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平成１９年５月２５日 

平成１９年度第１回東京都私立学校助成審議会 

 

午前１０時００分 開  会 

 

【会長】 定刻になりましたので、ただいまから平成１９年度第１回の東京都私立学校助

成審議会を開会いたします。 

 私は、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

事項について審議し、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ござ

います。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。 

 開会に当たりまして、傍聴人の皆様に申し上げます。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をいたします。 

 それでは、まず当審議会の開会要件でございます定足数について、事務局よりご報告を

お願いいたします。 

【新行内私学部長】 私学部長の新行内でございます。 

 定足数についてご報告申し上げます。本日は、１５名の委員のうち１２名の委員の方に

出席していただいております。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

いたします。 

【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のご紹介を事務局から

お願いをいたします。また、あわせて、都側の出席者につきましてもご紹介をお願いいた

します。 

【新行内私学部長】 それでは、委員の方々をご紹介させていただきます。 

 改めてご紹介いたします。会長で財団法人東京都弘済会理事長の木宮進委員でございま

す。 

【会長】 よろしくお願いします。 
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【新行内私学部長】 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。 

【近藤会長代理】 よろしくお願いいたします。 

【新行内私学部長】 都議会議員の服部ゆくお議員でございます。 

【服部委員】 よろしくお願いします。 

【新行内私学部長】 都議会議員の村上英子委員でございます。 

【村上委員】 おはようございます。お願いいたします。 

【新行内私学部長】 都議会議員の増子博樹委員でございます。 

【増子委員】 どうぞよろしくお願いします。 

【新行内私学部長】 都議会議員の高倉良生委員でございます。 

【高倉委員】 よろしくお願いいたします。 

【新行内私学部長】 都議会議員のたぞえ民夫委員でございます。 

【たぞえ委員】 よろしくお願いいたします。 

【新行内私学部長】 東京女学館大学学長の天野正子委員でございます。 

【天野委員】 よろしくお願いいたします。 

【新行内私学部長】 弁護士の鬼丸かおる委員でございます。 

【鬼丸委員】 よろしくお願いいたします。 

【新行内私学部長】 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。 

【吉田委員】 よろしくお願いします。 

【新行内私学部長】 学校法人東京成徳大学中学・高等学校校長の木内秀樹委員でござい

ます。 

【木内委員】 よろしくお願いいたします。 

【新行内私学部長】 学校法人みなと幼稚園理事長の北條泰雅委員でございます。 

【北條委員】 よろしくお願いいたします。 

【新行内私学部長】 なお、明治大学教授の西野萬里委員、日本経済新聞社論説委員の柴

崎信三委員、そして学校法人啓明学園理事長の平野吉三委員は、本日都合により欠席され

ております。 

 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、都側の出席者を紹介させていただきます。なお、生活文化局は都の組織改

正によりまして、本年平成１９年４月１日から生活文化スポーツ局となりましたので、よ

ろしくお願いいたします。 
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 まず、渡辺生活文化スポーツ局長でございます。 

【渡辺生活文化スポーツ局長】 よろしくお願いいたします。 

【新行内私学部長】 白石私学振興課長でございます。 

【白石私学振興課長】 よろしくお願いします。 

【新行内私学部長】 鳥田私学行政課長でございます。 

【鳥田私学行政課長】（立礼） 

【新行内私学部長】 伊藤指導担当課長でございます。 

【伊藤指導担当課長】（立礼） 

【新行内私学部長】 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【会長】 ありがとうございました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 ここで、渡辺生活文化スポーツ局長からごあいさつがございます。 

【渡辺生活文化スポーツ局長】 生活文化スポーツ局長の渡辺でございます。 

 先ほど新行内私学部長から、４月１日からスポーツ振興部門を組織改正で新たに担当す

るようになって、生活文化スポーツ局という大変長い名前になりました。どうかよろしく

お願いいたします。 

 東京都の私立学校助成審議会の開催に際しまして、一言ごあいさつ申し上げたいと存じ

ます。 

 委員の皆様方には、足元の悪い中、ご多用中にもかかわらず、当審議会にご出席を賜り

まして、まことにありがとうございます。また、日ごろから東京都の私学行政に格段のご

理解とご協力を賜り、大変ありがとうございます。 

 皆様ご案内のとおり、非常に社会の変化が著しいスピードで進んでおりまして、あらゆ

る分野で改革・変革が進んでおりますが、教育の分野におきましても、今日求められる教

育の目的や理念、実施に関する基本等を確立するために教育基本法が昨年改正されました。

この中では、私立学校の重要な役割ということを改めて認識し、その自主性を尊重しつつ、

国及び地方公共団体が私学教育の振興に努めるべきであるという規定が新たに設けられま

した。まことに当然のことで、今ごろという感じもしますけれども、教育基本法にこうい

う規定が設けられたことは、私どもにとっても大変意義深いことだと考えております。 

 また、昨年の１０月には「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律」が施行されまして、いわゆるこども園でございますが、保護者の就労の有

無にかかわらず、小学校就学前の子供の教育、保育及び地域における子育て支援を一体的
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に提供するいわゆる認定こども園制度がスタートいたしました。東京都におきましても、

４月１日現在で３園を認定し、こども園が新たに発足したところでございます。これから

の発展を大いに期待したいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、さまざまな事件といいますか、あるいは変化というものが教育現場でも起こって

おりまして、昨年からいじめ問題、あるいは未履修の問題、あるいは、今年になりまして

はしかと。そういうようなことで、いろんなことが次から次に出てきております。 

 私どもは社会を構成する一員として、次代を担う児童生徒が将来の社会の構成員として

立派に育っていくこと。そして社会の構成員としての規範意識、社会性、命を大切にし他

人を思いやる心を身につけて、豊かな人間性をはぐくんでいくために成長していくと。そ

れを教育において支えていくということが大変重要だと考えております。そういう中で、

特にさまざまな体験活動を行うことが極めて有意義であると考えておりますので、こうい

うことを踏まえまして、本日の審議会の中でも体験学習等、特色のある教育の取り組みに

ついてお諮りをするということになっております。どうかよろしくお願いをいたします。 

 言うまでもありませんけれども、私学の役割は非常に大きなものがございます。さまざ

まな試み、あるいは独自な工夫をしていただいて、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。公教育を担う私立学校のさらなる発展に向けた取り組み

に期待をさせていただき、東京都としても私立学校の自主性を尊重しながら、その振興に

努めていきたいと考えております。 

 本日は、私立学校の振興施策の基幹となります平成１９年度の経常費補助金の配分方針

についてご審議いただくという大変重要な審議会でございます。その上で答申を承りたい

と思っております。 

 委員の皆様方には、ぜひとも活発なご意見、ご審議いただきますようお願い申し上げま

してあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

【会長】 どうもありがとうございました。 

 続きまして、当審議会に対しまして、知事から「平成１９年度私立学校経常費補助金の

配分方針について」という諮問がございます。渡辺生活文化スポーツ局長、よろしくお願

い申し上げます。 

【渡辺生活文化スポーツ局長】 平成１９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。 
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平成１９年５月２５日 

東京都知事 石原慎太郎 

 

（生活文化スポーツ局長から会長に諮問文を手渡す） 

【会長】 ただいま渡辺局長から、知事からの諮問文をいただきました。 

 これより議事に入らせていただきます。 

 まず最初に報告事項でございます。「平成１８年度私立学校助成予算の執行状況につい

て」及び「平成１９年度私立学校助成予算について」、この２件の報告事項を一括して事

務局よりご報告をいただき、それについての質疑をお願いしたいというふうに思います。 

 それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

【白石私学振興課長】 まことに恐れ入りますが、着席して説明させていただくことをお

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。資料２が「平成１９年度東京都私立学校助成審議会」という表題

の白い冊子。資料３がＡ４版１枚の「平成１９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定関係の

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１９（２００７）年－」

という肌色の冊子でございます。以上のご確認をお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、平成１８年度私立学校助成予算の執行状況について、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１８年度私立学校助成予算の執行状況でございます。 

 平成１８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、表側の一番左側にご

ざいますように、おおむねその成果ごとに経常費補助、保護者負担軽減、団体補助等とい

う３つの区分で２ページにわたり記載しております。 

 表題にありますとおり、それぞれ当初予算額、使途変更額、予算現額、執行額、残額、

執行率の順に数値を記載してございますが、まだ正式に確定した数値ではないことをご了

承願います。 

 まず８ページの上半分に記載の経常費補助は、私学助成全体のおよそ８４％を占める基

幹的補助でございます。ナンバー１から６までの小計欄にありますように、予算額は1,０
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５５億1,５００万余円。執行率は表の一番右のＣ分のＤ欄にありますように、９９.９％

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・小学校・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、中学から高校に２億1,９００万円。

小学校から高校及び幼稚園に計１億３,６００万円が使途変更されております。この小・

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ふえたこと。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ふえたことなどがご

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・養護学校については、対象園児の実績増に対応するため、実績減に

より執行残となっておりました６番の私立通信制高等学校経常費補助から２,２００万余

円を使途変更いたしました。 

 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。

一番下の小計欄にございますように、予算額が７７億６,５００万余円で、使途変更は行

っておりません。執行率は９３.０％でございます。 

 ９ページをごらんください。表側の区分欄に団体補助等としてございますが、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補助を一覧にしてございます。１３番か

ら２９番まで１７項目ございまして、予算額は９ページ下から２段目の小計欄に記載され

ておりますとおり、１１７億７,２００万余円となっております。執行率は９６.１％でご

ざいます。 

 このうちの一番上の１３番の幼稚園教育振興事業費補助の執行残は実績の減によるもの

でございますが、関連の１４番の幼稚園障害児教育事業費補助の実績増に対応するため所

要額を使途変更いたしました。 

 また、１８番の産業・理科教育施設設備整備費補助の実績増には、２８番の私立高等学

校都内生就学促進補助からの使途変更で対応しております。 

 さらに、全国的な社会問題となりましたアスベストの除去工事に要する経費の一部を補

助いたします２６番の私立学校施設環境整備事業費補助につきましては、予算額を上回る

申請がございました。こちらにつきましては、耐震補強工事等に対する経費の一部を補助
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する２５番の私立学校安全対策促進事業費補助の実績減から使途変更し対応いたしました。 

 以上、平成１８年度の私立学校助成予算の執行状況につきましては、一部やむを得ない

事情により執行率が低いものもございますけれども、総体といたしましては、執行率９９.

１％ということで、結果的にはほぼ満額に近い執行となっていると言うことができるかと

思います。 

 続きまして、報告事項のイ、平成１９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

経常費補助金につきましては、先ほども触れましたように、私学助成の大宗を占めますこ

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となってい

るものでございます。 

 １番の私立高等学校経常費補助から３番の私立小学校経常費補助までは、基本的に公立

学校の決算値を基礎に学校で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公立教員に適用されて

いる給料表をもとに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。 

 表の中段にございますように、高・中・小・幼稚園の合計予算額は1,０７０億２,６０

０万余円で、前年度対比で２.２％、約１３億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

の基礎数値がふえたことなどもその増加要因となっております。 

 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ございます

が、ここでは９番の私立高等学校等特別奨学金補助と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。 

 予算額は最下段の小計欄にございますように、７９億６,６００万余円で、対前年比２.
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６％、約２億円の増となっております。これは表の中ほどにあります９番の私立高等学校

等特別奨学金補助における補助単価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思います。団体補助等でございます。 

 １３番から次のページの３０番まで計１８事業で、１３ページの下段の小計欄にありま

すとおり、合計で１３４億９,５００万余円。対前年度予算と比較しまして１４.６％、１

７億２,２００万余円の増となっております。 

 このうち１２ページの１３番、私立幼稚園教育振興事業費補助は、個人立等の幼稚園に

対する補助事業でございます。第２次財政再建推進プランを受けまして、５年間の経過措

置を設けた上で補助単価を段階的に削減することとなっておりますが、平成１７年度予算

において講じた激変緩和措置を、平成１９年度予算においても継続したことによりまして、

対前年度比３.２％、８,７００万円の減にとどまっております。 

 次の１７番、私立専修学校教育環境整備費補助は、私立専修・各種学校に対する補助で

ございますが、平成１９年度に新たに耐震補強工事やＡＥＤ（自動体外式除細動器）の購

入等に対する補助を予算化したため、前年度予算に対しまして１１億７,５００万円の増

となっております。 

 １３ページをご覧いただきたいと存じます。２５番の私立学校安全対策促進事業費補助

でございます。これは１５年度、１６年度の時限で措置された事業でありますが、なお、

耐震補強などのニーズが高いということで、１７年度においても１年間延長して事業を実

施してまいりました。しかし、都内の私立学校の耐震化率は６割強でありまして、平成１

８年１月に施行された改正耐震改修促進法において定められた耐震化率９割という目標に

はいまだ及ばないということから、１８年度におきましても耐震補強工事への補助を継続

しまして、１９年度も引き続き予算を措置しております。 

 なお、平成１９年度は新たに個人立等の幼稚園の補助を可能にするなど、耐震補強工事

の補助対象を拡大するとともに、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の購入等に対する予算を

この中で予算化したため、対前年度比４1.４％、２億９,０００万円の増となっておりま

す。 

 また次の２６番の私立学校施設環境整備事業費補助でございますが、平成１７年度補正

予算において新設したアスベスト対策について、緊急かつ集中的に実施する必要があるた

め、１９年度予算においても予算措置を行い、引き続き事業を実施しております。 

 次の２７番、私立幼稚園預かり保育推進補助でございますが、これは保育園児の多様化
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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まして、その経費の一部

を補助するものでございます。実施規模の増に対応しまして、予算額は対前年度比で２,

５００万余円の増となっております。 

 ３０番の認定こども園運営費等補助は、平成１９年の新規事項となります。待機児童が

多い都においては、幼稚園が保育機能を持つ認定こども園となりまして、保育に欠ける子

供を受け入れることに対する都民の期待は大きいものがあります。このため、認定こども

園として機能を十分に果たし得るよう、従来の幼稚園に対する補助制度とは別に、保育機

能に要する運営費や開設のための整備に要する経費、それと子育て支援機能に要する経費

に対する補助等、新たな補助制度を創設いたしました。今後この私立幼稚園が円滑に認定

こども園となって都民の多用なニーズに応え、就学前の子供の健全な育成に資するよう努

めてまいります。 

 以上の経常費補助、保護者負担軽減及び団体補助等を合計しますと、１３ページの一番

下の合計欄にあるとおりでございまして、私学助成予算の合計は約1,２９３億円余で、１

８年度予算と比較して約４３億２２４万余円、３.４％の増となっております。 

 まことに雑駁でございますが、これで平成１８年度の執行状況と１９年度の予算措置の

状況についての報告を終わらせていただきます。 

【会長】 ありがとうございました。 

 報告は終わりました。ただいまの報告につきまして、ご質問等ございましたらご発言を

お願いいたします。 

【服部委員】 今回、先ほど局長からも冒頭ごあいさつもいただきましたけれども、ちょ

っと基本的なことについてお伺いをしたいと思うんですけれども、この私学助成について

ですが、都内の私立学校、これは今まで、社会あるいは都民の多様化する要請に応じて、

それぞれ建学の精神、これに基づいて個性豊かなさまざまな教育活動を行ってきたわけで

すね。現在私立学校に在学する児童生徒、これは高等学校で５割を超えておりますし、ま

た幼稚園では約９割を占めているのが現状だと思います。このように、東京の私立学校は

質及び量とともに、学校教育に対して極めて今まで重要な役割を果たしている、このよう

に私も認識をしております。 

 昨年ですが、１２月、念願の教育基本法が改正をされましたね。私立学校の項目が新た

に設けられたわけです。その中で、私立学校の有する公の性質及び学校教育に果たす重要

な役割にかんがみて、自主性を尊重しつつ、国・地方公共団体が私学助成などの振興に努
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めるべきと、このように定められています。しかしながら、私立学校を取り巻く環境とい

うのは、少子化の進行に伴い教育対象人口がだんだん減っているというような、依然とし

て厳しい状況にあるのも現状でございます。 

 こうした中で、我々自民党は、私立学校が公教育に果たしている重要性を考慮して、今

年度の予算に都議会の各会派とともに、ここにも、説明いただきました中にもありますが、

３２億５,０００万円の復活予算を計上することができたわけでございます。 

 今後とも私立学校は、独自の校風とその建学の精神に基づく個性的で魅力ある教育活動

を実践して先進的な役割を果たしていくことがさらに期待されていると、そのように私は

思いますが、私学振興に対する都のまず所見をお伺いいたします。 

【渡辺生活文化スポーツ局長】 服部委員のお話のように、私立学校の役割といいますか、

その存在といいますか、教育に果たしている機能というのは大変大きなものだと思います。

これは実績もそうですし、あるいは父母からの期待も極めて大きいというぐあいに考えて

おります。また教育内容につきましても、非常に高い評価と信頼を得ているというのが現

在の状況だと考えております。そういうことを反映したといいますか、そういうような期

待と実績、信頼を踏まえて、教育基本法の全部改正が行われて、その中に私立学校に関し

て自主性を尊重しつつ、私学助成などの振興に国及び地方公共団体は努めていくべきだと。

これは考えてみれば当たり前の規定でございますが、それが教育基本法に今まで規定され

ていなかったというのは、まことに変だなと思いますが、きちんと規定されたということ

は、私どもも大変意義深いものだという具合に考えております。そういう点で、委員の方

からのご指摘がございましたが、私立学校の役割というのは大変大きいという具合に私ど

も認識をしております。 

 今後とも、私立学校が独自の校風や理念を生かした教育を実践することによって、次の

世代を担う、次の社会を担う個性豊かな人材を育てることができるように、教育基本法の

改正の趣旨を踏まえまして私立学校の自主性を――これが大変重要なキーポイントだと思

いますが、自主性を尊重しながら、経常費補助などの各種の補助を私どももきちんと行政

的に確保し、経常費を基幹として時代のニーズに的確に対応しながら、私学振興の充実に

一層努めたいと思っております。どうかよろしくお願いいたします。 

【服部委員】 今、局長の答弁にありましたように、私学振興に対する大変積極的な姿勢

を評価しますと同時に、これからも私学助成については、そうした姿勢を堅持しながら大

いに頑張っていただきたい、そのように思います。 
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 以上です。 

【会長】 ありがとうございました。ほかにご質問。 

【増子委員】 増子でございます。私からは、特に幼稚園の園児保護者負担軽減事業費の

補助についてちょっとお聞きをしたいと思うのと、若干のご要望もさせていただきたいと

思っておりますが、少子化対策というか、子育て支援というか、そういう立場でも、子育

て世帯の経済的な負担の軽減を図っていくということが今非常に求められているというふ

うに考えております。その意味では、この私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助に

ついて、昨年度は２億５,０００万円程度の増額があったかなというふうに思っておりま

すが、来年度１９年度にかけては予算減というふうにここには出ていまして、先ほどそこ

の細かい説明がございませんでしたので、その原因など、要因などを教えていただければ

ありがたいと思います。 

【白石私学振興課長】 園児保護者負担軽減事業費補助につきましては、平成１８年度か

ら保護者負担の一層の軽減を図るために、幼稚園に二人以上同時に通園させる場合、いわ

ゆる同時在園と申しますが、第二子につきましては補助単価を増額するなど充実に努めて

おります。 

 平成１９年度予算総額につきましては、幼稚園児の数自体が年齢別の人口統計等で、昨

年度に比べ減少となる見込みとなったため総額減少となっておりますが、個々の保護者に

対する補助額が減少したり、支給対象とする保護者の要件が狭まるものではございません

ので、よろしくお願いいたします。 

【増子委員】 自然減という見込みだということでございますので、そこは理解をさせて

いただきたいと思います。 

 次に、国制度で就園奨励費がございます。補助単価が割り増しとなる同時在園第二子以

降のお子さんに対する考え方として、１９年度から上のお子さんが保育所もしくは認定こ

ども園にいる場合でも第二子扱いというふうになったということですけれど、都制度の中

ではどのような扱い方をされるんでしょうか。 

【白石私学振興課長】 今、委員ご指摘のとおり、国におきましては、認定こども園の発

足に伴いまして、平成１９年度から上の子が保育所、認定こども園にいる場合でも、私立

幼稚園に在籍する第二子扱いとしたところでございます。東京都におきましても、１９年

度から国と同様な扱いをしたところでございます。 

【増子委員】 わかりました。国同様の扱いをしていただいているということで、そこは
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評価させていただきたいと思いますが、幾つかちょっとご要望だけさせていただきたいと

思っておりますが、国制度との関係でいいますと、国の制度は１８年度から第一子条件を

小学校１年生にしたと。１９年度からはそれをさらに緩和して、上のお子さんが小学校２

年生でもいいよという制度になるということの中で、東京都はこれについてはまだ踏み込

んでいないということですので、少子化、あるいは子育て支援という観点で考えますと、

この辺の要件緩和を今後ご検討いただければありがたいのじゃないかなというふうに思い

ますし、そういう意味では、この１年ごとに要件を緩和している国の制度ですけれど、こ

としは１年生、来年は２年生というのはなかなか保護者にとってはわかりにくい制度でも

あろうかなと思うので、あるいは小学生とか、あるいは義務教育といったようなくくりで

できるのであればさらに結構だなというふうにも思いますので、その点ぜひご検討いただ

ければありがたいということと、それと、これも国制度ですと、第三子以降には割り増し

優遇――割り増し優遇というのか、用語がちょっと私もわかりませんが、第二子より第三

子の方が就園奨励費の支援の額が多いという制度になっておりますけれど、この点につい

ては都制度もここにはまだ踏み込んでいないというふうになっています。そういう意味で

は、第三子以降に対する優遇支援についても、少子化対策という大きな流れの中で出てき

た仕組みだとも思っていますので、都においても、当然国の中でも、合計特殊出生率が大

変低い――都道府県の中でも一番低いんでしょうか、わかりませんが――中では、ぜひ第

三子以降に対する対応を、今後ぜひご検討いただきますようにご要望して、私の質問を終

わらせていただきたいと思います。 

【高倉委員】 私からは、生徒の安全という面から質問させていただきたいと思いますが、

先ほどご説明がありましたＡＥＤ（自動体外式除細動器）、この設置についてであります

けれども、せんだってもボールを胸に受けて心肺停止状態になった、こういった児童が、

このＡＥＤを使った救急処置によって心肺を蘇生することができたと、こんなようなこと

もあったわけでありまして、このような事故に迅速に対応する。こうしたことで生徒の安

全性を高めていくということは大変大事なことであると思います。このＡＥＤを各学校に

設置をするということは大変大事な取り組みであると思いますけれども、今回予算化をし

たＡＥＤの設置に対する補助の対象の学種と補助の内容についてお伺いをしたいと思いま

す。 

【白石私学振興課長】 平成１９年度にＡＥＤ設置費用に対する補助を実施する学種につ

きましては、高等学校・中学校・小学校・特別支援学校及び専修学校・各種学校でござい
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ます。ちなみに高等学校・中学校・小学校及び特別支援学校につきましては、私立学校安

全対策促進事業費補助の中で１億７,０００万円を予算化しております。また、専修学

校・各種学校につきましては、私立専修学校教育環境整備費補助の中で２億２,３００万

余円を計上しております。補助の内容につきましては、ＡＥＤの購入費用を対象といたし

まして補助するものであり、財団法人東京都私学財団を通じて行うこととしております。

これによりまして、都内の私立学校には少なくとも１台のＡＥＤが設置されるものと考え

ております。 

【高倉委員】 今いろいろ説明がありましたＡＥＤでありますけれども、設置をするとい

うことと、あわせてその使い方を習熟をしているというような教職員の方がいなければ、

なかなかやはり事故のときにも迅速な対応が必ずしもできないということがあろうかと思

います。そうした意味で、このＡＥＤを設置するということと、まさにその使い方を習熟

をする、こういったことについてどのように考えていらっしゃるか、お伺いしたいと思い

ます。 

【白石私学振興課長】 昨年度の私立学校助成審議会、この場でお諮りしたんですが、今

年度より経常費補助金の特別補助の中に生徒等の安全対策推進補助というのがございます。

学校内で事故等に迅速に対応できる人材を育成するため、前年度にＡＥＤ等の機器を活用

した心肺蘇生法実技講習会というんですか。そういった講習会などの取り組みを実施した

学校に対しまして、実績を踏まえて補助することとしております。 

【高倉委員】 いずれにしましても、学校においてこの事故は起きないということが最善

であろうと思いますけれども、万一事故が起こってしまう場合に備えて、このＡＥＤを公

費によって設置をするということは大変大きな意義があることであると思います。ぜひと

もすべての私立学校においてこのＡＥＤ、今回の補助制度を活用して設置をされるように

強く要望しておきたいと思います。 

【たぞえ委員】 たぞえです。先日、福祉保健局が都民の生活実態基礎調査ということで

発表いたしましたが、世帯の年間収入が５００万円未満が過半数を超える。大変ショッキ

ングな報告でありました。現に私立高校生で特別奨学金補助を受けている生活保護世帯、

これが０４年度２２８人が、０６年には３８５人と、このように急増しているわけです。

こういう私学に通う子供たちが経済的に心配なく安心して学べる上でも、保護者負担軽減

の特別奨学金補助の充実が求められていると思います。そこで、こういう都民の生活実態

からして、１９年度授業料軽減事業はどう改善を図っていくのかお伺いしたいと思います。 
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【白石私学振興課長】 特別奨学金の補助のことと思います。平成１９年度予算におきま

しては、すべての区分に対しまして補助単価をおおむね１０％増額したところでございま

す。区分ごとに申し上げますと、生活保護世帯の補助単価を１６万４,０００円から１８

万円に１万６,０００円増額しております。また、住民税非課税均等割のみの世帯の補助

単価を１２万３,０００円から１３万５,０００円に１万２,０００円増額しております。

また、住民税が一定基準以下の世帯の補助単価につきまして、８万３,０００円から９万

１,０００円に８,０００円増額したところでございます。 

【たぞえ委員】 大変、増額ということで大いに歓迎をしたいし、ぜひご努力いただきた

いと思っていますが、しかし一方、私立高校の初年度納付金が平均８４万円で、都立の初

年度納付金が１２万円と。歴然と公私格差が大きく存在をしているわけです。高校の入試

で、経済的な理由から都立高校一本に絞るという受験生が大変ふえていて、そうした子供

はもし都立が落ちたら大変だと、入試の時期に大変不安定な状況にあります。そういう子

が私学に入学して、今度は学費のためにアルバイトをしなきゃいけないとか、払えないで

学校をやめなきゃいけない。こういう状況を一刻も早く改善をするためにも、生活保護世

帯や低所得者世帯への補助を現在の公私格差２分の１から１０分の１０に引き上げるなど、

ぜひ今後負担軽減の拡充にご努力いただきたいという意見を述べておきます。 

【会長】 ほかにご質問等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

【会長】 よろしいですか。 

 それでは、ただいまの報告事項の質疑につきまして、一応この質疑を終わらせていただ

きまして、次に審議事項に移らせていただきたいと存じます。 

 先ほど諮問がございました「平成１９年度私立学校経常費補助金の配分方針について」、

これを議題といたします。 

 事務局から内容について説明をお願いいたします。 

【白石私学振興課長】 それでは、諮問内容を説明させていただきます。 

 資料２の白い冊子の１ページ目をごらんいただきたいと思います。平成１９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。 
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 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示してございますが、

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、その合計額が各学校の

交付額となります。このうち、まず一般補助は各学校に共通した学校運営費を対象にした

ものでございまして、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

助目的を十分勘案いたしまして、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割までマイナスを掛けるという仕組

みとなっております。これにつきましては、後ほどまたご説明申し上げます。 

 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、各学校の取り組み

に応じて交付いたしますので、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６項目の

事項について実績に即して配分していくこととしております。 

 なお、下線部分につきましては今回変更する部分であり、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式につきましてざっとご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、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ございますが、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。 

 まず第１の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となっております。なお、

ここでいう標準教職員数とは、いわゆる高校標準法をいいまして、「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らんのとおりとなっており、ウの評価係数につきまして

は、先ほど少し触れましたが、補助金は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、より目的に沿っためり張り
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のある補助金の配分にしていこうとするものでございます。 

 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％が減額となるものでございます。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１

５％の減額となるというものであります。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。これをすべて合計いたし

ますと６０点となりますが、その影響を考慮いたしまして、３０点を上限として減額する

こととしております。 

 次に（２）の特別補助でございますが、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なく、都として促進したい各学校の取り組み

に対しましてプラスの配分を行うものであります。 

 アの授業料減免補助から順次説明が記載されておりますが、例えば、この授業料減免補

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修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、各学校と前年度の減

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、生徒等の安全対策推進補助までの７項目が１９年度の対象と

なります。 

 なお、クの体験学習等特色ある教育の取り組み補助は、２０年度から適用とする新たな

項目ですので、後ほどご説明いたします。 

 次の（３）には、補助対象経費を記載してございますが、煩瑣になりますので、後ほど

ごらん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どめをか

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の私立中学校及び小学校経常費補助についてでございますが、基本的には配分方

法につい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ございますが、
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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のではなく、

（２）の記載のとおりとなっております。 

 次に、３の私立幼稚園経常費補助についてでございます。 

 こちらも基本的には、配分方法は前述の高等学校とほぼ同様な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、次の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

歳児就園促進補助、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。 

 キの保育体験の受け入れ補助は平成２０年度から適用とする新たな項目ですので、後ほ

どご説明いたします。 

 以上が現状の配分方針の全体像でございます。 

 そこで、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、資料の３、Ａ４一枚の「平成１９年度私立学校経常費補助金配分

方針（変更点）」という資料をご覧ください。 

 今回お諮りするのは特別補助のみとなっておりまして、１の国際化推進補助（外国人留

学生受け入れ補助）の廃止、２の体験学習等特色ある教育の取り組み補助の新設、３の保

育体験の受け入れ補助の新設の３点を考えております。 

 初めに１の国際化推進補助（外国人留学生受け入れ補助）の廃止についてでございます

が、こちらは私立高等学校における国際理解教育を推進する観点から、留学生の受け入れ

に関する規定を整備していること、当該留学生に係る授業料を全額免除していること等、

私立学校経常費補助金交付要綱に定める要件を備えて留学生を受け入れている場合に、補

助金交付年度の前年度の受け入れ留学生数に補助単価の７５万円を乗じて得た額を補助し

てきたものでございます。この補助制度は平成４年度から開始いたしましたが、近年の補

助実績は約１割と低率でございまして、今後実績が伸びることは想定しにくいことから、
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周知期間を設けて平成２２年度に廃止することといたします。 

 なお、外国人留学生との交流体験は、次に説明申し上げます特色ある教育の１つと考え

られますことから、これまでの要件を緩和した形で組み込んでまいります。 

 次に２の体験学習等特色ある教育の取り組み補助の新設でございます。多感な時代のさ

まざまな体験は将来の職業を考えるきっかけになるとともに、人格形成の基礎を培うこと

につながります。ボランティア活動を通して他者に奉仕することの大切さを教えることや、

職場体験、外国人留学生との交流等、特色ある教育の取り組みを実施する高等学校に対し

まして、平成２０年度から前年度の実績に基づき補助を開始いたします。 

 次に３の保育体験の受け入れ補助の新設でございます。社会人・職業人として自立して

いく高校生が、自己の職業適性や将来設計について考える一助とするとともに、これから

親になる世代の高校生が幼稚園児との触れ合いや保育体験を通して家庭生活や親の役割な

どについて理解を深めることにより家庭の教育力を向上させる観点から、保育体験学習を

積極的に受け入れている幼稚園に対して補助いたします。 

 以上、大変多岐にわたり駆け足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。 

【会長】 ありがとうございました。ご質問等を伺う前に、今ご説明いただいた資料３の

この３項目は、１２ページの項目のどこに大体該当するんでしょうか。ちょっとそれを確

認してからご質問等に入りたいと思います。 

【白石私学振興課長】 経常費の特別補助の中身ですので、１０ページの方の平成１９年

度私立学校助成予算一覧の１番から４番までのうちの１番と４番ですね。１番の私立高等

学校経常費補助、この中の特別補助になります。それと４番の私立幼稚園経常費補助の中

の特別補助に実際には入ってまいります。 

【会長】 １、２、３を通して、この項目の１と４に入っているという、こういうことで

すか。 

【白石私学振興課長】 経常費補助の中の特別補助の一部変更ということで、それの対象

が高校と幼稚園ということになります。 

【会長】 それではここで、ただいまの説明につきましてご質問等ありましたらお伺いい

たします。 

【村上委員】 私の方からは、体験学習を含む保育体験の受け入れ補助について、この表

でいいますと、２番、３番の部分についてお伺いをいたします。 
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 少子化の進行や人間関係が希薄になっている昨今、児童生徒が社会の一員として規範意

識や社会性を身につけ豊かな人間性をはぐくんでいくためには、多感な時代にさまざまな

形の体験をすることは将来の職業を考えるきっかけとなるとともに、生涯にわたる人間形

成の基礎を培っていく上で必要と考えます。今回は、以上の趣旨から、体験学習に至る取

り組みをしている高等学校を対象として特別補助を設けるということでございますけれど

も、補助の対象となる体験学習等は具体的にどのようなものなのか教えてください。 

【白石私学振興課長】 体験学習の中身につきましては、例えば、福祉施設の訪問やリサ

イクル活動等のボランティア活動、地域の商店や事業所等での体験学習や幼稚園での保育

体験、将来の進路を考えるインターンシップ等の職場体験、外国人留学生との交流や障害

のある人々との交流体験などを考えております。 

【村上委員】 今説明のありました幼稚園での保育体験についてですけれども、現在幼稚

園ではどの程度行われているのでしょうか。また、補助の対象となる保育体験とは具体的

にどのようなものを指しておっしゃっているのか教えてください。 

【白石私学振興課長】 今回の保育体験に関する補助につきましては、幼稚園団体さんか

らの要望もございまして、中長期的な観点から今後の少子化対策及び人材確保を目指すも

のとして設けられるもので、現在幼稚園で行われている保育体験の具体的な実施状況は調

査しておりません。補助の対象となる保育体験につきましては、高校生が例えば近隣の幼

稚園に出向き登園時の受け入れや昼食の準備、後園時の付き添い、絵本の読み聞かせ、ボ

ールや遊具による外遊びなど、幼稚園教諭の保育活動を補助し、園児との触れ合いを体験

することを考えております。 

【村上委員】 どのくらい保育体験をすれば補助の対象となるんでしょうか。 

【白石私学振興課長】 幼稚園が補助金交付年度、前年度に高校生を対象とした保育体験

を年１回以上実施すれば補助の対象となると考えております。その際、例えば、何日、何

時間以上実施等の要件は設けない予定でございます。 

 なお、幼稚園に自校の生徒を派遣して保育体験を受けさせた高等学校に対しましても、

今回お諮りしている体験学習等特色ある教育の取り組みの中で、前年度の実績を踏まえて

補助を行うこととしております。 

【村上委員】 職業適性や将来設計について考える一助となり、かつ保育体験を通じて家

庭生活や親の役割などについて理解を深めることで、家庭の教育力向上に寄与するという

点からは、保育体験の実践は、これから社会人、職業人として自立していく高校生にとっ
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て有意義なものと考えます。都は、幼稚園において行われている保育体験の実態を十分に

踏まえた上で、この保育制度が有効に機能するように、私立学校とともに積極的に取り組

んでいっていただきたいと思います。 

【たぞえ委員】 経常費補助でありますけども、私の知っている方が希望された私学によ

うやく入学をしたんですが、親が失職、それから倒産ということで授業料を払えないと。

そのことはイコール学校をやめなきゃいけないと。こういう子供にとっても親にとっても

大変つらい体験のお話を聞きました。こういう子供たちに対して、特別補助の授業料減免

ですけども、１７年度で見ますと２３８校の総数のうち、制度を持っている学校が１２９

校で５４％なわけです。この制度を持っていない学校が東京の約半分近くあって、家計急

変に対応ができないと。制度を持っているところはそれでいいと思いますが、持っていな

いところの子供はどうも救われないと。このことが私学同士の格差をつくりかねないと思

うんですね。こういう学費減免の対応を都として学校経営者にぜひこの制度を活用してほ

しいということを、各私学に行政として働きかけることも今大事だと思うんですが、これ

についてはどういう考えを都としてお持ちでしょうか。 

【白石私学振興課長】 東京都では、経常費補助金におきまして、ご指摘のとおり、授業

料減免制度を設けて生徒の授業料を減免している学校に対しまして、特別補助としてその

減免額の３分の２を補助する制度を設けております。それによって生徒と保護者の負担軽

減を誘導しているところでございます。昨年度の補助実績でいいますと、この制度を活用

した高等学校は３７％にとどまっておりますので、保護者の負担軽減の見地から、各種の

機会をとらまえまして、本制度の趣旨を説明し、積極的な活用を促進してまいりたいと思

っております。 

【たぞえ委員】 制度があれば利用できると。そして、確かにそういう家計急変にならな

いことが前提だと思うんですね。しかし、なっちゃった場合に、それを支援するというこ

とが大事だと思うんです。しかし、現実にその制度がない学校が半数近くあるということ

でありますので、これはぜひ制度を持つように働きかけてほしいと思いますし、減免の支

給割合が３分の２というふうに今お答えがありましたが、そうしますと、３分の１は各学

校でそれを見なきゃいけないと。３分の１といっても大変な金額だと思うんです。これが

急変の子供が何人もいらっしゃれば、額としては大変なものだと思うんですね。できれば、

これを１０分の１０、全額補助に引き上げることをぜひご検討いただきたいと。これは意

見として申し上げておきたいと思います。 
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【会長】 ほかにご質問、ご意見等ございますか。 

 ないようでございましたら、大体ご意見等もいただいたようでございます。当審議会と

しての意見の取りまとめに入りたいというふうに思います。 

 先ほどの予算案も含めていろいろご質疑等をいただきました。議論の過程から、大筋に

おいて配分方針等についてご理解をいただけたと思われますので、諮問どおり配分すると

いうことで差し支えないという旨の答申をいたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【会長】 よろしゅうございますか。それでは、皆様方のご賛同をいただきましたので、

知事の諮問どおり配分することが適当であると。このように答申をすることといたします。 

 答申案を事務局が作成するまでの間、暫時お待ちをいただきたいと存じます。 

 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する答申、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の答申書を、私からお渡しをすることに

いたします。 

 局長、お願いいたします。 

 

平成１９年５月２５日 

東京都知事石原慎太郎様 

東京都私立学校助成審議会会長木宮進 

平成１９年度私立学校経常費補助金の配分について（答申） 

 平成１９年５月２５日付け１９生文私振第２１９号により諮問のあった平成１９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。 

 

（会長から生活文化スポーツ局長に答申書を手渡す） 

【会長】 それでは、ここで渡辺生活文化スポーツ局長からごあいさつがございます。 

【渡辺生活文化スポーツ局長】 ただいま答申をちょうだいいたしました。木宮会長をは

じめ、委員の皆様には大変熱心にご審議を賜りまして、まことにありがとうございます。 

 平成１９年度の私立学校経常費補助金の執行につきましては、ただいまちょうだいいた

しました答申を尊重するとともに、ご審議の中でいただきました貴重なご意見等を踏まえ
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まして、私立学校の自主性を尊重しながら、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、あいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 

【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議事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、大変お疲れさまでございました。 

 なお、議事録の取りまとめにつきましては、私と会長代理にご一任をいただきたいと存

じます。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、これをもって本日の審議会を終了させていただきます。ありがとうございま

した。 

午前１１時０９分 閉  会 


