給食の食材費で、主食費は従来から保護者負担で、副食費も保護者負担とい

うのが国の考え方である。23区の状況は、主食費の部分は自治体が負担している。副

食費については各区検討中である。板橋、練馬、杉並は区負担。中野区は保護者負担

です。ただ新宿や文京も区負担になりそうなので、中野も再検討中と聞いている。 

          ２つめは認可外保育施設を無償化の対象施設とするかについてです。国としては

対象にするとしているが、認可基準に満たないところは 5年の猶予期間にしっかり指

導・検査をして、基準に合わないところは淘汰されていくという考えのようだ。国は

条例で対象となる施設の範囲を決めるとしているが、根拠の条例を定めるは難しいと

認識している。国もその基準を示していない。当区としては認可外についても無償化

の対象とせざるをえない。当区のように待機児がいなければよいが、待機児童が多く、

認可外保育園に入らざるを得ない子どものいる区がある。やらざるを得ない。 

         2 枚目の「給食に係る食材料費の取り扱い」です。資料の右上に区の基本定な考え 

方（案）ですが、国の費用負担の考え方が変わっても、現在区が負担している部分に 

ついては維持するとします。国の減額分についても保護者に転嫁せず、区が負担する

ということです。 

         資料２の左上に 3～5 歳児の保育費用（公定価格）とあります。国の現状の考え方

では主食は保護者負担、副食費も公費と保護者で負担ですが、豊島区の現状は副食費

の公費負担部分に国と都の負担が入る一方、国では保護者負担としていたしていた主

食費を区負担、副食費も区が負担となっている。 

         このことに基づき、無償化後の副食費については、保護者が無償化の実感ができる

ように 48,000 千円を区が負担することとしたい。 

（２）主な意見と質疑 

区  長： 新たな区の負担である 48,000 千円はどのように説明するのか。 

保育課長： 資料２の左下ですが、区立保育園の月額副食費 4,200 円をもとに計算した場合、 

48,000 千円となる。国都からくる 21,000 千円は低所得者分だけである。 

   副区長 ： 豊島区の無償化後(案)で、新たな区の負担としている部分の黄色い部分を区が負担

することで、公費負担側の「国都負担あり」の一部がこなくなり、その部分も区が負

担することとなる。 

  区  長： 23区は統一的に実施しないのか。23区部課長会や23区長会で調整を取れないのか。 

       保護者から取る明言している区はあるのか。 

  保育課長： ある。 

  区 長：  理由はなにか。 

保育課：  幼児教育無償化全体で相当の区負担が生じので、さらなる負担であるためというこ

とのようです。 
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   保育政策 

担当課長： 当初は、もっと取るという区もあったが、取る方向で検討を始めたら、現場である

園長会から、そのようなことはできないとの声が上がり方向転換したようです。 

   保育課長： 私立保育園の園長会からは保護者負担にしないようにとの要望書が出ている。 

   区  長： 認可外保育施設はいくつあるのか。 

   保育政策 

担当課長： 廃園になる予定の施設があるので、27 施設です。28園時で約 700 人の定員です。 

そのうち豊島区のお子さんが 225 人です。無償化の対象となります 3歳からのお子さ 

んになりますと 71人です。 

   副区長 ： 豊島区は子育てしやすい街だとするには、国と都から補助が来なくなったとしても、 

        48,000 千円負担してはどうか。 

学務課長： 教育委員会です。区立幼稚園ではお弁当を持ってきています。     

     保育園の給食費が無償となると、園児の保護者からは自分たち子のお弁当の食材費と

の間に差が出てしまう。長期的な課題もありますが、整理していかなければならない

課題です。 

副区長 ： 今日ここで今判断いただいたのは、資料１の認可保育所等と認可外施設等について

です。私立幼稚園等については改めて、教育長さんとも十分調整したうえで時間を作

りたいと思います。 

教育長 ： 私立幼稚園会の園長さんが来て 3月末現在で、私立幼稚園が大幅に定数割れをして

いる。保育の充実がされればされるほど定割れしていく。また、私立幼稚園は認定こ

ども園への流れに乗り切れない園が多い。今後、私立幼稚園の動向を踏まえて、幼児

教育のり方と無償化の問題を検討しないと、私立幼稚園側から苦情がくることが予想

される。 

      効率も存亡の危機になる。また、特別支援の子どもの出現が増えて、私立では預か

れないとなると、そうしたお子さんが区立に集まってくる。公立では 1／3 のお子さ

んが特別支援のお子さんになってきている。無償化の食の格差が広がることについて、

保育園が優遇され幼稚園が不利に見えてきたとき、どうするのかということがある。 

      今日以外の負担も生じるのかどうかを検討していかないといけない。幼児教育全体

を俯瞰して考えていかなくてはならないと思う。 

区  長： 分かった。 

    副区長 ： この案でよろしいか。 

区  長： 結構である。 

（３）結論 

幼児教育・保育の無償化について副食費の新たな負担を行う 

案件２：2019 年度（4月 1日）の待機児童数について 

（１） 案件の説明 

保育政策 

担当課長： 報告です。4月 1日の待機児童数は 21 人です。 

資料３の右側の赤い枠の中をご覧ください。 
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毎回この時期調査があり、調査要領の中に「これは待機児童」「これは待機児童では

ない」と国が示すが、今回の調査で先の赤い枠の中に記載した内容の取り扱いが記載

の内容に変更となり、 

今回 21 人が待機児童となった。国の考え方が変わったことにより待機児童が生じ

てしまった。 

      資料３を説明します。左上、今年度の入園申請者は 1,742 人。その右側で入園内定

者 1,524 人、申請取り下げが 66 人。ほとんどが転居が理由です。入園未定者が 152

人。この 152 人に対しアンケート踏査を実施し、50 人が保育の必要がなくなり、残り

102 人のうち 81 人が紹介した施設を利用し、残り 21 人にベビーシッターを紹介した

が、だれも使わず 21人が今回の待機児童となった。この 21 人については追跡調査を

行う予定です。 

（２）主な意見と質疑 

区  長： 千代田区や杉並区の状況はどうか。 

保育政策 

担当課長： 区の待機児童の定義が変わったことで混乱していまして、文言の解釈により強引に 

「待機児童ゼロ」と言おうとする傾向がみられる。 

 来年度以降、国がどのように考えるのか分かりませんが、このままだと保育所を総 

会して、全ての子が入らなければというようなことだと、これからも待機児童ゼロに 

はならない。 

  今年度も施設誘致を 10 園としていますが、今後は余裕をもった受け皿を整備しなけ 

れば、待機児童が出ると思います。 

区  長： やるだけやりましょう。いずれ高齢化の問題がきて、そのときには保育施設を高齢 

者の施設に転用すると思う。さきの先を読んだ計画も大事だが、当面できることをや 

っていく。待機児童ゼロは残念ながら続かなかったが、また来年はゼロに向けて取り 

組む。来年は 10 園開設か。 

保育政策 

担当課長： 目標は 10園で、４園が内定しています。 

区  長： 23 区の人口は伸びているのか。 

保育政策 

担当課長： 伸びています。本区も人口は伸びていますが、それ以上に保育需要が伸びています。 

     0～5 歳の平均が 52％ですが、1，2歳児になると 61％の子供が保育を希望している状 

況です。 

副区長 ： 今回の国の基準で 23区の状況が出そろうのはいつごろか。 

保育政策 

担当課長： 今週末が東京都への報告締切になっていますので、近々には出るかと思います。 

副区長 ： 情報が入れば、すぐ区長に報告してください。 

区  長： 他区はベビーシッター（居宅訪問型事業）に取り組んでいるのか。 

保育政策 

担当課長： 取り組んでいると思います。まず、東京都が取り組んでいる。ただし、国が今回の 

ような定義を行うと辞める区もでてくるかもしれない。 
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区  長： 当区については、常に待機児童ゼロを目指すことに変わりはない。報告は承知した。 

提出された資料等

１．幼児教育・保育の無償化について 

２．給食に係る食材料費の取り扱い 

３．2019 年度(4 月 1 日)の待機児童数について 

会議の結果 １．幼児教育無償化について ⇒ 決定 


