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第２回福祉インフラ民有地マッチング協議会会議録 

 

Ⅰ 会議概要 

 １ 開催日時  平成２９年３月２９日（水）午後３時００分から 

 ２ 開催場所  東京都庁第二本庁舎３１階 特別会議室２２ 

 ３ 出 席 者  【団体側出席者】 

         公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 飯野専務理事、 

         公益社団法人全日本不動産協会東京都本部 中村専務理事、 

         特定非営利活動法人日本地主家主協会 手塚理事長、 

         株式会社みずほ銀行 内田公務部次長、 

         株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 伊藤東京公務部次長、 

         株式会社三井住友銀行 百留公務法人営業第一部長、 

         株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 

          強瀬営業戦略部ゼネラルマネージャー、 

         みずほ信託銀行株式会社 岡積信託総合営業第五部次長、 

         一般社団法人東京都信用金庫協会 中山業務部長、 

         一般社団法人東京都信用組合協会 小林総務部長、 

         東京都農業協同組合中央会 百花専務理事 

         （以上１１名） 

         【都側出席者】 

         山岸福祉保健局次長（座長）、奈良部企画担当部長、 

         横手子供・子育て施策推進担当部長、田中住宅政策担当部長、 

齋藤企画政策課長、柳橋事業推進担当課長、宮﨑税制改正担当課長、 

 ４ 会議次第 

  １ 開会 

  ２ 福祉保健局次長挨拶 

  ３ 出席者紹介 

  ４ 議事 

   （１）第１回協議会後の東京都の取組状況、今後の進め方について 

   （２）待機児童解消に向けた取組について 

   （３）民有地を活用した保育所等整備促進税制の創設について 

  ５ 閉会 
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（午後 ３時００分 開会） 

○柳橋事業推進担当課長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第２回福祉イ

ンフラ民有地マッチング協議会を開会いたします。 

 本日は、年度末の大変お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

事務局の東京都福祉保健局総務部事業推進担当課長の柳橋でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 まず、冒頭、議事録についてでございます。本協議会につきましては、前回同様、公開

とさせていただいております。本協議会の議事録につきましては、個々に皆様方にご確認

を求めることなく公開をさせていただくこととなりますので、その点をあらかじめご了承

くださいますようお願い申し上げます。 

 それでは、着座にて失礼いたします。 

 それでは、本協議会の開会に当たり、座長であります東京都福祉保健局次長の山岸より

一言ご挨拶を申し上げます。 

○山岸座長 東京都福祉保健局次長の山岸でございます。 

 本日は、年度末の大変お忙しい中、第２回協議会にご出席を賜りまして、誠にありがと

うございます。 

 この協議会は、待機児童の解消に向けまして保育所等の整備を進めるために、民有地等

の活用方策を協議する場として昨年の１１月に設立いたしまして、第１回の会議を開催さ

せていただきました。その後、後ほどご紹介させていただきますが、新たに二つの団体様

にご参加をいただけることになりました。誠にありがとうございます。第１回協議会の際

には、東京都から待機児童の現況などにつきまして説明をさせていただいて、区市町村へ

の具体的な支援方策等についてご意見を頂戴して、引き続き協議をしてまいりたいと申し

上げたところでございます。この間、都におきまして、区市町村に対するヒアリングです

とか、あるいは調査を行いまして、各区市町村の物件確保に関する実態の把握、そして、

各団体の皆様との間でもご協力いただける内容について、事務レベルでお話し合いをさせ

ていただきました。本日は、この結果を踏まえまして、区市町村での先行事例などをご紹

介させていただいて、その上で、皆様方にお願いしたいことについても少し具体的にお話

をさせていただきたいと考えております。 

 東京都では、２０２０年に向けた実行プランというのを昨年の末に策定させていただき

ました。この中では、保育サービスについては、平成３１年度末までの４年間で７万人分

サービスを確保しようという新たな目標を掲げてございます。今、ちょうど明日までの予

定で、４月からの新年度の予算を審議いたします東京都議会が開かれておりますが、この

２９年度予算におきましても、保育所等の整備の促進、あるいは、保育人材の確保、定着
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支援、利用者支援の充実のための様々な取組について、予算を計上させていただいたとこ

ろでございます。合わせまして、前回ご意見をいただきました税制面からの支援というこ

とで、民有地を活用した保育所等整備促進税制というものを新たに創設することといたし

ました。後ほどこれについてもご説明をさせていただきます。 

 引き続き、お集まりの各団体の皆様方との連携、協力のもと、待機児童の解消に向けた

取組を引き続き進めてまいりたいと考えております。本日はどうぞよろしくお願い申し上

げます。 

○柳橋事業推進担当課長 それでは、ここで、お手元に配付してございます資料の確認を

お願いしたいと存じます。 

 まず、会議次第がございまして、資料１は協議会の出席者一覧でございます。一覧の上

から３段目ですかね、日本地主家主協会の手塚理事長がご欠席の予定だったのですが、今

日、ご参加いただいていますので、座席表とともに訂正をお願いできればと存じます。そ

れから、資料２が協議会の設置要綱でございます。資料３が第１回協議会後の東京都の取

組。それから、資料４が今後の進め方。資料５が待機児童解消に向けた取組。縦横の資料

が一緒になっていて恐縮ですが、右上のほうに資料番号がございます。最後、資料６が民

有地を活用した保育所等整備促進税制の創設についてでございます。過不足がございまし

たら事務局までお申し出いただければと存じます。よろしゅうございますか。 

 それでは、本日の皆様方の出席状況でございますが、お手元にお配りしてございます座

席表で紹介に代えさせていただきたいと存じます。 

 それでは、これより進行を山岸座長に引き継ぎたいと存じます。座長、お願いいたしま

す。 

○山岸座長 それでは、改めまして、本協議会の座長を務めさせていただきます山岸です。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速でございますが、次第に従いまして進行をさせていただきます。 

 先ほども申し上げましたように、この協議会は昨年の１１月に第１回の会議を開催させ

ていただきました。その後、新たに二つの団体様にこの協議会にご参加いただけることに

なりました。新たにご参加いただく団体の皆様のご紹介をいたしまして、一言ご挨拶をい

ただければと存じます。 

 まず初めに、株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ、強瀬営業戦略部ゼネラルマネ

ージャー様、よろしくお願いいたします。 

○強瀬ゼネラルマネージャー 東京ＴＹフィナンシャルグループの強瀬でございます。本

日はよろしくお願いいたします。 

 着座にてご挨拶をさせていただきます。 
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 私どもは、平成２７年９月２５日に東京都産業労働局様と東京における産業振興に関す

る包括連携協定を締結させていただきまして、それ以来東京都様とは大変お世話になって、

一緒に仕事をやらせていただいております。我々グループは、来年、平成３０年５月に東

京きらぼしフィナンシャルグループに商号変更を予定しておりまして、傘下の東京都民銀

行、八千代銀行、新銀行東京を合併しまして、きらぼし銀行という銀行が誕生することが

決まっております。合併後もグループ一体となりまして地域社会、地域経済の発展に貢献

してまいりたいと考えております。 

 さて、この協議会のテーマであります民有地を活用した保育所整備に関しましては、東

京都様の大変重要な施策であるというふうに考えておりますし、社会的意義も非常に高い

施策と思っております。地域金融機関といたしましては都内最大となります店舗ネットワ

ーク、合併しますと１２３店舗を有してございます。待機児童解消に向けた取組に少しで

も役に立てればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○山岸座長 ありがとうございました。 

 続きまして、一般社団法人東京都信用金庫協会、中山業務部長様、よろしくお願いいた

します。 

○中山部長 ただいまご紹介賜りました、東京都信用金庫協会の中山と申します。よろし

くお願いいたします。 

 都内の２３の信用金庫の団体でございまして、店舗数からしますと、周辺３県を含めて

ですが、約９６０店舗というような形でございます。本日のこちらのほうの協議内容につ

きましては、個別の信用金庫は地元の区との連携を進めて、不動産情報の提供みたいな形

もやられている先進事例もあるというふうにお伺いしてございますので、この協議会のお

話の内容と、そういうふうな信用金庫の事例等を踏まえまして協力をさせていただければ

と思ってございますので、よろしくお願い申し上げます。 

○山岸座長 よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 それでは、議題のほうに入りたいと思います。 

 まず、議事の（１）になりますが、第１回協議会後の東京都の取組状況、今後の進め方

について、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○柳橋事業推進担当課長 それでは、私からご説明させていただきます。資料３、それか

ら、資料４を一括してご説明して、その後、ご意見あるいはご質問をいただければと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 それでは、資料３をご覧ください。横の資料になります。第１回協議会後の東京都の取

組でございます。こちらにございますように、１から３まで、区市町村のヒアリング、そ

れから、区市町村に対する団体との連携意向調査、さらに、３番として、協議会参画団体
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との個別ヒアリング、このようなことを１１月の協議会以降、事務局を中心に進めてまい

りました。これが概括的なところになります。 

 まず、区市町村ヒアリングですが、ここに記載してございます１２の自治体を個別に訪

問して、実情についてお話を聞いてまいりました。そうした中で、先ほどお話もありまし

たが、先行する自治体の状況、取組といったものも聞いてまいりましたので、後ほどご紹

介したいと思います。 

 それから、２番目にございます連携意向調査というものでございますが、区市町村のお

話を聞いてまいった上でございますが、様々な区市町村があって、今回の協議会の取組に

対しても様々なスタンスなり考え方をお持ちであるということが分かりましたので、効率

的に皆様との連携を進めるという観点で、各自治体に対して、島しょ部を除く５３あるの

ですが、区市町村に対して悉皆の意向調査を行ってございます。後ほど、これも結果をご

紹介させていただきますけれども、具体的にどちらの区市町村さんがすぐにでも連携を始

めたいと。あるいは、まだそこまでは考えていないというようなことを把握してございま

す。その結果についても後ほどお話させていただきます。 

 それから、これは各団体様等へ個別にこちらから訪問し、あるいは、都庁のほうにお越

しいただいたりして、個別に何度かお話をさせていただきました。この中で、具体的にど

ういった情報連携の仕方が各団体さんの特性を踏まえて有効か、あるいは効率的かという

ことですとか、団体さんによっては、特性に応じて固有のご協力をいただけないかとか、

そういったお話をしてきたというようなことでございます。これが概括的なところでござ

いまして、次ページ以降、少し具体的なご説明をさせていただきます。 

 １枚おめくりいただきまして、区市町村ヒアリング及び調査の結果でございます。 

 まず、左側にございます、ヒアリングにおける主な意見等です。こちらが区市町村のほ

うから実際に聞いてきた声でございまして、大きく三つぐらいに分類できるかなと考えて

おります。 

 まず、不動産に対する需要というもの、これは前提として保育所の整備に関してという

ことになりますけれども、もともと物件が少なくて絶対数が不足していますとか、あるい

は、保育需要の高い地域とそうでもない地域というのがあって、高い地域は当然ながら不

足していて、そういうところの情報が欲しいんだというようなものもございました。さら

には、全域地区内を見回したときに、概ね充足している不動産情報は結構ありますと。た

だ、より良い物件と言いましょうか、好立地のものを欲しいとは思っているので、そうい

う情報までとなると不足しているかなといった声もございました。 

 それから、不動産情報の掘り起こしについてどういったことをやっていらっしゃいます

かというようなお尋ねをしたところが２番目でございまして、実際に団体さん、金融機関
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さんから情報提供をしてもらっているというような地域が、これは結構数としてはござい

ました。ただ、取組内容としては割とばらつきがありまして、色んなやり方、あるいは密

度と言いましょうか、そういった取組状況でございます。それから、これも後ほどご紹介

しますが、チラシ、広報紙、町会経由等で周知し、市民から情報提供をいただいていると

いうような区市さんもございました。それから、保育事業者が実際に保育所を開設すると

いう段になれば、当然保育事業者という存在が登場するわけでございますが、実際の整備

の実情として、保育事業者が不動産を探しているというような実態もあって、保育事業者

さんを通じて不動産情報も得ているというような実態も聞いてございます。 

 それから、三つ目になります、都の取組に対する考え、これは、主にこの協議会を通じ

た情報提供、連携というものをいかがお考えでしょうかというようなお尋ねに対する答え

でございます。まず、有益な情報提供の拡大に非常に期待しているというようなお声もい

ただいています。一方で、物件所有者の意識改革やインセンティブ強化に期待という、前

回、固定資産税の減免みたいなお話ですとか、あるいは、オーナーに対するインセンティ

ブの強化というのはこの協議会の中でもまさにお話がございましたけれども、区市町村の

方からもこういったお声がありました。それから、情報をたくさんいただけるというのは

非常にありがたい反面、有益でない情報が多く寄せられてしまうと、なかなかスタッフも

限られている中でさばき切れないといった不安もあるというお声も率直な意見としてはあ

ったり、それから、区市町村、自治体の方が物件情報を発掘するというところまでは考え

が及んでいないと。将来的な課題かなというようなお声もありました。 

 そうしたお声を踏まえまして、団体の皆様との連携に向けた方向性、都として右側に整

理したのが三つの箱になってございます。 

 まず一つ目は、個々の自治体に応じた対応ということで、様々な区市町村の実情がある

ということは改めて認識したところでございまして、自治体間で物件の状況や、あるいは、

自ら情報収集をすることへの考え方に違いがあります。そうしたことを踏まえますと、

個々の自治体の状況に応じた連携を進めることが必要かなということが一つあります。ま

た、効率的に物件情報を集約するという観点では、自治体側から積極的に自身の物件ニー

ズ、必要な地域ですとか、平米数ですとか、道路づけがどうかとか、そういったことを発

信していただくことが有効なのかなということを考えたところでございます。 

 それから、２番目、先駆的な取組の水平展開でございます。これは、先進的と言いまし

ょうか、先行して団体の皆さんや住民の方々から情報を得ている自治体の取組、これは、

まだやっていらっしゃらない区市町村さんに対して情報発信をして、真似していただくと

いうか、追従して使っていただくというようなことが有効ではないかというふうに考えて

います。 
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 それから、三つ目ですが、物件所有者への普及啓発ということで、これは非常に根本的

なところでありますが、保育所を不動産投資の一つの形態として認識してもらうというこ

とが一つある一方で、地域の子育ての拠点であるですとか、それから、非常に公益性が高

い事業であるということも合わせまして、地主、家主の皆様方に対しての普及啓発も必要

なのかなということを考えてございます。これがヒアリングを通じて得られた成果でござ

います。 

 下にございますのは、我々のほうで行いました調査結果の概要となっております。右の

円グラフを見ていただきますと、５３自治体のうち、各団体の皆様方と情報の連携をした

いというような希望のある自治体が４１自治体で、７７％となっております。連携の必要

がないと言っていらっしゃる自治体は１２自治体、２３％というところでございまして、

こちらの１２自治体なんですが、およそ待機児童がいらっしゃらない、あるいはほぼ終息

しているような自治体は都内にも当然あるわけなんですが、こういった自治体からは、今

のところ必要がないというようなご回答をいただいています。逆に申しますと、それ以外

の７７％の自治体はわずかとはいえ待機児童がいるという実情の中で、何らか取り組んで

いきたいというようなお声を頂戴しているところでございます。 

 それでは、１枚おめくりください。ここから２枚、この間のヒアリングの中で聞いてま

いりました事例、それを少し整理したものをご紹介させていただきます。 

 まず、ケース１というところをご覧ください。こちらは、先ほどもちょっと話が出てし

まっていますが、地域住民に直接不動産情報の提供を呼びかけ、多くの情報を収集という

ようなことが行われておりました。これは、実は次ページのケース３とセットになってく

るところなんですが、チラシの例を載せてありますが、世田谷区、中野区、杉並区、調布

市といったところでは、実際にこういうチラシですとか、広報の１面に記事を掲載して、

住民の方々から直接情報提供をお寄せいただきたいというようなことをやっていらっしゃ

います。 

 ケース１の下にございますけど、取組による効果等としては、社会貢献という観点で土

地情報を提供してくれる住民が突然現れましたとか、そういった嬉しい不意打ちと言いま

しょうか、そういうこともありましたというお話ですとか、結果として潜在的な不動産情

報の発掘につながったというような声があったりですとか、待機児童問題について、区と

して市として非常に困っていて、それに対して住民の方の理解が促進されたというような

副次的な効果もあったというふうに聞いてございます。ただ、ちょっと弱点といいましょ

うか、不動産の仕様が保育施設の条件に適合しない場合もありということで、チラシです

とか広報というのは、やはりスペースの問題もあって、発信できる情報が限られてしまう。

相手は当然一般住民の方々ですので、余り細かい条件提示ができないという中で、どうし
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ても求めている情報といただける情報というのがマッチしない。結果としてなかなか整備

には結びついていないというような声がございました。 

 続いて、右側のケース２になります。こちらも、チラシをつくっていらっしゃる区市町

村さんも、住民の方にこれを配っているのとあわせて、業界団体の方々あるいは金融機関

の方々にもこういうチラシを配布したりして、情報提供をされていますので、提携を求め

ていますので、ここに書いてある世田谷区さんですとか杉並区さんなんかもこういったこ

とはやっていらっしゃいます。そういったお声を複合的にまとめたのがこのケースになる

のですが、ケース２のほうは、各団体、金融機関等、幅広く協力を依頼して情報を収集し

ていると。ここに記載のあるところで、この協議会のメンバー以外の方ですと、鉄道事業

者にお声がけをしているとか、あるいは、税理士協会さんのところに声をかけて探しても

らっているというようなお話もございました。 

 こちらによる効果ということで、左と対比して見ていただくと分かりやすいですが、比

較的効率的に情報収集が可能であったというようなお声がございました。実際にビジネス

上のメリットもあって、協力者の理解が得やすいという反面、やはり、あくまでボランテ

ィアベースというところの依頼であるということもあって、やはり、地域とか団体によっ

て、ご協力いただける内容については温度差があったというようなお声もございました。 

 次のケース３、ケース４。ケース３は先ほど紹介してしまったのですが、実際に作って

いらっしゃるチラシを掲載させていただいています。調布市さんなんかはかなり具体的な

ところまで読み取れるかと思うんですが、拡大していますので、ここで言いますと、仙川

駅とつつじヶ丘駅周辺に約５００平米の土地が欲しいというような、これはかなり具体的

ではあるのですが、ただ、これだけでもない。やはり、道路づけですとか、既存物件であ

ればどうとか、これ以外の書き切れていない余条件というのがたくさんあって、そこら辺

がなかなか伝え切れないというところが一つのウイークポイントなのかなというところで

ございます。 

 それに対してというところはありますが、ケース４、これは主にケース２と対応する中

身になりますけれども、団体あるいは金融機関さんを通じて情報提供をお願いする場合は、

実際にこれをやっていらっしゃるところを確認しましたが、自治体の職員が各団体の職員

の皆さんに対して研修と言いましょうか、勉強会のようなものを開催していると。何々駅、

何々町何丁目まで言う場合もあるということなんですが、そういう地域をかなり絞り込ん

だ情報、その上で認可保育所を、園庭つきのものを作りたいので土地が欲しいのですと。

あるいは、園庭はなくてもいいので既存の建物施設の情報が欲しいですとか、それから、

保育サービスでも類型が幾つかありまして、認可保育所以外に、もう少し小規模な保育所、

あるいは、認証保育所といったものもありますので、それぞれに応じて何平米、あるいは
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何か所欲しいとか、そういった不動産の状況をあらかじめお知らせして、効率的にマッチ

ングをしているというようなお話も実際にございました。 

 以上が、この間、我々の方で情報収集をしたり調査をした結果の概要でございます。 

 次の資料４からが、こういったことを踏まえて、今後、皆様方とどのように進めていく

かというお話になってまいります。 

 資料４、今後の進め方①をご覧ください。 

 まず、基本的な考え方ということで、ご案内のとおりでありますけれども、ここにお集

まりいただいています団体の皆様、不動産業、金融業、農協、様々ございます。それから、

株式会社、社団法人など、法人種別もまた異なりますし、支部や支店といった組織形態も

様々でおありかなというふうに考えておりまして、この間色々と情報交換をさせていただ

いておりますけれども、ご協力いただける内容とかやり方というのは様々かなということ

で考えております。 

 然りましては、２番の参画団体との調整事項というところになりますが、具体的に区市

町村、各地域と連携していただく上で、大きく、まず最初の箱になりますが、物件情報の

提供について、窓口の設定ということで各団体様にお願いをしてまいりました。大きく類

型化するとパターン１とパターン２というふうに分けられると考えてございますが、まず、

パターン１というのは、不動産団体さん、あるいは農協さんがこの類型に入るというふう

に認識しておりますけど、区市町村ごとに既に窓口と言いましょうか、拠点があるという

ことでお聞きしておりまして、各地域の支部・支店と各区市町村でやっていただくと。そ

のための窓口を既にご紹介いただいております。 

 それから、パターン２でございますが、こちらは金融機関の皆様が多いのですが、全都

で一元的な窓口を設定していただき、個々に区市町村からのご紹介を受けていただいた上

で、何々支店とか何々ブロックの何支店とか、そういったご紹介をつないでいただくとい

うような、そういったことでお話を進めさせていただいております。この調整について、

事務レベルで調整の上ということでありますが、新たに参画いただいた２団体さんを除き

ますと、概ね調整はできているという認識でございます。実際に連絡先とかも伺ってござ

いますので、後で出てまいりますけど、早ければ４月上中旬ぐらいには、皆様のいただい

ている連絡先というものを各区市町村に案内して周知していきたいというふうに考えてお

ります。 

 それから、物件情報というところでなくご協力をいただきたいというお願いをしている

のが日本地主家主協会様でありまして、こちらにおかれては、不動産オーナーに対する普

及啓発ということでご協力いただけないかということで、現在、話をさせていただいてお

ります。協会様のほうからも、協会が主催されるセミナーですとか、あるいは広報誌、そ
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ういうものを通じて、不動産の所有者の方々に対する普及啓発を図れるのではないかとい

うようなご提案をいただいています。具体的の活動については、今後さらに詰めさせてい

ただければと思っております。 

 このように、最終的には地域ごとに団体様と区市町村とでの連携というものをやってい

きたいというのが今後の進め方の肝でございます。それをバックアップする、あるいはサ

ポートするという立場で、東京都における取組というのを３番に掲げさせていただいてお

ります。これからは当然区市町村に対して団体様の窓口ですとか、あるいは、連携の手順、

先駆的な取組といったものを情報提供して、働きかけていきたいというふうに考えており

ます。また、実際に連携が４月以降順次進んでいくということになりますけれども、当然、

進めていく上で課題というものは区市町村のほうからも上がってくるでしょうし、あるい

は、団体の皆様、本部のほうを通じてなのか、あるいは、地域から直接お声をいただくか

もしれませんが、何らか課題も出てくるかと思っております。そうしたものには個々に課

題についてもフォローしていきたいというふうに考えております。 

 １枚おめくりください。今後の進め方②です。 

 上のフロー図は、今お話したようなことを手順に沿って絵にしてあるのが上のフロー図

になっています。 

 時間軸を入れた下の表をちょっとご覧いただければと思うんですが、本日の協議会は、

真ん中あたりにある２９年３月のところの協議会になります。左側にある①と②というの

が、東京都、それから、団体本部・本店の皆様とこの間やってきたことが書いてあります。

当然、団体本部の皆様は、団体の支部・支店の皆様と意見交換なり情報提供というものを

やっていただいた上で窓口を調整してくださっているというふうに認識しています。その

ところで、今日、この協議会を迎えているというのが、まず、この協議会のポイントにな

っています。今後というのが２９年度、数日後には４月になるわけなんですけれども、ま

ず、③として、各支部・支店の連絡窓口を都から区市町村に対してご説明、周知をしてい

きます。合わせて、都から団体の皆様に対しても、各区市町村の窓口というのを把握して

おりますので、こちらも情報提供をさせていただきます。その後、区市町村から団体の本

部、あるいは、支部・支店のところに物件ニーズの発信ということでご連絡が行きますの

で、そういった要請に応じて実際に連携を始めていただくという、そういった段取りを考

えております。これと並行して、都のほうは区市町村あるいは団体の皆様を随時フォロー

していくというような流れでやっていければと思ってございます。概ね来年の３月末に保

育所が完成して、４月からの受け入れをするような物件であれば、平成２９年度の上半期

がかなりそのための調整の時間としては使われるところだというふうに認識してございま

すので、上半期ぐらいを目途に進捗状況というものを把握して、その上で課題も整理して、
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またこの協議会を開いていければというふうに考えております。 

 それから、次の２枚は参考資料でありますが、皆様の支部・支店の皆様への周知活動に

もご利用いただければと思いますが、我々の方から、こういった資料を使って区市町村に

情報発信をしていくというようなイメージの資料になっています。 

 まず、連携の手順のイメージ図というものがあります。こういったことは当然やってい

らっしゃる、先行している区市町村さん、あるいは団体さんの間では、こういったことは

既に終わっていることなんですが、まだあまり連携を深められていないというような区市、

地域もありますので、その場合に、例えば電話を、まず、区市町村から我々のほうでご紹

介する窓口に連絡をしてくださいと。その上でニーズの提示をし、団体の支部・支店の皆

様は協力可能な内容をお答えいただきたいと。その上で実際の連携に向けた準備と言うん

でしょうか、それを区市町村側、あるいは、団体等の支部の皆様それぞれで進めていただ

いて、実際の連携がスタートするというような大まかな流れ図でございますけども、この

ようなイメージも伝えていきたいというふうに考えております。 

 それから、最後の連携リストでございますけれども、ちょっと見づらくて恐縮なんです

が、これは、左側に何々区の保育所を整備する部署のお名前が入ります。これと対応する

形で各団体様の連絡先というもののリストをつくっておりまして、既にこの間に、ご担当

者様のお名前を含めてお聞きしてございます。こういったものを各区市町村に提供して、

何々さんのところに電話をしていくというようなことをしっかりと周知していきたいとい

うふうに考えております。 

 私からの説明は以上でございます。 

○山岸座長 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等がございました

ら、ご発言をお願いいたします。 

○中山部長 資料４の今後の進め方①がございますが、各団体との具体的な進め方は今後

調整というような形でお伺いさせていただいているのですが、一般的な形でもよろしいの

か、ちょっとお伺いしたいのですが、いわゆる金融機関は、これは２の中の四角のパター

ン２というような形でお伺いしているのですが、東京都さんで一元的に窓口を設定の上、

区市の依頼に応じてというような形なんですが、一元的に窓口を設定の上というところの、

東京都さんはどのあたりまで事務をやっていただけるというふうにご想定していらっしゃ

いますでしょうか。 

○柳橋事業推進担当課長 すみません、ちょっと言葉足らずで恐縮です。パターン２でい

う全都というのは、各団体さんのほうに全都の窓口を一つ決めていただくという、そうい

う趣旨でございまして、実際には各区市町村さんから全都で決めていただいた一つの窓口

にご連絡が行くという、そういった趣旨でございます。 
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○中山部長 そうしますと、冒頭のご説明で、連携をご希望されている区市さんが約４０

あるというふうにお伺いしたのですけど、例えば、我々が４０の区市さんの窓口となって、

個別でやりとりが出てくるというようなことになりますか。 

○柳橋事業推進担当課長 基本的にはそうです。４０の内訳があって、例えば、金融機関

さんだけでいいとか、不動産団体さんだけで良いとか、そういったちょっと細かいレベル

で質問をしてございますので、実際にご希望されている金融機関さんであれば、この区市

さんですということを別途個別にご紹介させていただくので、そちらからのご紹介に対し

ては各団体様のほうでご対応、ご協力をお願いしたいという趣旨でございます。 

○中山部長 今後またちょっとご調整させていただければと思いますけど、ご協力するの

は全然やぶさかではないですけど、事務が回らない、逆にご迷惑をおかけするということ

もちょっと想定されかねないというような危惧がありますものですから、そのところをよ

ろしくお願いいたします。 

○柳橋事業推進担当課長 信金協会様はちょっと参加いただいた時期が遅いということも

あって、まだ協議中の部分がございますので、今後調整させていただければと存じます。 

○山岸座長 ありがとうございました。 

 他にはいかがでしょうか。 

 お気づきの点があれば、また後ほどでも結構でございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、次に進めさせていただきまして、（２）待機児童解消に向けた取組について、

事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○柳橋事業推進担当課長 それでは私から、続きまして、資料５についてご説明します。

待機児童解消に向けた取組という資料をご覧ください。 

 少し小さい資料で恐縮でございますが、まず、左側をご覧ください。現状と計画とござ

います。第１回協議会にご参加いただいた皆様にはご案内でございますけれども、平成２

８年４月の保育サービス利用児童数というのは都内で２６万人強いるということと、それ

から、それに対応する待機児童数が８，４６６人ということで、昨年度に比べますと６５

２名ほど増えているというようなお話まではさせていただいたかと記憶してございます。

その後、冒頭の次長からの話にもございましたが、こういった２０２０年に向けた実行プ

ランというものを、１２月に東京都として策定させていただいてございます。この中で、

平成３２年４月、３１年度末までに７万人弱の上積みですね、保育サービスの定員を７万

人増加させるということを打ち出したところでございます。これは、この間の保育需要の

伸びを勘案しますと、５０％程度まで、これは、ゼロ歳児から５歳児までの６学年、約６

０万人強が都内にいるわけなんですが、このうちの半分の未就学児の方々が保育所に通う
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という前提を考えた場合にこのぐらい要るというような考え方でございます。割り返すと、

２万人弱ぐらいを４年間で整備していかなければならないということで、これはかなり大

きい数でございますので、そのためにも、この協議会の中で、ベースとなります不動産物

件の掘り起こしというところにご協力いただければというところでございます。 

 それから、右側、平成２９年度の主な取組というところをご覧ください。あす、議会で

の議決が承認されればということでございますが、成立はまだしていませんが、来年度の

予算案、保育所整備関係のものをまとめたものでございます。 

 一番上、大きい箱が保育所等の整備促進ということで、前回、緊急対策、昨年９月に公

表したものを説明させていただきましたが、その分類でいきますところの第一の柱という

ことで、まずはハード整備の促進策ということを掲げてございまして、ここで、拡充、新

規と書いてありますものは、今年度（平成２８年度）の当初予算との比較におきまして、

拡充あるいは新規でやっているものという意味でございます。ちょっと分かりにくくて恐

縮なんですが、括弧書きでＨ２８三定補正で拡充と書いてあるものが幾つかあろうかと思

います。これについては、昨年の９月の時点で既に先行してスタートしているものになっ

ております。例えば、一番上でございますが、待機児童解消区市町村支援事業、こういっ

たものの中で、保育所の整備を区市町村を通じて補助する際に、物価の高騰部分を加算す

るとか、そういったことを充実させております。こちらについては、予算額は合計で１５

０億円あるというような、そういった見方をしていただければと思います。 

 それから、当初予算の中では非常に目玉だったところというのは、２番目の人材の確

保・定着の支援というところでございます。保育士等キャリアアップ補助、これは、保育

士さんの処遇を改善し保育士確保に結びつけていこうというようなことで都独自での上乗

せをしておりまして、その総予算は２４４億円余ということでございます。そのほかにも、

保育士さんが復職する際に自分自身が保育所に預けられないといったことが保育士の復職

を阻害しているというような課題に対応するために、ベビーシッターを保育士さんが利用

して復職をするというようなことに対して補助をするというようなこともやってございま

す。それから、一番下、保育所等ＩＣＴ化推進事業ということで、保育所の中の事務効率

を上げて保育士さんの負担を軽減するというようなことも支援していきたいというふうに

考えてございます。 

 それから、一番下、利用者支援の充実であります。ここでいう利用者というのは保護者

の方を想定してということになりますが、一つは認可外保育施設利用支援事業ということ

で、これは各区市町村を通じてですが、認可外の保育施設、最もメジャーなのが認証保育

所と言われる保育所があるのですけれども、認証保育所というのは認可保育所に比べて保

育料が割と高く設定されておりまして、それに対して、保育料の負担を軽減するための助
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成というのを各区市町村がやっているところです。そういったものを各区市町村に東京都

として支援していく、そういったものが５８億円弱、予算としてつく予定でございます。

それ以外に、認可外保育施設に対する巡回指導体制強化、こういったものにも取り組んで

いくというようなことを予定しております。ここに合計額がないですが、予算の発表の中

で知事の方からもありましたけれども、様々な保育所関係・待機児童対策ということで、

トータルで約１，３８１億円の予算、昨年度よりも４００億円ぐらい増やしているという

ことで、かなり東京都としても力を注いで待機児童の解消に取り組んでいこうというよう

な、そういった予算を組んでいるところでございます。 

 説明は以上でございます。 

○山岸座長 それでは、ここまでの説明でご質問あるいはご意見等がございましたら、ご

発言をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、さらに先に進めさせていただきまして、次に、（３）民有地を活用した保育

所等整備促進税制の創設についてということで、本日、税制を所管しております主税局が、

事務局席に来ておりますので、説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○宮﨑税制改正担当課長 主税局税制部の宮﨑と申します。日ごろより東京都の税務行政

にご理解、ご協力をいただきまして、ありがとうございます。 

 私からは、今回新しく創設いたします税制措置に関して、説明をさせていただきます。 

 それでは、着座にて失礼させていただきます。 

 資料６をご覧いただきたいと存じます。 

 本制度は、ただいま色々と待機児童解消に向けた取組ということでお話がありましたけ

れども、その一つといたしまして、民有地の整備促進を税制面から支援するということで、

保育所等の用に供する土地を有料で貸し付けている土地オーナー様向けの固定資産税、都

市計画税について、一定の要件を満たす場合に減免措置を講じるといったものでございま

す。今、有料でということを申し上げましたけれども、自己所有とか無料貸付といった場

合は、既に地方税法の規定によりまして非課税または減免が適用されておりますので、今

回は有料貸し付けされた土地オーナー様向けということで制度を構築してございます。 

 資料の方をご覧いただきますと、減免対象という箱がございまして、今回対象となりま

すのは、次の三つの要件をいずれも満たす土地に関する固定資産税、都市計画税というこ

ととしてございます。 

 （１）ですけれども、認可保育所、認定こども園、認証保育所、小規模保育事業所、利

用定員６人以上の事業所内保育事業所のいずれかの用途に供されていること。なお、この

中で、企業主導型の保育事業所というのは今回、対象外というふうにさせていただいてお

りますけれども、企業主導型のほうにつきましては、２９年度の税制改正におきまして課
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税標準の特例が創設をされております。固定資産税と事業所税が一定割合軽減されるとい

う新たな制度が構築されております。今回の主税局が創設した減免の対象外ではあります

が、ちょっとご紹介をさせていただきました。 

 それから、二つ目の要件ですけれども、その設置者に直接有料で貸し付けられているこ

ととしておりまして、原則として転貸が絡む場合については対象外ということとしており

ます。 

 それから、三つ目は期間制限を付してございますが、平成２８年１１月１日から３３年

３月末までの間に当該契約に係る賃貸借契約を新たに締結しまして、かつ、その締結後に

保育所等を新規開設したことという要件を付しています。なお、土地に係る賃貸借契約と

いうこととしておりますけれども、米印で下に振ってございますとおり、例えば、認可保

育所、保育園用として家屋も一緒に貸す場合など、当該土地を敷地とする家屋の賃貸借契

約、これをしている場合も対象とするということとしてございます。ただし、その場合に

ついても、あくまでも減免の対象となるのは土地に関する税金の部分のみということでご

ざいます。 

 これらの要件に該当しました場合には、新規開設日の翌年の１月１日を賦課期日とする

年度分から５年度分、固定資産税、都市計画税を１０割減免といたします。例えば、平成

２９年４月１日に開園した場合ですと、２９年度分ではなくて、３０年度分から５年度分

減免されるという形になります。資料の一番下の枠外に、対象は２３区内の土地ですとい

うことを記載してございますが、東京都のほうで固定資産税、都市計画税の課税権を持っ

ているのは特別区内のみということになりますので、東京都の権限が及ぶ範囲の土地とい

うことで特別区内のみとなっている点にご留意いただければと思います。 

 皆様におかれましては、保育所等の整備促進に向けまして、物件掘り起こしの際に、本

制度の周知に関しましてもご協力いただければ幸いでございます。 

 なお、現在、主税局ホームページには今お配りした制度概要のみを記載してございます

けれども、今後は、現在検討しているより詳細なところを定めました取扱要綱ですとか、

あと、減免の申請手続なんかを４月上旬を目途に、より詳しい情報を順次ホームページに

掲載していこうと考えてございます。合わせて、この案内用のチラシも主税局のほうで作

成する予定でございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

○山岸座長 それでは、今の税制の説明を含めまして、ご意見、ご質問等がございました

ら、ご発言をお願いいたしたいと思います。いかがでしょうか。 

○中村専務理事 全日本不動産協会の中村でございます。 

 早速税制改正に取り組んでいただきまして、改めてこの場をお借りしましてお礼を申し



－16－ 

上げたいと思います。私どもは、国あるいは東京都に対して色んな面で税制改正案を出し

ていますけれども、こんなにスピーディーに取り組んでいただいたということは画期的な

ことかなと思っておりまして、改めて福祉保健局の皆様方にお礼を申し上げたいと思って

おります。 

 それで、今、税制部の方からお話がありましたけど、対象は２３区内ということですが、

ちょっと聞いた話なんですけど、例えば多摩地域です。市町村に対して課税権がないとい

うことはよく理解しているのですけど、交付税の減免分について、基準財政需要額の中に

入れていただくとか、特別交付税で見るとか、あるいは、市町村の総合交付金で面倒見る

とか、そういった対応もできるのではないかというふうに思っているのですが、それにつ

いての見通しあるいは検討状況というのはいかがでしょうか。 

○宮﨑税制改正担当課長 ご質問ありがとうございます。 

 まさに問題点は今おっしゃられたとおりのところなんですけれども、都内市町村に対し

ましては、この２３区内の減免の制度のご紹介を市長さん方に直接いたしまして、同じく

問題を認識している市におかれましては、導入を検討するように理解を求めたところでご

ざいます。合わせて、今、財政補塡の話も出てございましたけれども、こちらはすみませ

ん、総務局というところの方が所管になるのですが、それぞれの市で仮に同じような減免

措置を設ける市が出てきた場合には、導入状況を踏まえるとともに、課税自主権にも配慮

しつつ、適切な財政補完に努めるというふうに聞いてございますので、ご承知おきいただ

ければと思います。 

○中村専務理事 ありがとうございました。ぜひ全都的に対応していただくように、何と

かお願いできればと思っています。よろしくお願いいたします。 

○山岸座長 他にはいかがでしょうか。 

○小林部長 東京都信用組合協会でございます。 

 今までのご説明の中での質問でもよろしいでしょうか。 

○山岸座長 はい。 

○小林部長 先ほどの、新たに団体等との連携を始める区市町村における手順（イメー

ジ）というところのご説明があったのですけれども、ここの部分というのはあくまでも当

然イメージですので、これは一つの連携のパターンというふうな理解でよろしいでしょう

か。と申しますのは、私どものほうとしましては団体になりますので、団体の会員もござ

います。実際にそれをやっていく中で、果たしてこのパターンでいいのかどうかというと

ころが正直なところ手探りの状態がある部分もございますので、実際にこれを始めるに当

たりまして、もうちょっと詳細な部分につきまして、今後、例えば都庁さんあるいは区市

町村さん等とも、場合によっては若干調整をさせていただくという部分があるかなという
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ふうにこちらは考えているのですけども、その辺の進め方については、区市町村とも含め

て弾力的にご検討をさせていただけるというような理解でよろしいかどうかというところ

をご確認させていただきたいのですが。 

○柳橋事業推進担当課長 ご意見ありがとうございます。 

 まず、資料でお示ししているイメージは、まさにおっしゃっていただいたとおり、あく

までイメージでございますので、全てこのパターンでいくわけでもありませんし、こんな

面倒な手順を踏まなくてもすぐできてしまう場合もあるのかなと思ってございます。お話

のような、実際、こういった統一的に始めるということは、まさに我々としても初めてと

いうところがありますので、そのためにフォローアップを、年度の概ね上半期一杯かけて

連携を進める、それを東京都のほうでフォローしていくと。そこで出てきた課題を当然ま

た協議会で議論するというものもありましょうし、あとは、実際は、各地域の声と、ある

いは、信組さんであれば、実際に連携いただく信組さんの話というものも出てくると思い

ますので、そういった中で個別でオーダーメードでやっていくのか、あるいは、やり方を

模索しながらやっていくのか、そこも含めて我々も柔軟に考えておりますので、あくまで

各地域の実情に応じて、あるいは、団体様の特性に応じてベストなやり方を探っていくと

言いましょうか、そういう進め方で考えておりますので、ご安心いただければというふう

に思います。 

○小林部長 どうもありがとうございます。 

○山岸座長 他にはございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、全体を通じまして特にご発言はございませんか。よろしいでしょうか。 

 では、予定しておりました議事は以上でございます。 

 なお、本協議会につきましては、来年度に関しましても状況に応じてまた開催をさせて

いただく予定にしてございます。日時等につきましては事務局から連絡をさせていただい

て、調整をさせていただきます。その際は何卒よろしくお願い申し上げます。 

 本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございました。 

 以上を持ちまして第２回協議会を終了とさせていただきます。引き続きよろしくお願い

申し上げます。ありがとうございました。 

○柳橋事業推進担当課長 事務局からでございます。本日は、お忙しい中お時間をいただ

きまして、ありがとうございました。 

 事務連絡を申し上げます。１階でお配りいたしました一時通行証、首に今おかけいただ

いているものにつきましてですが、お帰りの際に１階エレベーターの前の警備員にお渡し

してご退庁いただければと思います。また、お車でお越しの方がいらっしゃいましたら駐

車券の発行をさせていただきますので、まだお済みでない方がいらっしゃいましたら、お
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帰りの際、受付までお立ち寄りください。お忘れ物がないようお気をつけてお帰りくださ

いませ。 

 本日は、繰り返しになりますけども、お忙しい中どうもありがとうございました。 

（午後 ３時５７分 閉会） 

 


