令和元年（２０１９年）８月２７日（火）
午後２時００分～
会

場

第６委員会室

市長記者会見資料

１ 学校給食でラグビーワールドカップ献立
～９月に対戦する２か国の料理を給食で体験

２ 幼児教育・保育の無償化に伴う独自施策
～給食費実費徴収化への対応

３ ９月補正予算（案）の概要
～２９億８，８２３万円を増額補正

４ 都市農業の振興と都市農地の保全を目指す取組
～「八王子市内の都市農業の振興と都市農地の保全に関する協定」を農協と締結

令和元年（２０１９年）８月２７日

市長発表資料①

学校給食でラグビーワールドカップ献立
９月に対戦する２か国の料理を給食で体験
９月２０日から「ラグビーワールドカップ大会２０１９」が日本で開催される。市内の
小・中学校全校で、対戦国にちなんだ献立を子どもたちに提供する。対戦国の料理を食べ
ることで、応援ムードを高めるとともに、ワールドカップを通じて、世界の国々の食文化
に関心を持ってもらう狙いである。
１ 日程と献立
（１） ９月２０日（金）対戦国：ロシア（同日１９：４５キックオフ）

プロフ

ボルシチ

たらのフリッター

元々はウズベキスタン料理。米と

ロシアの代表的なスープ。ビーツ

ロシアは、たら等の魚がよく捕れ

肉、玉ねぎやにんじんなどの野菜

が入っているのが特徴。ビーツを

ます。給食では、特製レモンソー

を大きな鍋で炊き上げる炊き込

使うことでスープが赤くなり甘

スをフリッターにかけて食べま

みご飯です。

みもつきます。

す。

（２） ９月２７日（金）対戦国：アイルランド（２８日 １６：１５キックオフ）

鮭のハーブ焼き

アイリッシュシチュー

コルカノン

アイルランドは、海に囲まれてい

アイルランドの伝統的な料理。羊

マッシュポテトに牛乳、キャベツ

るため、海の幸が豊富です。給食

肉か牛肉と玉ねぎ、じゃがいもを

を加えて煮込み、塩とこしょうで

では、鮭をハーブ焼きにして食べ

煮込んだシチューです。給食では

味付けします。伝統料理です。

ます。

豚肉を使います。

※ １０月４日（金）にはサモア献立、１１日（金）にはスコットランド献立を予定して
います。詳細が決まりましたら、改めてプレスリリースをいたします。
２

取材受け入れについて
取材可能な学校について調整のうえ、後日改めてプレスリリースいたします。

＜問い合わせ＞

学校教育部保健給食課長

田倉

電話０４２－６２０－７３３１

令和元年（２０１９年）８月２７日
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幼児教育・保育の無償化に伴う独自施策
給食費実費徴収化への対応
１０月から始まる幼児教育・保育の無償化に合わせ、本市ではこれまで「多子世帯負
担軽減」や「認可外保育施設の利用支援」など、都の補助制度を活用した保護者負担軽
減の準備を進めてきた。
また、これまで保育料に含まれていた３～５歳児の給食費が実費徴収となることから、
本市独自に保護者負担の軽減を図るための経費を補正予算に計上する。
１

対応の背景
国の幼児教育・保育の無償化制度により、保育料が無償化される一方で、これま
で保育料に含まれていた、保育所の給食費のうち副食費（おかずなど）については、
自宅で子育てを行う場合にも同様にかかる費用であるため、無償化後も引き続き保
護者が負担することとなった。

２

本市の負担軽減の内容
（１）給食運営費加算の継続
給食費のうち主食費（お米など）相当額について、これまで市が独自に民間保
育所及び認定こども園に対して行ってきた運営費加算を、幼児教育・保育の無償
化後も継続し、保護者負担を軽減する。
（２）低所得世帯等への対応
実費徴収対象となる給食費のうち副食費相当額（月額４，５００円※）が無償
化前の保育料を上回る場合は、無償化後に保護者負担が増加しないように差額を
市が負担する。
※ 公設公営保育園の副食費徴収額で、民間保育園の副食費設定の目安となる額

▲無償化前の保育料が３，０００円の場合のイメージ図

（３）園児保護者負担軽減
子ども・子育て支援新制度移行幼稚園及び認定こども園について、新たに園児
保護者負担軽減補助（園児１人当たり月額３，５００円）の対象に加えるととも
に、補助対象経費の拡大を行うことで、保護者負担を軽減する。
無償化後（10 月以降）の園児保護者負担軽減
区 分

対象施設

対象拡大前

対象拡大後

幼稚園（新制度未移行）

幼稚園（新制度未移行）
幼稚園（新制度移行）

幼稚園類似幼児施設

認定こども園
幼稚園類似幼児施設

対象経費

保育料

保育料
入園料

入園料

特定負担額 ※
給食費のうち主食費相当分

※ 保育料・入園料以外に教育・保育の質の向上を図るうえで、特に必要であるも
のとして、園が規則等で定める費用。施設維持費、特定職員配置費などがある。

＜問い合わせ＞ 子ども家庭部保育幼稚園課長

吉森

電話０４２－６２０－７２４７
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９月補正予算（案）の概要
２９億８，８２３万円を増額補正
今回の補正予算では、国都支出金返還金の超過収入分の返還や、１０月から始まる
国の幼児教育・保育の無償化に関連する取組などに要する経費として２９億８，８２３
万円を増額補正した。
１

補正予算額[補正予算の概要Ｐ１]
区

２

分

補正額

補正後の額

一般会計

2,129億1,700万円

特別会計

2,040億7,834万 6千円

2億5,823万4千円

2,043億3,658万円

計

4,169億9,534万 6千円

29億8,823万4千円

4,199億8,358万円

27億3,000万円

2,156億4,700万円

一般会計の歳入予算の補正額[補正予算の概要Ｐ２]
区

分

11款 地方交付税

３

補正前の額

補正前の額

補正額

補正後の額

42億2,000万円

11億 3,759万3千円

53億5,759万 3千円

15款 国庫支出金

411億6,653万 7千円

2,739万2千円

411億9,392万 9千円

16款 都支出金

291億6,349万 3千円

1,123万2千円

291億7,472万 5千円

19款 繰入金

39億6,685万 7千円

547万6千円

39億7,233万 3千円

20款 繰越金

2億6,281万 4千円

15億 6,636万6千円

21款 諸収入

17億7,193万 8千円

▲1,805万9千円

18億2,918万円
17億5,387万 9千円

一般会計の歳出補正予算の事業 （ ）は補正予算の概要掲載ページ
事業名

内

容

補正額

担当部課

2 款 総務費
福

平成30年度（2018年度）の

国都支出金返還金（P6）

事業費の確定により、国都
支出金の超過収入分を返還
する経費を補正する。

16億8,079万4千円

祉

部

医療保険部
健

康

部

子ども家庭部

本年度交付される普通交付
税の当初予算額を上回る交

財政調整基金積立金（P7） 付額について、財政調整基
金に積み立てる経費を補正
する。

11億3,759万3千円 財

政

課

3 款 民生費
国民健康保険事業特別会

国民健康保険事業特別会 計への繰出金（国民健康保
計への繰出金

険事業費納付金分）につい

（P7）

て、当初の見込みを下回る

▲1億8,102万2千円 保 険 年 金 課

ため、減額補正する。
本年10月から始まる国の
幼児教育・保育の無償化に
係る事務を円滑に実施す

子育て支援関連事務（P8） るため、国庫補助金の対象
＜市長発表資料②関連＞

となることが明らかとな

2,739万2千円 保育幼稚園課

った事務費及びシステム
改修に要する経費を補正
する。
10月から始まる国の幼児
教育・保育の無償化に伴
い、これまで保育料に含ま
れていた3～5歳児の給食
費が施設による実費徴収
となることから、本市独自

保 育 サ ー ビ ス の 推 進 の保護者負担軽減を図る
（P9・10）

ための経費を補正する。

＜市長発表資料②関連＞

また、子ども・子育て支援
新制度移行幼稚園及び認
定こども園について、民間
保育所等や新制度未移行
幼稚園に準じた保護者負
担軽減を図るための経費
を補正する。

6,261万5千円 保育幼稚園課

10月から始まる国の幼児
教育・保育の無償化に伴
い、これまで保育料に含ま
れていた3～5歳児の給食

市立保育所の管理運営
（P11）
＜市長発表資料②関連＞

費が実費徴収となること
から、市立保育所におい
て、本市独自の保護者負担

262万8千円 保育幼稚園課

軽減を図るための経費を
補正する。また、実費徴収
額の軽減に伴い、保護者負
担金が減となることから、
財源更正を行う。

4 款 衛生費
ごみ総合相談センターに
おける効率的な執行体制
を整備するとともに、適切
な市民サービスを提供す
るため、令和元年（2019
年）5月に策定した「第9
次行財政改革大綱」に基づ

ごみ等の収集運搬（P12）

き、令和2年（2020年）4
月から粗大ごみ受付業務

―

ご み 総 合
相談センター

を委託する。このため、年
度内に業務引継を含めた
契約を行うことから、令和
3年度（2021年度）までの
粗大ごみ受付業務委託に
かかる経費について、債務
負担行為を設定する。

＜問い合わせ＞

財務部財政課長

小澤

電話０４２－６２０－７３５０
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都市農業の振興と都市農地の保全を目指す取組
「八王子市内の都市農業の振興と都市農地の保全に関する協定」を農協と締結
八王子市は、都市農業の振興と都市農地の保全を図るため、
「八王子市内の都市農業の振
興と都市農地の保全に関する協定」を八王子市農業協同組合と締結する。
この協定に基づき、八王子市農業協同組合と連携して、農家の高齢化に伴う担い手不足
の問題、生産緑地の減少の問題などの共通の課題に取り組む。
１ 協定に基づく連携の主な内容
（１）新たな担い手の育成と確保として、本市の農業研修事業である「はちおうじ農業塾」
に八王子市農業協同組合の組合員を講師として派遣する。
（２）安全・安心な農作物の提供と地産地消の推進として、道の駅八王子滝山に併設する
地場産の農産物直売所「ファーム滝山」の運営を行う。
（３）都市農地の保全として、特定生産緑地の指定のための説明会を協力して行う。
２

協定締結後に実施する最初の取組
生産緑地に指定し、３０年の指定期間が最初に終わりを迎える令和４年（２０２２年）
に向けて、円滑に生産緑地の再指定を受けられるよう八王子市農業協同組合と共同によ
り、生産緑地所有者を対象とした説明会を実施。説明会は、各地域の市民センターで９
月に３回、１０月に４回、開催

３ 協定の締結
（１）日
時
（２）会
場
（３）出 席 者

８月２７日（火） 市長記者会見終了後
市役所本庁舎４階 第６委員会室（市長記者会見と同じ会場）
八王子市長、八王子市農業協同組合 代表理事組合長 原島 元義

＜市内の農業に関するデータ＞
１

八王子市内の農地面積（耕地面積）
772ｈａ（平成 27 年（2015 年）
）、855ｈａ（平成 22 年（2010 年））
、931ｈａ（平成 17 年（2005 年））

２

八王子市内の農業者数

１，１９７経営体（出典：平成 27 年（2015 年）農林業センサス）

※農家とは１０ａ以上の経営耕地面積を有する農業を営む世帯及び農産物販売金額が年間１５万円
以上ある世帯
３

八王子市内の生産緑地面積
230.65ｈａ（平成 30 年（2018 年））
、234.37ｈａ（平成 29 年（2017 年））
、238.79ｈａ（平成 28 年（2016 年）
）

４

農業産出高

２５億６千万円（平成 28 年（2016 年）
）

＜問い合わせ＞

産業振興部農林課長

音村

電話０４２－６２０－７２５０

