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                午前10時00分開会 

○木宮会長 おはようございます。お１人、出席予定の委員の方がお見えになっておりま

せんが、定刻ですので始めさせていただきたいと存じます。 

 ただいまから、平成17年度第１回東京都私立学校助成審議会を開催いたします。 

 本審議会の会長を務めさせていただいております木宮でございます。どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

 本審議会は、経常費補助金に関する配分の基本方針や私立学校の振興助成に関する重要

事項についてご審議いただき、東京都が行う助成の適正化及び効率化を図ることを目的と

しております。皆様のご協力をいただきまして審議を進めてまいりたいと存じますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 なお、開会に当たりまして、傍聴人の皆様方に一言申し上げます。 

 本審議会は公開で行っております。傍聴に当たりましては、「東京都私立学校助成審議

会の公開に関する要綱」の定めるところに従い、議事の進行を妨げることのないようにお

願いしたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。 

 まず、当審議会の開会要件であります定足数について、事務局よりご報告をお願いしま

す。 

○私学部長 私学部長の南雲でございます。定足数につきまして、ご報告申し上げます。 

 本日は、15名の委員のうち13名の委員が出席しておられます。東京都私立学校助成審議

会条例第７条第１項に定められております定足数に達しておりますので、本日の審議会は

有効に成立していることをご報告申し上げます。 

○木宮会長 ありがとうございました。 

 次に、当審議会の委員の方々を事務局からご紹介させていただきたいと存じます。また、

あわせて都側の出席者もご紹介をお願いいたします。 

○私学部長 それでは、早速ではございますが、委員の方々をご紹介させていただきます。 

 このたび委員の改選がありまして、都議会議員の方は平成16年11月からの任期となって

おります。 

 まず、会長で東京地下鉄株式会社代表取締役専務取締役の木宮進委員でございます。 

 会長代理で学校法人八雲学園理事長の近藤彰郎委員でございます。 

 以下、座席順にご紹介申し上げます。 

 都議会議員の小山敏雄委員でございます。 
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 都議会議員の佐藤裕彦委員でございます。 

 都議会議員の和田宗春委員でございます。 

 都議会議員の橋本辰二郎委員でございます。 

 都議会議員の吉田信夫委員でございます。 

 学校法人鳩の森学園理事長の矢島輝一委員でございます。 

 向かい側に参りまして、東京女学館大学教授の天野正子委員でございます。 

 東京新聞論説委員の田中良富委員でございます。 

 学校法人富士見丘学園理事長の吉田晋委員でございます。 

 学校法人東京女子学院理事長の酒井涬委員でございます。 

 学校法人啓明学園理事長の平野吉三委員でございます。 

 なお、明治大学商学部教授の西野萬里委員は、本日は都合により欠席されております。

また、弁護士の鬼丸かおる委員は、都合により遅れて出席する予定でございます。 

 以上で、委員の方々のご紹介を終わらせていただきます。 

 続きまして、東京都側の出席者をご紹介させていただきます。 

 山内生活文化局長でございます。 

 板垣私学振興課長でございます。 

 荒木私学行政課長でございます。 

 白石指導担当副参事でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○木宮会長 ありがとうございました。よろしくお願い申し上げます。 

 ここで、山内生活文化局長からご挨拶がございます。 

○生活文化局長 生活文化局長の山内でございます。 

 東京都私立学校助成審議会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思いま

す。 

 委員の皆様方には、ご多用中にもかかわらず当審議会にご出席をいただきまして、心か

ら感謝申し上げます。また、日ごろより、東京都の私学行政につきまして格別のご理解と

ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 さて、近年、社会経済状況の大きな変化に伴いまして、あらゆる分野で改革が推し進め

られておりますが、教育分野におきましても私立学校法の改正や教育基本法改正の動き、

さらには、三位一体改革に伴う義務教育費国庫負担金の見直しなど、変革の大きなうねり
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が生じております。また、同時に少子化が進み、我が国の経済社会に深刻な影響を与える

ことが懸念されていることから、昨年７月には、次世代育成支援対策推進法が施行されま

して、都におきましても、これを受けて、先月、「次世代育成支援東京都行動計画」を作

成したところでございます。 

 当局といたしましても、この計画の中で、子どもの生きる力を育成する教育環境の整備

といたしまして、幼児教育の充実、確かな学力の向上と信頼される学校づくりなどを掲げ

まして、重要な施策の一つとして私学助成を位置づけたところでございます。 

 さらに、近年の動向といたしまして見逃すことができないのは、学校を発生場所とする

犯罪の件数が増加してきておりまして、子どもの安全が脅かされているということでござ

います。文部科学省でもこれを重く受けとめまして、既にプロジェクトチームを設置して

対策の方向性を提言しております。このため、本日の審議会の中でも、これに関連する取

組みについてお諮りすることとしております。 

 このように、教育をめぐるさまざまな社会環境の変化はありますが、いずれにいたしま

しても、私学が公教育に果たす役割は非常に大きなものがあると考えておりまして、その

役割は変わることがないと考えております。都民からも大変厚い信頼と期待が寄せられて

いるところでございます。 

 東京都といたしましても厳しい財政状況下ではありますが、公教育を担う私立学校のさ

らなる発展に向けて、取組みに大いに期待しつつ、私立学校の振興に引き続き努めてまい

りたいと思っております。 

 本日は、私立学校の振興施策の基幹となる平成17年度の経常費補助金配分方針につきま

してご審議をいただき、答申を賜りたいと存じております。委員の皆様方には、ぜひとも

活発なご意見をいただきますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、挨拶と

させていただきます。 

 ありがとうございました。 

○木宮会長 ありがとうございました。 

 ここで、鬼丸かおる委員がお見えになりましたので、ご紹介申し上げます。 

○鬼丸委員 遅参しまして申し訳ありません。鬼丸と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

○木宮会長 それでは、当審議会に対しまして、知事から、平成17年度私立学校経常費補

助金の配分方針について諮問がございます。 
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 山内生活文化局長、お願いいたします。 

○生活文化局長 平成17年度私立学校経常費補助金を別紙のとおり配分することについて、

東京都私立学校教育助成条例第３条第３項の規定により諮問する。 

 平成17年５月13日。東京都知事石原慎太郎。 

 代読、山内隆夫。 

 諮問いたします。 

                 （諮問文手交） 

○木宮会長 それでは、これから審議に入らせていただきたいと存じます。 

 まず、報告事項である「平成16年度私立学校助成予算の執行状況について」及び「平成

17年度私立学校助成予算について」を一括して事務局よりご報告していただき、ご質疑を

いただいた上で、ただいま知事から諮問いただきました審議事項に入らせていただきたい

と存じます。 

 それでは、事務局から、資料確認の上、説明をお願いいたします。 

○私学振興課長 誠に恐れ入りますが、着席して説明させていただきますことをお許しい

ただきたいと存じます。 

 初めに、お手元の資料を確認させていただきます。 

 座席表のほかに５点ございます。まず、資料１が審議会の次第でございます。資料２が、

「平成17年度東京都私立学校助成審議会」という冊子でございます。資料３が、Ａ４判で

３枚綴じの「平成17年度私立学校経常費補助金配分方針（変更点）」という資料でござい

ます。資料４は、東京都私立学校教育助成条例等の規程関係の資料でございます。最後の

資料５は、「東京都の私学行政 平成17年（2005年）」というベージュ色の冊子でござい

ます。以上、５点のご確認をお願いいたします。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、白い表紙の冊子、資料２に基づきまして、報告事項１のご説明をさせていた

だきます。 

 ８ページをお開き願います。「平成16年度私立学校助成予算の執行状況」でございます。

平成16年度に執行いたしました私立学校助成事業につきましては、表側の一番左側にあり

ますように、おおむねその性格ごとに、「経常費補助」、「保護者負担軽減」、「団体補

助等」という３つの区分で、２ページにわたって、表頭にそれぞれ、当初予算額、使途変

更額、予算現額、執行額、執行残額、執行率の順に表示してございます。 
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 まず、８ページの上半分に記載の「経常費補助」は、私学助成全体の約84％を占める基

幹的補助でございます。１番から６番までの小計欄にありますように、当初予算額は1,03

6億2,400万余円、予算現額は1,029億9,300万余円、執行率は表の一番右のＤ／Ｃ欄にあり

ますように、99.6％となっております。この経常費補助のうち、１番から４番までの高・

中・小・幼稚園を見ますと、２番の中学校と３番の小学校の執行残が大きくなっており、

それぞれ高校と幼稚園にご覧の額が使途変更されております。 

 小・中学校の執行残の主な要因は、ともに授業料納付金の水準などの評価項目で評価減

が出ていることが大きな要素となっております。逆に、１番目の高等学校では、予算積算

時よりもマイナス評価を受ける学校が少なかったために補助実績が増えたこと、また、４

番目の幼稚園では、教職員数や園児数が予算積算時よりも増加して補助実績が増えたこと

などがございまして、これらに対応する必要がありましたことから、前述の中学校と小学

校から使途変更を行ったものでございます。 

 ５番目の盲・ろう・養護学校と、６番目の通信制高校の経常費につきましては、当初予

算額に対する施行率、Ｄ／Ａ欄を見ますと、それぞれ67.6％と22.5％と大変低くなってお

ります。この理由は、国の制度変更によりまして、これまで都を通じて行っていた補助が

国からの直接補助に変わったためで、予算決定後に制度変更が決まったことから、このよ

うな大きな執行残が出たものでございます。 

 この執行残予定額の中から、６番目の使途変更額欄にありますように、６億3,000万余

円を、次の９ページ下段の26番の私立学校安全対策促進事業費補助に使途変更しておりま

す。これは、耐震補強工事、防犯カメラ、フェンスの整備等で予算を大幅に上回る申請が

ありましたことから、児童生徒の安全確保を重視いたしまして、これに対応するために、

この国の制度変更分の一部を使途変更したものでございます。 

 次に、８ページ下段の「保護者負担軽減」関係では、７番から12番まで６項目ございま

す。一番下の小計欄にありますように、当初予算額が74億9,200万余円、予算現額が75億9,

800万余円で、執行率は98.6％でございます。このうち８番の私立高等学校定時制教育振

興費補助と10番の私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助におきましては、対象生徒

数及び園児の実績増があったため、これによる経費増に対応するために、次の９ページ中

段にあります22番の私立学校教育振興資金融資利子補給におきまして、想定した金利より

も市中金利が低かったことなどによる実績減から、１億500万余円を使途変更したもので

ございます。 
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 ９ページをご覧ください。表側の区分欄に「団体補助等」としてありますが、ここには、

さきの経常費補助及び保護者負担軽減関係以外のその他の補助を一覧にしております。13

番から29番まで17項目ありますが、下から２段目の小計欄にありますように、当初予算額

が117億3,100万余円、予算現額が122億5,600万余円で、執行率は97.5％でございます。こ

のうちの13番の幼稚園と15番の専修学校教育振興費補助の執行残は実績の減によるもので

すが、それぞれ関連の14番の幼稚園障害児及び16番の専修学校障害児の実績増に対応する

ため、それぞれ所要額を使途変更いたしました。 

 そのほかの使途変更等につきましては、先ほど触れたとおりでございます。 

 以上、平成16年度の私立学校助成予算の執行状況は、一部やむを得ない事情によりまし

て執行率が低いものもございますけれども、総体としましては執行率99.3％ということで、

国の制度変更による当然の残を除けば、結果的には、ほぼ満額に近い執行となっていると

言えるかと思います。 

 続きまして、報告事項の２「平成17年度私立学校助成予算」についてご説明いたします。

資料は、10ページから13ページにかけて、先ほどと同様の区分で一覧にしてございます。

額の大きなものなどを中心にご説明させていただきます。 

 まず、10ページに記載の「経常費補助」のうち、１番から４番までの高・中・小・幼稚

園の経常費補助金におきましては、先ほども触れましたように、私学助成の太宗を占めて

いることから、当審議会におきまして、毎年度、その配分方針についてお諮りすることに

なっているものでございます。 

 １番の高等学校から３番の小学校までは、基本的に、公立学校の決算値を基礎に学校と

して必要な標準的運営費を算出し、その２分の１を補助額として予算を計上しております。

これは、私立学校といえども、公立学校と同様に都民の公教育を担っておりますことから、

公私間で一定のバランスを持って公費負担をしていくべきとの考え方に立っているもので

ございます。 

 なお、４番の私立幼稚園の経常費補助につきましては、標準となるべき公立幼稚園が極

めて少ないという実情を踏まえまして、学校法人立幼稚園の決算値とあわせて公立教員に

適用されている給料表などをもとにいたしまして、標準的運営費を算出し、同じくその２

分の１を補助額として予算計上しております。 

 表の中段にありますように、高・中・小・幼稚園の合計予算額は、1,031億200万余円で、

前年度対比で1.2％、約12億円の増となっております。これは、公立の決算値に基づく標
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準的運営費が増加したことのほか、学種によっては園児数や教職員数などの基礎数値が増

えたことなどもその増加要因となっております。 

 それから、５番の私立盲・ろう・養護学校等経常費補助と６番の私立通信制高等学校経

常費補助につきましては、先ほど、平成16年度の執行で申し上げました国の制度変更によ

りまして、平成17年度予算は大きく減となっておりますが、都の予算は減りましても、そ

の分は国が直接執行するようになっておりますので、盲・ろう・養護学校並びに通信制高

校の運営そのものには影響がないものと考えております。 

 次に、11ページは、左側の表側にありますように、「保護者負担軽減」に関する事業で

ございます。内容、規模等につきましては、それぞれ右側の概要欄に記載のとおりですが、

ここでは、９番の私立高等学校等授業料軽減補助と10番の私立幼稚園等園児保護者負担軽

減事業費補助が大半を占めております。最下段の小計欄にありますように、75億3,000万

余円で、対前年度で0.5％、約3,800万余円の増となっております。これは、表の中ほどに

ある10番の私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助における対象人数の増が主な要因

となっております。 

 次に、12ページをご覧いただきたいと存じます。「団体補助等」でございます。13番か

ら次のページの29番まで全17事業で、13ページ下段の小計欄にありますとおり、合計で11

7億4,800万余円、対前年度0.1％の増となっております。このうち12ページの13番の私立

幼稚園教育振興事業費補助は、個人立等の幼稚園に対する補助ですが、第２次財政再建推

進プランによる５カ年の経過措置の２年目で、本来、２億3,000万円の予算減となるとこ

ろを、激変緩和のために１億5,000万円の減にとどめたものでございます。また、17番の

私立専修学校教育設備等整備費補助は、私立専修学校教育の充実と質的向上を図るため、

次の18番の事業と統合・拡充したもので、予算額は３億2,500万円、対前年度で１億円の

増となってございます。 

 さらに、次の13ページの26番の私立学校安全対策促進事業費補助ですが、これは、平成

15年度、16年度の時限措置で設けられた事業でしたが、なお耐震補強などのニーズが高い

ということで１年間延長したものでございます。 

 また、次の27番の私立幼稚園預かり保育推進補助ですが、これは、保育ニーズの多様化

に対応して、通常の教育時間を超えて園児を預かる幼稚園に対し、その経費の一部を補助

するものでございます。予算額が対前年度で41％増となっておりますのは、さらに実施率

を向上させていくため、補助単価のアップを図ったものでございます。 
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 以上の経常費補助、保護者負担軽減及び団体補助等の合計をいたしますと、13ページの

一番下の合計欄にあるとおりであり、私学助成予算の合計は約1,232億円余で、対前年度

で約３億5,800万余円の増となっております。 

 誠に雑駁ではございますが、これで平成16年度の執行状況と平成17年度予算措置の状況

についてのご報告を終わらせていただきます。 

○木宮会長 報告が終わりました。ご質問等がございましたら、ご発言をお願いいたしま

す。 

○佐藤委員 今、前年度の執行状況の実施状況、新年度の予算について伺ったわけですけ

れども、その中で、最後のほうで触れられていました預かり保育は、今年は前年度よりも

41％増ということで、こんなに予算をつけていただいて、一瞬、けたが違ったのかなと思

うぐらいでした。 

 この預かり保育の問題につきましては、私ども自民党をはじめ都議会の各会派で復活予

算等を利用させていただいて、積極的にこれの充実の働きかけを行っておりますが、これ

までの何年かの予算推移、そして、実際に幼稚園の預かり保育の実施状況はどのようにな

っているのか。 

 もう１点、まとめてお聞きしますけれども、この実施状況に対して、評価はどういうも

のが出ているのか。平成17年度はさらに実施率を上げるためにどのようにするのか。予算

執行の基本的なお考えを伺えればと思います。 

○私学振興課長 預かり保育の実施状況に推移についてご説明いたしますと、核家族化あ

るいは少子化、共働き家庭の増加などに伴います保育ニーズに応えるために、子育て支援

を強化しようということで、平成14年度に幼稚園の経常費補助とは別枠で、私立幼稚園預

かり保育推進補助を新設いたしまして、約１億5,000万円の予算化を図りました。平成16

年度には、その実施の伸びに合わせまして、約２割増の１億8,000万円、平成17年度では

さらにその４割増の２億6,000万円を措置してございます。 

 この間、幼稚園での預かり保育の実施率は、新規事業開始前の平成13年度の504園から、

平成16年度は577園と15％上がりまして、全体の67.6％となっております。預かり保育の

園児数も、平成13年度の5,308人から平成16年度は7,111人と34％の伸びとなっております。 

 そこで、これまでの推進状況の評価と考え方ですけれども、先ほど申し上げましたよう

に、預かり保育は平日の時間延長などで伸びている一方で、夏休み、冬休み、春休みなど、

長期の休暇中の実施率は20％となっております。このため、これをさらに促進させること
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から、平成17年度は、補助単価を２割から４割増額することとしております。これにより、

子育て支援の一層の充実が期待できるものと考えております。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 ただいまの説明でよくわかりましたが、要するに、こんなにしっかりやって

いるのだから、幼稚園はしっかりやれよと、こういうことも陰に隠れての今のお答えだっ

たのかなと思っております。 

 少子化対策といいましょうか、子育て支援の大変大きなポイントになってくると思って

おりますので、幼稚園のほうもしっかりと実施率を上げてやっていただくことをお願いし

たいと思います。 

 以上です。 

○矢島委員 関連でよろしいですか。 

○木宮会長 どうぞ。 

○矢島委員 幼稚園団体の矢島と申します。 

 ただいま佐藤委員から、激励とご指導をいただいたようなところでございますが、実際、

東京都で預かり保育をしておりますことは、全国に先駆けまして、東京都のこういった施

策が呼び水となって、東京都の施策の後追いをするような形で、早朝とか長期休暇中の補

助が獲得できたと。東京都の施策に対しまして、団体としては大変感謝している次第でご

ざいます。 

 先ほど、局長からもお話がありましたが、次世代育成支援対策推進法に基づきます各市

区町村におきます行動計画の策定に当たりまして、待機児童の解消のために預かり保育の

充実はどこの市区町村でも大きな課題になっておりますが、これもひとえに東京都が一歩

先んじてこういった政策を打ち出していることが、最終的には市区町村の行動計画の中に

十分な反映が見られているのではないかと思い、幼稚園団体としては大変感謝しておりま

す。また、議会の先生方にも、佐藤委員がご指摘のように、41％という大変な増額の予算

をいただきまして、その期待に応えるため、我々も決意を新たにする次第でございます。

こういった政策が、都民の保護者の就労と育児の両立ということに大きな役割を果たせれ

ば幸いだと思います。 

 なお、我々も、実施率がもっと増加するように努力していく次第でございます。議会の

先生方、また、行政の方々に、団体を代表しまして感謝を申し上げます。ありがとうござ

いました。 
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○木宮会長 どうぞ。 

○吉田（晋）委員 中・高から出ている吉田でございます。 

 １点、今回の予算を今ご説明いただいたわけですけれども、その中で、要望と申します

か、ご検討願いたいのですが、実は、26番の私立学校安全対策促進事業費の補助の件でご

ざいます。 

 これは、平成16年度予算のご説明のところでは、当初予算が７億円だったところが13億

円強ということで非常に多く出ております。山内局長のお話にもありましたように、昨今、

学校を現場とする犯罪が大変増えてきて、そういった意味では、東京都の公教育の大きな

部分を占めている私立学校におきましても、この問題については、早くから、防犯カメラ

の設置やフェンスの整備等を行ってきているわけですけれども、改めてその拡充というか、

強くしたいという部分がございまして、それぞれの学校現場からかなり声が上がっており

ます。 

 そういった意味では、平成17年度につきましては耐震補強工事にということになってお

りますけれども、当然ながら耐震補強工事を優先させた中で、この枠内で結構ですので、

危機管理の部分を、安全管理と申しますか、防犯カメラやそういった部分についても、引

き続き今年度も対策をしていただけるような措置をとっていただけたらありがたいと思い

まして、１点、要望させていただきたいと思います。 

○私学振興課長  先ほども報告事項の中で触れましたように、本事業は、平成15年、16

年度の２カ年の時限措置として実施してきたものですけれども、経費のかかる耐震補強工

事については、資金計画上の都合により期間内に工事ができない学校もあったことから、

耐震補強工事に限り、さらに１年間延長するとして措置されたものでございます。 

 本日の議題の中でも、ソフト面での対応策が出てまいりますけれども、この間も寝屋川

事件が起きる等、ただいまお話がありましたように、防犯的な方策についても再点検して

いこうということが言われております中で、ただいまご要望がありました件につきまして

は、あくまでも予算の枠内ではございましょうけれども、財政当局とも協議・調整をしな

がら検討させていただきたいと存じます。 

○木宮会長 ほかにございませんか。 

○吉田（信）委員 都議会の吉田でございます。 

 今、話を聞いていて、改めて、耐震補強さらに安全対策は、最優先の課題としてバック

アップしていただきたいという思いを強くいたしました。 
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 私が今日お伺いしたいと思っていたことは、単年度だけで予算や決算を見ただけではど

うしてもわかりにくい面がありまして、過日いただいた「私学行政」という冊子の93ペー

ジ、全国の中で東京の経常費補助の一般補助を単価で見たときに、どのような位置にある

のかという資料を見させていただいて、率直に言って大変驚きました。 

 漠然とした記憶ですけれども、かつて東京都は、全国の都道府県の中でそれぞれ上位、

とりわけ１位に、高校、小・中学校とも並んでいたではないかという認識を持っています。

それがそれぞれ後退し、高等学校は６位、中学校が５位、小学校が31位。幼稚園におかれ

ましては、先ほどもいろいろと努力していることは聞いたのですが、肝心の経常費補助の

一般補助で見ると44位という状況は、率直に言いまして、ちょっと信じ難い印象です。 

 それで、かつてと比べて都道府県の中の順位はどのように推移しているのか。やはり物

価が高い東京、あるいは、人件費が高い東京となれば、１位が一番いいとは単純には言え

ないかもしれませんけれども、ある面では当然ではないかと思っていますし、さらに驚く

べきは幼稚園の44位という順位で、なぜこのような状況になっているのか、その点につい

て、経過と、こういう形で順位として出ている理由についてお聞かせ願いたいのですが。 

○私学振興課長 経過といいますか、ただいま委員の先生からご指摘がありましたように、

10年前ぐらいを見ますと、１位から４位ぐらいまでの中にありました。順位が徐々に下が

ってまいりましたのは、平成11年度、12年度以降になろうかと思いますが、これは、平成

10年度からの財政健全化計画及び平成12年度からの第１次財政再建推進プランの見直しに

よりまして、全体の絶対額が下がっていることが主な要因でございます。 

 ただ、東京都の経常費補助は、生徒１人当たりの単価方式ではなく、公立学校の決算値

をもとにした標準的運営費方式を採用しております。また、特に順位が低いと言われまし

た小学校では、１校当たりの生徒数が全国平均に比べて東京は1.4倍多くなっております。

また、幼稚園でも1.26倍ということで、単純に補助総額を生徒数で割り返せば、１人当た

りの補助額が他県に比べて低くなってしまう構造にあることなども勘案いたしますと、１

人当たりの割戻単価のみで全体の補助水準の比較はできないものと考えております。 

 例えば、最も低いと言われました幼稚園に関する補助では、この経常費補助を補完する

ものとして、保育料の一部を補助する都の園児保護者負担軽減事業費補助があります。さ

らに、国の就園奨励費補助あるいは区市の上乗せ補助などをあわせますと、保育料に占め

る全体の公費負担率は全国の政令指定都市の中で第１位となっております。その意味で、

単純な比較は、この表からだけではできないのかなと思っております。よろしくお願いい
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たします。 

○吉田（信）委員 この場は委員会ではありませんから議論するつもりはありませんけれ

ども、実は、保護者軽減措置についても一言言いたかったので、後で言わせていただきま

す。 

 やはりこれだけ、経常費という根幹的な助成が、全国と比べても、１人当たりで計算し

たときに44位という事態は、これは関係者の先生方のご意見を聞かなければならないので

すけれども、今までの見直しの仕方が果たして妥当だったのかどうかということも、私は、

できることならば再検討していただきたいものだなという希望を持っていることを申し上

げさせていただきます。 

 それと、保護者軽減の支援をしているではないかというお話ですけれども、これも一つ

だけ意見を言わせていただきたいのは、保育料はどうしても、私学の皆さんがご努力をさ

れたとしても、年々、わずかではあっても上がっています。しかし、東京都の保護者負担

軽減措置を１人当たりに換算すれば、対象者が増えますから、予算が増えているように見

えるかもしれませんけれども、１人当たりの負担軽減措置は残念ながらマイナスに推移し

ているというのがこれまでの経過だと思います。したがって、保育料に占める保護者軽減

補助の比率は、私がかつて聞いたときには、確かに20％ぐらいの比重を占めていたものが

15％ぐらいまで下がっていて、その分が、結果的には保護者の方々の負担増になっている

のではないのかなと。 

 先ほど、冒頭に局長からもお話がありましたけれども、少子化対策の緊急性から見ても、

こうした問題についても、ぜひご配慮を改めて要望しておきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○私学振興課長 ご指摘のように、保護者負担軽減補助につきましては、平成13年度に一

回所得基準を見直しした関係もありまして、補助総額としては、５年前に比べると減って

いる部分がございます。ただ、先ほども申し上げましたように、公費負担率の割合からし

ますと、国の就園奨励費あるいは区市の分、あるいは、都の今の経常費補助も含めまして、

約55％を超える負担割合、これが全国でトップということでご説明しておりますとおり、

それなりに実質的に保護者に直接最終的に届く割合は、それなりに確保されているのでは

ないかと思います。 

 ただ、ご指摘のように、これまでも時代の変化に即応しながら対応してまいりましたけ

れども、これからも適正な見直しをする反面、先ほどの預かり保育の拡充等を含めて、時
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代に即応した適切な対応をとってまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどをよろ

しくお願いいたします。 

○吉田（信）委員 はい、結構です。 

○木宮会長 ほかに発言ございませんか。 

○矢島委員 関連です。 

○木宮会長 どうぞ。 

○矢島委員 ただいま吉田委員から、幼稚園の経常費についてご配慮をいただくご発言を

いただきましたが、東京都の場合につきましては、一般補助の分をここに記載しておりま

して、上位にあります県につきましては、関連の予算を、特別補助等を含めて関連の予算

すべてを全体の人数で割っておりますので、このような高額になります。 

 それから、執行額につきましても、東京都の場合は、ほぼ満額またはそれ以上の執行を

いただいておりますが、上位のところの執行率等々を勘案しますと、私の個人的な意見で

すが、いまだに東京都が幼稚園の経常費では日本で一番であると信じております。 

 ですから、数字上の問題と、他府県との積算方法が違うことによりましてこういう数字

が出ておりますが、東京都の施策につきましては十分感謝しておりますし、一番だと思っ

ております。 

○木宮会長 ほかに発言はございませんか。 

 それでは、これをもちまして報告事項の聴取を終わらせていただきたいと思います。 

 続きまして、審議事項に移らせていただきます。 

 先ほど知事から諮問がございました「平成17年度私立学校経常費補助金の配分方針につ

いて」を議題といたします。 

 事務局から内容についての説明をお願いいたします。 

○私学振興課長 それでは、諮問内容を説明させていただきます。 

 資料２の１ページをご覧いただきたいと思います。「平成17年度私立学校経常費補助金

の配分方針について」でございます。 

 第１の「基本方針」のうち、「目的」につきましては、３点、すなわち、教育条件の維

持・向上、児童生徒の修学上の経済的負担の軽減、私立学校経営の健全性の向上の３点を

掲げてございます。 

 また、２の「配分の考え方」では、その全体像を俯瞰できるよう概観図をお示ししてお

りますが、ご覧のように、補助金は、一般補助と特別補助の２つに分けて算定し、その合
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計額が各学校の交付額となります。 

 このうち一般補助は、各学校に共通した学校運営費を対象にしたもので、学校数、学級

数、標準教職員数及び生徒数を単位として算定し、交付するものでございます。ただし、

その際、各学校に一律に交付するのではなく、さきの補助目的を十分に勘案して、幾つか

の評価項目を設け、その達成度に応じた評価係数により配分することとしております。評

価係数0.7から1.0とありますが、基準に適合して初めて満額が交付され、達成度に応じて

最大３割までマイナスをかける仕組みとなっております。これについては、後ほどまたご

説明を申し上げます。 

 一方、特別補助は特定の施策を実施するための配分でございまして、各学校の取組みに

応じて交付しますので、どちらかといえばプラス評価を行う部分と言えるかと思います。

１ページ下段の表に記載のとおり、高・中・小学校で７項目、幼稚園で５項目の事項を現

在設けております。なお、下線部分につきましては今回変更する部分で、後ほどまとめて

ご説明いたしますので、まず、変更点を除く現状の配分方針につきまして、ざっと説明さ

せていただきます。 

 経常費補助におきましては、ただいまご説明いたしました一般補助と特別補助という考

え方に従って、各学種とも配分を決めていくわけですけれども、具体的な配分に当たりま

しては、各学校の規模や学科の違いなどにより、学種ごとに単価の補正や基礎数値の調整

を行っております。それが２ページから始まる第２の「学校種別配分方針」でございます。 

 まず、１の「私立高等学校経常費補助」ですが、（1)の「一般補助」におきましては、

アの「補助単価」のうち、（ア）の学校割単価や（イ）の学級割単価及び生徒割単価につ

きましては、学校規模や学校の内容によって、ご覧のように単価の補正を行うこととして

おります。また、（ウ）の教職員割単価につきましては、記載のような単価設定になって

おります。なお、ここで言う標準教職員数とは、いわゆる高校標準法といいまして、「公

立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」で定められている公立学校

の標準教職員数に準拠して積算しているものでございます。 

 次に、イの「基礎数値」については、ご覧のとおりとなっております。 

 ウの「評価係数」につきましては、先ほど少し触れましたけれども、補助金が単に基礎

数値だけをもとに配分されるのではなく、一定の評価基準を設けて、是正すべきはマイナ

ス評価を行い、より目的に沿ったメリハリがある補助金の配分にしていこうというもので

ございます。 
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 具体的には、高等学校の場合には、３ページに表にしてありますが、保護者負担、教育

条件、財務状況といった各視点から、それぞれの欄にある評価項目ごとに配点を行います。

評価点は、１点につき、一般補助額の１％が減額になるというものでございます。例えば

保護者負担では各学年の授業料の合計額が基準よりも高い場合には、その程度に応じて最

大で15％の減額となるというものでございます。また、教育条件の項目では、定員に対す

る現員の割合が基準を超える場合には、最大で10％の減額となります。これらをすべて合

計しますと60点になりますが、その影響性を考慮しまして、30点を上限として減額するこ

ととしております。 

 次に、（2）の「特別補助」です。これは、冒頭に触れましたように、単に機械的に補

助金を基礎数値に基づいて配分するだけではなく、都として促進したい各学校の取組みに

対してプラスの配分を行うものでございます。アの「入学支度金制度」から順次説明を記

載してありますが、例えばイの「授業料減免補助」では、現在の社会経済情勢の中、家計

急変等の理由により就学の継続が困難となる生徒も出ておりますので、各学校に授業料減

免制度を設けていただくため、各学校での前年度の減免実績に即して、補助率を３分の２

まで拡大して重点配分を行い、その促進に努めているところでございます。 

 以下、次の４ページのキ「情報化推進補助」までの７項目が平成17年度の対象となり、

クの生徒等の安全対策推進補助は平成18年度から適用とする新たな項目ですので、後ほど

ご説明をいたします。 

 次の（3)には「補助対象経費」と記載してありますが、煩瑣になりますので、後ほどご

覧をいただければと思います。また、５ページの（4)では、特に「使途指定」といたしま

して、補助金交付額の15％以上を教育研究経費支出及び設備関係支出に充てることとして

おります。これは、補助金が補助目的本来の趣旨に基づいて使われることを目的として、

過度の人件費支出に歯止めをかけるための措置でございます。 

 ここまでが現状の高等学校経常費補助の考え方でございます。 

 次に、２の「私立中学校及び私立小学校経常費補助」についてでございます。 

 基本的に、配分方法につきましては、これまで説明させていただきました高等学校と同

様の仕組みですが、学校割単価の規模の区分については若干異なっておりまして、（1)の

表のようになっております。また、特別補助につきましては、高校にあるものすべてが適

用されるものではなく、（2)の記載のとおりとなっております。 

 次に、私立幼稚園経常費補助についてでございます。こちらも、基本的な配分方法は、
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前述の高等学校とほぼ同様の仕組みとなっておりますが、６ページのウの「評価係数」で

は、１点だけ、表中の「教育条件」の中の「１学級当たりの園児数」の項目が、他の学種

よりも配点が５点高く10点となっております。これは、幼稚園設置基準に基づきまして、

教育条件の向上を目指して評価を強めているものでございます。 

 また、７ページ（2)の「特別補助」では、幼児教育に関する知識・方法を年間を通じて

無料で地域住民のために提供している場合に補助するアの「地域教育事業補助」やウの

「３才児就園促進補助」、さらにエの「預かり保育事業補助」が、高・中・小学校と異な

る点でございます。 

 以上が現状の配分方針の全体像でございます。 

 次に、これらのうち今回お諮りする変更点につきましてご説明させていただきます。こ

れにつきましては、資料３「平成17年度私立学校経常費補助金配分方針（変更点）」をご

覧いただきたいと思います。 

 まず、「特別補助」では、１の情報化推進補助の廃止と、２の生徒等の安全対策推進補

助の新設の２点を考えております。初めに、１の情報化推進補助の廃止についてでござい

ます。これは、平成13年度、14年度に、経常費とは別枠の補助で集中整備を行いまして、

平成15年度からは、この経常費の中で、教育用コンピュータ等のレンタルリースを対象と

した特別補助を実施してきたものでございます。その結果、買い取りを含めた教育用コン

ピュータの整備がほぼ全校に達しまして、普及促進という特別補助の当初の目的を果たし

つつございますので、一定の経過措置を設けた上で平成20年度に廃止することとし、これ

以後は、本来の経常的経費として一般補助の中で見ていくこととしたいと考えております。 

 次に、２の生徒等の安全対策推進補助の新設でございます。これは、近年の学校を取り

巻く状況、すなわち、平成13年６月に起きました大阪教育大付属池田小学校での事件以降、

本年２月には寝屋川中央小学校の事件が起きている状況を踏まえまして、学校での安全対

策をさらに強化していくための方策として盛り込んだものでございます。これまで都では、

学校の安全対策として、平成13年度の、いわゆる「学校１１０番」、非常通報装置の整備

費補助を皮切りにいたしまして、平成15年度からは、私立学校安全対策促進事業費補助に

よります防災対策とともに、防犯カメラや門、フェンスなどのハード面の整備を中心に進

めてまいりました。 

 しかし、この３月にまとめられました文部科学省の報告では、各学校や設置者が、同省

がまとめました危機管理マニュアルに加えて、報告書を参考にして、学校安全のための方
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策について再点検し、実効性がある安全管理の取組みを推進していくことが望まれるとさ

れております。このため、今後は、こうしたハード面とあわせまして、ソフト面において

も対応強化を促進する必要があると考えております。 

 そこで、校内体制の整備などソフト面での対策を一層推進する観点から、高・中・小学

校につきましては、ここに記載のとおり、①の学校安全対策マニュアルの策定を行った上

で、②の教職員の安全対応能力の向上の取組みとしての防犯研修・訓練等、また、③の生

徒等の安全対応能力の向上の取組みとしての防犯教育・訓練等をあわせて実施する学校に

対して補助を行い、その促進を図ろうとするものでございます。 

 なお、幼稚園につきましては、園児の訓練は実態上困難ですので、このうちの①と②の

実施を対象といたします。 

 今後の手順といたしましては、今年度から各学校での取組みをさらに進めていただき、

その実績に対しまして、翌年度に補助をするという考え方で、順次、18年度以降、補助を

実施してまいりたいと考えております。 

 特別補助に関しましては、以上２点が変更点でございますので、ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 次に、一般補助に係る変更点ですが、同じペーパーの３の定時制高等学校に対する評価

制度の適用と、４の学校法人化志向幼稚園に対する評価制度の適用の２点を考えておりま

す。 

 まず、３の定時制高等学校に対する評価制度の適用につきまして、定時制高校は、全日

制高校と異なり、これまで評価制度の適用をしていませんでしたが、教育条件の維持・向

上等に向けて誘導していく観点から、平成17年度を周知期間とした上で平成18年度から評

価を実施していこうと考えております。評価項目につきましても、２枚目にありますよう

に、全日制高校と同じく保護者負担３項目、教育条件３項目、財務状況２項目のすべての

項目にわたり評価を適用いたします。 

 また、前に戻りまして、４の学校法人化志向幼稚園に対する評価制度の適用ですが、現

在、個人立等の幼稚園の学校法人化を促進するため、計画的に学校法人化に取り組む幼稚

園を学校法人化志向幼稚園として知事が認定いたしまして、この経常費補助の中で補助標

準額の７割相当額を補助することとしております。この学校法人化志向幼稚園につきまし

ても、これまで学校法人化を優先させる立場から、評価制度の適用をしていませんでした

けれども、やはり教育条件の維持・向上等に向けて誘導していく観点も必要であることか
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ら、平成17年度を周知期間とした上で、平成18年度から評価を実施していきたいと考えて

おります。 

 ただし、資料の３枚目にありますように、学校法人化志向幼稚園が経常費補助の対象と

なる初年度につきましては、学校法人会計基準に基づく前年度決算が存在しませんので、

財務状況の評価を除いて初年度は実施し、２年目以降からは学校法人立幼稚園と同じ全項

目で評価を実施することとしたいと考えております。 

 以上、大変多岐にわたり駆け足でのご説明となりましたが、ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○木宮会長 説明は終わりました。ご意見、ご質問等がございましたら、ご発言をお願い

します。 

 どうぞ。 

○和田委員 際立って、変更点は大変評価したいと思っております。とりわけ、特別補助

の中で、廃止、新規という、時代の推移をしっかり見据えた廃止あるいは新規の生徒等の

安全対策推進補助ということで、機敏な方針が出されていると思います。 

 一般補助につきましても、定時制や学校法人化志向幼稚園という、ともすると忘れられ

がちなところにも光を当てて、１年間の周知期間がありますけれども、平成18年度からは

これを動かしていこうということで、近来になく、特別補助と一般補助の廃止あるいは新

設ということは、大変目覚ましい方針の転換であると評価したいと思っております。 

 それに関連してですが、さきに出ましたこの審議会の資料２の３ページにかかわること

でございます。たまたま定時制高校については、平成17年度を周知期間、平成18年度から

評価を実施していこうということですけれども、全日制と同じような形にしますよという

ことになると。それに関連してお伺いしたいと思っていることは、この評価表で、各評価

項目ごとに配点が15点とか５点とか出ています。本務教員１人当たりの生徒数の項目が

「教育条件」の中にありますけれども、この教員の雇用形態は、常勤であったり、非常勤

であったり、あるいは、兼務であったり、派遣であったりして、実際的に学校の中にはそ

ういう方々がいるだろうと思います。本務教員として週に５日以上勤務しているかといっ

た実態を、どのように当局は把握しているのでしょうか。 

○私学振興課長 教育の実態把握ということですが、毎年度、経常費補助金の交付を希望

する学校法人から、助成金調査表というものを提出させておりまして、その中で、本務教

員につきましては、氏名、年齢、出勤日数、担当科目及び時間数、私立学校教職員共済組
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合の加入状況などを記載させております。この調査表の受付に当たりましては、毎年、６

月に各学校から直接ヒアリングを職員が行っておりまして、その内容の確認を行っており

ます。 

 以上でございます。 

○和田委員 今、板垣課長からお答えいただいた、私立学校教育助成金調査表、いわゆる

Ｂ表と言われるものは、確かに43ページにものぼる細かな記載をするような様式になって

います。それだけに、今のご答弁は正確さをきちんと裏づけたと思ってはいるのですが、

今日、人材派遣業法というものができまして、これが教育にも適用されることになりまし

た。平成11年12月に改正されて、教員も人材派遣法による派遣ができることになりました。

その際に、私どもが心配するのは、労働者派遣事業とか請負とか、労働関係の話になりま

すが、労働者派遣事業と請負は全く違うと聞いています。その辺は把握されていますか。 

○私学振興課長 労働者派遣事業につきましては、今、委員がお話しのように、派遣法の

改正がありまして、教育事業にも適用がなされることになっておりますが、教員の業務を

請負でやることにつきましては、学校側とその業務を行う先生との間の雇用関係もありま

せんし、指揮命令系統もなくなってしまうということで、これについては派遣法と紛らわ

しいということもありまして、指導の対象になってございます。 

○和田委員 教育の世界で「請負」という言葉がなじむとは思わなくて、どちらかという

と、建設とか、そういうところの用語だと思います。しかし、人材派遣業法の中では、請

負とか、今出てきている、労働者派遣事業とうたってあるわけでありまして、やろうと思

えば、こういう人材派遣もできることになった。ただ、好ましいかどうかはまた別ですが、

そのようになっています。 

 ただ、私学の公教育分野における貢献度は高いわけですから、それなりに先生方の社会

的な評価なり地位といいましょうか、そういうものをどんどん高めていかなければならな

い。環境や待遇も高めていって、教職員が、ある意味で社会の一つの地位として評価され

るところまで高めていくことも、この助成審議会の大きな要素の一端だろうと思っており

ました。その意味で、請負であるとか何とかいう言葉が教育の世界からは出てこないよう

な状況を、ぜひ求めていきたいと思っております。 

 派遣法に基づいて教員を派遣する場合、補助金の配分方法にどのような影響があるので

しょうか。 

○私学振興課長 派遣法に基づきます教員の配置につきましては、我々が求めている補助
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対象教員の要件からご説明いたしますと、まず学校法人と雇用関係があること、また、当

該学校法人から給与を受けていること、そして、私立学校教職員共済組合に加入している

こと等が要件となっております。その点、人材派遣による教員の場合は、あくまでも派遣

会社との間の雇用関係になりますので、この補助金の対象教職員の中からは外しておりま

す。対象としておりません。 

○和田委員 教職員の方の社会的、経済的な地位の確保という点からも、さっきの質問と

重複しますけれども、教職員の共済組合に加入しているという重要な押さえどころを、こ

れからもしっかり確認していただきたいと思っておりますので、ぜひ、強くそういう自覚

を持ってご指導いただきたいと思います。 

 それから、先ほどの評価表の中ですけれども、学則定員に対する実員とか現員とかいう

こともありまして、実際、もう少子化の時代になってきて、学則定員は今40名ぐらいでし

ょうか、そういうことが実態にかなっているのかどうか。やはりこれは、募集人員とか、

生きている形の数に合わせていくべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○私学振興課長 生徒の適正規模をどのように考えるかという問題は、非常に難しい問題

でございまして、それぞれの学校の教育条件もさまざまですので一概には言えませんけれ

ども、少なくとも、一定の教育水準を維持するために、施設規模等から定められた学則定

員は遵守すべきものと考えております。今ご指摘いただいたように、学則定員に対する現

員の割合というものを評価項目に設けておりますのは、定員を超過して生徒を収容してい

る学校がある場合、補助金を減額するということで過剰収容を是正し、教育条件を向上さ

せていこうとするものでございます。したがいまして、この補助金で対象となる生徒数も、

学則定員内の実員で捉えることにしております。定員を超える部分につきましては補助の

対象外とし、定員の中であれば、実態に即して実員に対して補助をしていく。先生がおっ

しゃったような形になっております。 

○和田委員 最後にまとめたいと思うのですが、先ほど申し上げたとおり、平成17年度の

配分方針の変更点が４点ありました。２点については平成18年度からということもありま

すけれども、これは近来にない果断な一つの変更だろうと評価いたします。 

 最後に要望ですが、平成17年度の予算で見ましても、27億8,000万円余の私立高等学校

等授業料軽減補助が載っていました。これは、家計の急変ということがあったりして、昨

今、生活が苦しい方が多い中で、私学にさらにもっと有意義な人材を集めるという意味で

は、この授業料補助などはもっと手厚くやってくれていいのではないかと。今年度はとも
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かくとして、実際上、平成17年度は0.5％ぐらい減額になっておりますので、それだけで

はなくて、中身も充実して、私立学校に子弟が通いやすいような状況をぜひつくっていた

だきたいと申し上げて、終わります。 

○木宮会長 どうぞ。 

○橋本委員 座ったままで失礼します。 

 生徒等の安全対策推進に関することの要望や、先ほど吉田先生からも危機管理の問題等

のご要望がありました。きょうは、理事長先生方もたくさんお見えですが、本当は、池田

小や寝屋川小の悲しい事件が起きまして、本年度からすぐにやっていただきたいところで

あろうかと思います。そういう意味で、耐震補強工事の費用ですけれども、その中から危

機管理対策として認めてほしいとおっしゃるのは当然のことであると思います。 

 補助を実施する要件の項目が①、②、③とありますが、学校安全対策マニュアルの策定

によって、国から示された以上、マニュアルについても学校で十分にお考えになって、特

徴はどういうものがあるのか。これは、高校生、中学生が対象と、小学校や幼稚園が対象

と違うと思いますので、どのようなものがあるのか教えていただきたいと思います。教職

員の安全対応能力の向上として、防犯研修・訓練とはどのようなものがあるのか。これほ

どの体制をするからには、先生が、私どもの学校では絶対に不幸な事件を起こしたくない

と十分に思っていらっしゃるわけです。そういう意味で、これが生かされていかなければ

いけないし、絶対にあってはならない事故・事件であると思っております。その辺、いか

がでしょうか。 

○私学振興課長 文部科学省のほうでは、既にプロジェクトチームが報告を出しておりま

す。その報告も踏まえて、危機管理マニュアル等が提示されております。ちょっと煩瑣に

なりますので詳細は割愛しますが、登下校時の安全確保や、始業前、授業中、休憩時間、

放課後、校外学習等、さまざま細かく触れておりまして、それを参考に各学校でも取り組

む方向になってございます。 

 また、研修の内容につきましても、それぞれの学校の中で対応していくわけですけれど

も、幼稚園から高校までそれぞれ、誘拐や性犯罪の防ぎ方から始まって、犯罪被害や危険

に対する現状認識をお知らせしたり、あるいは、助けの求め方であるとか、非常に細かく、

このような防犯教育をやりなさいというまとめが出されていますので、それに基づいて各

学校で取り組んでいただきたいと考えております。 

 なお、その訓練の形につきましては、例えば刺股であるとか、ネットランチャーである
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とか、盾であるとか、催涙スプレー、いろいろな器具も訓練用具として備えながら、そし

て訓練していただくようになると思いますので、できるだけ実践的な形で、その安全対応

能力を増進させていただければありがたいことだと思っております。 

○鬼丸委員 それに関連して、よろしいでしょうか。 

○木宮会長 どうぞ。 

○鬼丸委員 今の危機管理の件ですけれども、まず、今回、特別補助としてご提案がある

ようですけれども、この補助額はどのくらいを考えていらっしゃるのか。それから、その

根拠として、どういうその金額になったかをまず教えていただきたいと思います。 

 それからもう１点は、翌年からの補助だというお話ですけれども、翌年からの補助をす

るための実績の評価はどのようになさってその補助をするのか。その点をお聞かせいただ

きたいと思います。 

○私学振興課長 まず、補助額の関係ですけれども、大前提といたしまして、この経常費

補助の中の特別補助と申しますのは、実際にかかる経費の何分の１とかいう考え方ではあ

りませんで、促進すべき取組みに対して、プラス評価を行うために、本来、標準的運営費

として配分すべき額の一部を財源として、一定額を報奨的に上乗せするという考え方に立

っております。 

 このため、補助額については、今精査中ですけれども、積算に当たりましては、類似の

取組みとして、東京都教育委員会が「セーフティ教室」という名称で、平成16年度から試

行的に実施しているものがございます。ここでのマニュアル等の作成経費、あるいは、研

修訓練における指導者への報償費などの積算を参考にしたほか、また、訓練用具として、

先ほど申し上げましたように、刺股であるとかネットランチャーといった具体的な用具を

使って訓練することなども勘案いたしますと、促進効果を期待できる補助額としては、幼

稚園で20万円程度、小・中・高等学校で40万円程度になるのではないかと考えております。 

 それから、補助要件というか、どのように実績を捉えるのかということですけれども、

安全対策の取組みにつきましては、各学校の規模あるいは施設構造、周辺環境など、種々

の実情によって独自の対応になることから、画一的な要件設定は難しいだろうと考えてお

ります。このため、小・中・高につきましては記載の①から③まで、あるいは、幼稚園に

ついては①、②を満たすことが基本となりますけれども、①につきましては、何らかの形

で学校安全マニュアルが存在していることを要件としたいと思います。また、②、③につ

きましては、補助金申請年度の前年度にそれぞれ少なくとも年に１回以上、防犯に関する
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研修訓練、教育等の取組みが行われていることを必須要件としたいと考えております。 

 なお、その際の実施形態は、単独実施ではなくても、防災訓練など他の取組みとあわせ

て効率的に行う場合など、実質的な取組みの事実が確認できれば足りるものと考えており

ます。 

 なお、実施の確認につきましては、先ほどありましたけれども、補助金交付年度の調査

表受付時に、安全マニュアルの原本、あるいは、その訓練等の事実が確認できる資料等を

持参していただくことで考えております。 

 以上でございます。 

○橋本委員 委員が委員に質問してはいけないと思いますが、親しい吉田先生に質問しま

す。先生のほうの学校では、今年はどんなことをやろうと考えておられるのか、先ほども

ご質問がありましたけれども、耐震補強工事と並んで、危機管理についてもどのようにや

りたいと思われているのでしょうか。 

 もう一つは、実績に基づく基準を今申し上げましたけれども、私学部のほうでできるだ

け現場に赴いて、実態を掌握していただいて、さらに、二度と起こさないという観点から、

どのようなことがマニュアルには書いたらいいのかということも、ぜひ指導していただき

たいと思います。 

○吉田（晋）委員 実際問題といたしまして、危機管理その他につきましては、私立学校

はそれぞれの学校の独自性があると思いますが、数年前から、もう既にいろいろ動きが出

ていると思います。私どもの学園で言えば、やはり危機管理マニュアル的な要素としては、

それぞれのケースに分けて、例えば校外学習に連れていったときに、生徒に何か事故があ

った場合にどのようにしていくかとか、そのときの報告から何からの伝達、父兄との連絡、

そういったものについてのマニュアル的な要素のものはつくっております。 

 あと、実際に学校現場で、今年やる、やらないの問題で、例えば、通常、今は防災訓練

が行われております。これは、９月１日の防災の日ももちろんそうですけれども、それ以

外にも年間に何回か避難訓練みたいなことはやっています。もし、寝屋川のような変な人

が入ってきた場合にどうするかといったことも想定した場合に、どこからどこまでの生徒

はどのように逃げるとか、そういった感覚といいますか。 

 それから、うちなどの場合ですと、今一つ考えておりますのは、防火扉がありまして、

災害時に自然に閉まる扉ですけれども、そういうもので孤立させることまで含めて、いろ

いろな手立てを、今、教員たちのアイデアで考えて、それをマニュアル化していこうと。 
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 そして、それに伴って生徒たちの動き、安全確認。やはり、毎日毎日のその時その時で

すけれども、今、学校自体がいろいろな意味で多様化しておりまして、例えば、授業も午

後からは選択授業が増えてきております。これ一つをとりましても、学校というのは非常

に問題がありまして、通常のホームルーム運営ではなくて、選択しているものですから、

５時間目にいた子が６時間目にはそこにいなくてほかに行っているということがあります。

そうすると、ここにおいて、この出席を取ることだけでも、実は大変な責任があります。

例えばの話、そこでサボられたらわからないということもあります。 

 ですから、そういう意味では、そういう出席の取り方から、そういう常日ごろのことか

ら、生徒の安全管理というか、生徒の存在をしっかりと管理すること、そのためのことで

ずうっと進んできておりますので、そういった危機管理の安全対策マニュアルという部分

においても、文科省等が示しているものとはまた違った意味で出てくるのではないかと思

います。 

 それと、教職員一人ひとりの意識づけの問題が一番大きいと思っておりますので、その

辺のところで、うちですと、全教職員が校内ＰＨＳを持っていまして、何かあったらすべ

てＰＨＳで連絡するとか、そこまでやっておりますけれども、今、みんないろいろな対策

を進めている最中だと思っております。 

 よろしいでしょうか。 

○橋本委員 ありがとうございました。 

○木宮会長 ご質問等がございますか。 

 それでは、大体ご意見等も出尽くしたように思われますので、当審議会としての意見を

とりまとめたいと存じます。 

 学校現場の実態までも踏み込んで質疑をいただきまして、ありがとうございました。議

論の過程から、大筋に見て理解をいただけたと思いますので、諮問どおり配分して差し支

えないということで答申したいと思いますが、よろしゅうございますか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○木宮会長 ありがとうございます。それでは、知事の諮問のとおり配分することが適当

であるということで答申いたしたいと存じます。 

 事務局に答申書の作成をお願いしたいと思います。 

○私学振興課長 少々お待ちください。 

                 （答申書作成） 
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○木宮会長 それでは、先ほどご審議いただきました知事からの諮問事項に対します答申

書を、私からお渡しすることにいたしたいと存じます。 

 平成17年度私立学校経常費補助金の配分について（答申）。平成17年５月13日付け17生

文私振第171号により諮問のあった平成17年度私立学校経常費補助金の配分について、下

記のとおり答申する。 

 記。知事の諮問のとおり配分することが適当である。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○生活文化局長 どうもありがとうございました。 

                 （答申書手交） 

○木宮会長 ここで、生活文化局長からご挨拶がございます。 

○生活文化局長 本日は、木宮会長をはじめ委員の皆様方には、極めてお忙しい中、長時

間にわたるご審議を賜りまして、誠にありがとうございました。 

 平成17年度の私立学校経常費補助金につきましては、ただいまいただきました答申を尊

重しますとともに、また、ご審議の中で非常に貴重な意見をたくさんいただきました。こ

ういったものを踏まえまして、私立学校教育の振興に向けて、効果的かつ効率的な執行に

努めてまいる所存でございます。 

 委員の皆様方には、今後とも東京都の私学行政に対しまして格別のご協力を賜りますよ

うお願い申し上げまして、挨拶にかえさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○木宮会長 どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の審議はすべて終了いたしました。委員の皆様方には、長時間

にわたりご審議をいただきまして、誠にありがとうございました。お疲れさまでございま

した。 

                午前11時25分閉会 


