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             平成２０年５月１５日（木） 

都庁第一本庁舎42階北  特別会議室Ａ 



                午前10時03分開会 

○小濵私学部長 おはようございます。お見えでない委員の方がいらっしゃいますけれど

も、定刻でございますので、ただいまから平成20年度第１回の東京都私立学校助成審議会

を開会させていただきます。私は、私学部長の小濵と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

本日は、委員の皆様の改選に伴いまして、会長がまだ決まっておりませんので、お選び

いただくまでの間、私が会の進行を務めさせていただきたいと存じます。よろしくお願い

いたします。 

開会に当たりまして、傍聴人の皆様に一言申し上げます。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まして、円滑な議事

の進行にご協力をいただきたいと存じます。 

それでは、当審議会の開会要件でございます定足数につきまして、事務局のほうからご

報告申し上げます。 

○白石私学振興課長 私学振興課長の白石でございます。よろしくお願いいたします。 

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、14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いたします。 

○小濵私学部長 ここからは、着席して進行させていただきます。 

それでは、早速でございますが、委員の方々をご紹介させていただきます。 

昨年の審議会以降、各委員の改選がございまして、都議会議員の方は平成19年10月から、

学識経験者及び私学関係者の委員の方は、平成20年５月からの任期となっております。 

都議会議員の服部ゆくお委員でございます。 

都議会議員の鈴木隆道委員でございます。 

都議会議員の増子博樹委員でございます。 

都議会議員の高倉良生委員でございます。 

都議会議員のたぞえ民夫委員でございます。 

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。 

明治大学商学部教授の西野萬里委員でございます。 

毎日新聞社専門編集委員の玉木研二委員でございます。 
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弁護士の鬼丸かおる委員でございます。 

学校法人八雲学園理事長の近藤彰郎委員でございます。 

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。 

学校法人啓明学園理事長の平野吉三委員でございます。 

学校法人池上学園理事長の入谷幸二委員でございます。 

 なお、立教大学大学院准教授の小島貴子委員は、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。 

生活文化スポーツ局長、渡辺でございます。 

私学振興課長、白石でございます。 

私学行政課長、柴田でございます。 

指導担当副参事、三木でございます。 

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

ここで、当審議会の会長をお選びいただきたいと存じます。 

選出方法でございますが、東京都私立学校助成審議会条例第５条第２項により、会長は

委員の互選により選出と定められておりますので、会長が決まるまでの間、会議を運営し

ていただく座長を選出いたしたいと存じますが、いかがでしょうか。 

(「事務局一任」の声あり) 

○小濵私学部長 事務局一任というご発言がございましたが、よろしいでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○小濵私学部長 それでは、僭越ではございますが、座長を近藤彰郎委員にお願いしたい

と存じますが、いかがでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○小濵私学部長 それでは、近藤委員、よろしくお願いいたします。 

（近藤委員、座長席へ移動） 

○近藤座長 ただいま、座長に指名をいただきました近藤でございます。会長選出までの

間、よろしくご協力をお願いいたしたいと思います。 

本審議会におきましては、会長の選任は互選となっておりますので、どなたかをご推薦
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いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「座長一任」の声あり） 

○近藤座長 座長一任とのご発言がございましたが、よろしいでしようか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○近藤座長 それでは、私からご提案を申し上げたいと思います。 

私学振興、私学行政に造詣の深い木宮進委員に、本審議会の会長をお願いしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○近藤座長 それでは、木宮委員、よろしくお願いをいたします。 

会長が決まりましたので、今後の議事につきましては、会長にお願いしたいと思います。

ご協力ありがとうございます。 

（木宮委員、会長席へ移動） 

（近藤委員、自席へ移動） 

○木宮会長 ただいま、会長にとのご指名並びにご賛同をいただきました木宮でございま

す。会長就任にあたり、一言、ご挨拶を申し上げます。 

現在、少子化の一層の進行と自治体財政の逼迫と、こういうことで私学運営について非

常に厳しい状況にあると認識しております。ただし、一方において保護者の方の私学に寄

せる期待もますます強くなっている状況にあるのではないかと思っております。 

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

な事項についてご審議をいただくわけでございます。東京都におきましては、私立学校が

占める割合が非常に大きく、本審議会の役割は極めて重要であると認識をいたしておりま

す。皆様のご協力をいただきまして、東京都の補助金が有効に活用され、私立学校の振興

に役立つように審議を進めてまいりたいと存じます。ご協力のほど、よろしくお願いを申

し上げます。 

それでは、座って失礼させていただきます。 

早速でございますが、会長代理の選任に入らせていただきたいと存じます。 

東京都私立学校助成審議会条例第５条第４項によりますと、会長が指名することとなっ

てございます。僭越でございますが、私から指名をさせていただきたいと存じます。 

会長代理につきましては、近藤委員にお願いをしたいと思いますが、よろしいでしょう
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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、近藤委員、よろしくお願い申し上げます。 

（近藤委員、会長代理席へ移動） 

○木宮会長 それでは、近藤委員から会長代理としてご挨拶をお願いしたいと思います。 

○近藤会長代理 ただいまご指名を受けました近藤でございます。会長代理として、本審

議会の円滑な進行に努めてまいりたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。 

○木宮会長 ありがとうございました。それでは、ここで渡辺生活文化スポーツ局長から

ご挨拶がございます。お願いいたします。 

○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。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存じます。 

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つきまして、格別のご理解とご協

力を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。 

一昨年の教育基本法改正後、いわゆる「教育関連三法」が今年の４月に施行されました。

また、今年の３月末には、来春からスタートいたします新しい幼稚園の教育要領、小学

校・中学校の学習指導要領が公示をされているところでございます。皆様方も、特に教育

界の方は大変忙しい思いをされていることと思っております。 

東京都におきましては、「『10年後の東京』への実行プログラム2008」を昨年末に決定

いたしましたが、これに基づきまして、予算措置を様々な分野で行いまして、着実に事業

を進めようということになっております。その中で耐震の改修、元気な子どもたちを育て

る校庭の芝生化、認定こども園の増設による子育て支援サービスなどを充実するという予

算措置をしているところでございます。詳しい話は、これから事務局からご報告申し上げ

ますけれども、耐震につきましては、中国で大地震が起こりまして、大変その犠牲者が多

いということと、それから人命救助もこれから続くということで心配をし、また復旧作業

を我々も注視していかなければいけない。また手伝えることがあれば、手伝っていかなけ

ればいけないと思っているところでございます。 

東京都の状況を見てみますと、耐震化の進捗につきましては前から補助金等の措置を講

じて、私立学校について、その促進について努めてきたところでございますが、19年度末
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の見込みで耐震化率は全学種で67.9％になっておりまして、着実に進行しておりますが、

まだ３分の１は耐震化が進んでいないという大変厳しい状況でございます。 

中国でも建物の中に多くの学生さん、生徒さんが入っているということで、一棟丸ごと

つぶれた場合に900人生き埋めになっているとか、大変痛ましい状況が新聞、テレビで報

道されております。そういうことがないように、できるだけ速やかに耐震改修事業を進め

ていきたいということで、今年度の予算につきましては、国の補助がある場合もない場合

も３分の２にするということで、東京都は予算措置をしました。また、木造建築物につき

ましても補助対象事業にしたところでございます。 

さらに、耐震改修だけではなくて改築をするというような事業もございますので、改築

につきましても、建物を耐震に改修するような部分については補助をするという制度を新

しく設けたところでございます。これらの充実策を大いに活用していただきまして、耐震

化が進むことを期待しているところでございます。 

さて、教育現場では、昨年度、当局におきましては、私立小学校・中学校・高等学校に

対しまして、突然死から児童・生徒を守るための自動体外式除細動器を設置することとし、

これについて補助をしたところでございます。昨年の東京マラソンでは、マラソン中に二

人の方が心臓麻痺で倒れましたが、このＡＥＤを使うことによって蘇生されまして、後遺

症もなく現在元気に活動されている、日常生活を送っておられるということを聞いており

ます。非常に有効な機械でございます。ところが、今年１月に文部科学省が発表いたしま

した調査によりますと、幼稚園は全国で約９％の設置というような非常に低い状況でござ

います。18年度設置済み及び平成19年度に設置予定ということですので、20年の３月末に

全国で９％ぐらいというのは、これは大変低い水準となっているということでございます。 

そういったことを受けて本日の審議会の中で、幼稚園における園児等の安全対策推進補

助を拡充いたしまして、幼稚園の中での事故等に迅速に対応できる人材を育成するための

補助制度の新設などをお諮りすることにしております。よろしくご審議をいただければと

思います。 

教育環境なり社会環境は大きな変化をしておりますが、私立学校が教育の中で果たす役

割は、以前にも増して大変大きなものであると認識をしております。特に東京におきまし

ては、その役割は一層大きく、また、都民から大変大きな期待と信頼が寄せられていると

いうことであろうと思います。 
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公教育を担う私立学校のさらなる発展に向けた取組みに大いに期待しつつ、東京都とい

たしましても、私立学校の自主性を尊重しながら、その振興に引き続き努めていきたいと

考えております。 

本日は、この私立学校の振興施策の基幹となる平成20年度の経常費補助金の配分方針に

ついてご審議いただき、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、ご審議を賜ればと思います。 

簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

○木宮会長 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20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。 

渡辺生活文化スポーツ局長、お願いいたします。 

○渡辺生活文化スポーツ局長  それでは、諮問文を朗読させていただきます。 

「平成20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 20年５月 15日。       

東京都知事 石原慎太郎」。 

よろしくお願いいたします。 

（諮問文手交） 

○木宮会長 ただいま知事からの諮問を承りました。 

これより議事に入らせていただきます。 

まず、報告事項でございます「平成19年度私立学校助成予算の執行状況について」及び

「平成20年度私立学校助成予算について」、２件を一括して事務局よりご報告をいただき、

その上で審議に入らせていただきたいと思います。 

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 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。座席表の他に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20年度東京都私立学校助成審議会」とい

う表題の白い冊子でございます。資料３がＡ４判１枚の「平成20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
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例等の規程関係の資料でございます。 後の資料５が「東京都の私学行政平成20（2008）

年」というグレーの冊子でございます。以上５点の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19年度私立学校助成予算の執行状況についてご説明申し上げます。 

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。 

白い冊子の８ページをお開き願います。「平成19年度私立学校助成予算の執行状況」で

ございます。平成19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

番左側にございますように、概ねその性格ごとに、「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ページにわたりまして記載しております。 

表頭にありますとおり、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83％を占め

る基幹的補助でございます。№１から６までの小計欄にありますように、予算額は1,078

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99.9％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、

３番の小学校の執行残が大きくなっており、小学校から高校及び幼稚園に計２億8,900万

余円が使途変更されています。 

この小学校の執行残の主な要因は、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あ

り、これらに対応する必要がありましたことから、前述の小学校から使途変更を行ったも

のであります。 

それから、５番目の特別支援学校等経常費補助につきましては、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3,900万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。
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一番下の小計欄にございますように、予算額が79億6,600万余円で使途変更は行っており

ません。執行率は93.5％でございます。 

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

は先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

30番まで18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、134億9,500万余円となっております。執行率は89.4％でございます。 

このうち、一番上の13番の私立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、14番の私立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。 

さらに、27番の私立幼稚園預かり保育推進補助の実績増には、30番の認定こども園運営

費等補助からの使途変更で対応しております。 

戻って25番の私立学校安全対策促進事業費補助でございますが、執行額6億9,900万余円

の中に耐震工事補助5億5,400万円のほか、昨年度、麻しんの感染拡大防止のために急遽実

施いたしました「私立学校麻しん緊急対策事業費」の1,400万円、高・中・小学校に対す

るＡＥＤ整備補助の1億3,100万を含んでおります。 

なお、30番の認定こども園運営費等補助の執行残は、規模の減に伴う実績減でございま

す。 

以上、平成19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、総体としましては、執行率98.4％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いうことができるかと思いま

す。 

続きまして、平成20年度私立学校助成予算について説明させていただきます。 

資料は10ページから13ページにかけてでございます。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柱となる補助である

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

 8



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も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、1,107億1,800万余

円で、前年度対比で3.5％、約37億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、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。 

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 下段の小計欄にござい

ますように、81億8,400万余円で対前年度比2.7％、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30番まで全18事業で、13ページ下段の小計欄にありますとおり、合計で143億

6,000万余円、前年度予算と比較いたしまして6.4％、８億6,500万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

する補助事業であります。第二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20年度予算においても継続したため、対前年度比5.7％、１

億5,200万余円の減となっております。 

13ページをご覧いただき、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したが、なおも耐震補強などのニー

 9



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18年度末で７割強であり、平成18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割という目標には未だ及ばないこと

から、18年度以降も耐震補強工事への補助を継続してまいりました。20年度はさらに耐震

化を促進するための予算を措置しております。 

平成20年度予算では、新たに補助対象建物に木造建物を加えるとともに、耐震のための

改築事業費補助を新設、さらに補助率を２分の１から３分の２へ引き上げるなど、耐震補

強工事の補助対象を拡充しております。また、幼稚園に対する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、対前年度比162.2％、16億500万円の増とな

っております。 

次に、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、20

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まいります。 

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、予算額が対前年度比で3,500万余

円の増となっております。 

続いて、30番の認定こども園運営費等補助でございます。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って、保育に欠ける子ども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、認定こども園の機能を十分果たし

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

めの施設整備に要する経費、子育て支援機能に要する経費に対する補助等の制度を平成19

年度に創設いたしました。今後とも、私立幼稚園が円滑に認定こども園となって都民の多

様なニーズに応え、就学前の子ども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1,343億円余で、19年度予算

額と比較して約49億5,200百万余円、3.8％の増となっております。 

誠に雑駁でございますが、これで平成19年度の執行状況と20年度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。よろしくお願いいたします。 
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○木宮会長 ありがとうございました。報告は終わりました。ご質問などがございました

ら、ご発言をお願いいたします。 

○服部委員 質問に入る前に一言申し上げさせていただきたいんでございますけれども、

ちょうど昨年の今ごろでしょうか、都内で「はしか」が大流行いたしました。都内の高校

とか、大学で集団感染が続発して、大変都民の不安が広がったわけでございます。当時、

都の教育庁から都立高校の生徒へのワクチン接種、このことについては説明をいただきま

したけれども、こうした都立高校への迅速な対応、これは評価しつつ、私立学校に通う生

徒のワクチン接種、これもやはり当然考えるべきではないか、また、都の関係する部局が

連携をして、都内の学校に通う生徒の健康を守る対策をとるのが本来の行政の務めではな

いのか、このように私ども申し上げ、都として緊急に対策を講じるよう求めたわけでござ

います。 

もちろん、突発的な出来事ですから、事前の予算措置などありませんけれども、その結

果、福祉保健局、生活文化スポーツ局、あるいは教育庁、この３局が連携して、都内の高

校生に都が経費の一部を負担する、そのようなことになりました。これを受けて、私立学

校の生徒には、私立中高協会を中心にワクチンの確保を図って、迅速なワクチンの接種を

行ったことにより、感染の拡大を防ぐことができたわけでございます。 

私たち議員の動きがこうした行政の積極的な対応を促して補助を実現することができた

と、そのように自負をいたしておりますけれども、同時に、行政も議会も常に全体に目を

配りながら、都民あるいは利用者にとって大事なものは何かという視点を大切にしなけれ

ばならないということを改めて感じたわけでございます。 

今、日本では新型インフルエンザ、この脅威が現実になろうとしております。まだ、ワ

クチンの開発もされておりませんし、流行すれば何十万人という国民が死亡すると予測も

されているわけでもございます。このことについて東京都は、既に平成17年の12月に東京

都新型インフルエンザ対策行動計画を策定し、福祉保健局を中心に今年度の予算にも盛り

込まれておりますけれども、さらに都議会としても３月28日、日程の 終日でしたか、国

への提案要求を意見書として上げさせてもいただきましたし、また、今月の29日には、関

東地方知事会、ここで新型インフルエンザ対策の強化を国に要望するというようなことで、

このことについても対応を、これは国と都と、あるいは区市町村と連携して図らなければ

ならないわけでありますが、都も昨年のはしかと同様に、大事な児童・生徒を守るために、
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関係局がこれからも連携して取り組んでいただきたい、そのようなことを強く要望をさせ

ていただきたいと思います。 

今日は私学に関する予算をどのように役立てるのか、あるいは生かしていくのかという

会議でございますので、ちょっと先にこのことを触れさせていただいて、まず、局長に質

問させていただきますけれども、今、都内の私立学校に在学する児童・生徒等の割合は、

高等学校では５割以上ですね。幼稚園や専修学校では９割以上を占めておりまして、私立

学校は公教育の発展に大きく貢献をしているわけでございます。 

また、近年ますます国際化・高度情報化する社会の中で各私立学校には特色のある教育

の推進、これが求められており、もちろん、建学の精神に基づく個性豊かな活動を積極的

に展開されておられます。 

私立学校は、公教育の発展にとって質・量ともに大変重要な役割を果たしているわけで

ございます。しかし、近年、少子化等の影響もあって、私立学校をめぐる経営環境は大変

厳しい状況にもあります。各学校法人も危機感を持ちながら様々な努力を行って、特色あ

る教育活動の展開、あるいは経費の削減など経営の効率化等によって成果を上げていると

ころも少なくありませんけれども、経営状況が大変悪化している学校法人が増えつつある

というのも事実でございます。 

このような状況の中で私ども自民党も、東京都の私立学校が公教育に果たしている重要

性、そういったものを踏まえまして、毎年度私学部が行う予算要求を支援するとともに、

十分ではないと思われるものにつきましては復活予算なども活用させていただきながら、

その充実に努めてきたところでもございます。 

20年度予算においても約14億円、これを増額復活することによって私立学校助成にかか

る予算は総額で1,370億円となって、19年度に比べても約49億5,000万円、率にいたします

と3.8％の増額を確保することができたわけでもございます。 

今後とも、私立学校は安定した経営基盤の上に、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、社会の要請に応えていくことが期待されているわけ

でありますが、私学振興に対する局長の所見を伺わせていただきたいと思います。 

○渡辺生活文化スポーツ局長 私立振興に対する東京都及び当局の考え方というご質問か

と思いますが、私立学校につきましては、公立学校とともに公教育の一翼を担いまして、

都民の厚い信頼と高い評価を得ていると認識をしております。 
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また、一昨年、約60年ぶりに改正をされました教育基本法におきまして、私立学校に関

して、自主性を尊重していくということがはっきり法律の中に規定が設けられましたが、

この規定を設ける過程にあって、中教審及び国会審議等におきまして、私立学校の皆さん

方、あるいは都民の皆さん、あるいは都議会から私立学校の重要性と自主性の尊重と振興

という点について、都議会からは意見書、これを踏まえまして、東京都からも要望書をそ

れぞれの文部科学省その他に提出をして、教育基本法の改正が実現をいたしました。 

私ども私立学校を所管する生活文化スポーツ局といたしましても、服部委員ご指摘のと

おりでございますが、私立学校の役割の大きさと重要性について肝に銘じ、これからも対

応していかなければいけないと考えております。 

今後とも、私立学校が独自の校風や理念を活かした教育を実践することによりまして、

新しい世代、これからの日本を担う若い世代が個性豊かな、かつまた優秀な人材となって

育っていくことができるよう、私立学校の自主性を尊重しつつ、経常費補助を基幹として、

私立学校への支援を充実し、時代のニーズに的確に対応していきたいと考えております。 

それから、こういう形の行政を進めるに当たりまして、ご意見が 初にございましたが、

緊急事態、危機管理に対して東京都の中で連携を進めていくべきだというご指摘は、誠に

ごもっともだと思います。私ども、 初の対応につきましてはやや遅れたところがあって、

組織間の連携が悪かったのですが、ご指摘を踏まえて対応し、はしかについてはそれ相応

の成果の上げることができたと思います。これを教訓にして、これからも緊急事態、危機

管理については、迅速、適切に対応していくことを心がけていきたいと思います。 

○増子委員 私の質問は一転して細かいかもしれませんが、今、予算の説明がございまし

た。私立幼稚園経常費補助については４％増の約150億8,537万余円。今のが学校法人立で

すね。多分、こちらが個人立等の幼稚園だと思いますが、私立幼稚園教育振興事業費補助、

こちらは一転して5.7％減の25億1,064万余円ということになっています。これは全体とし

ては増額されていて、それは結構なことだと思いますが、減となっている点について、財

政再建ということの絡みもあったのだろうと思いますが、この要因とその見直しの経緯な

どについてお聞かせいただければと思います。 

○白石私学振興課長 かつて東京都の財政は大変厳しくございまして、財政再建団体に転

落しかねない状況にございました。このため、都は財政再建団体への転落を回避すべく、

３度にわたりすべての事務事業について例外なく見直しを行ってまいりました。この中で
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学校法人立の幼稚園を対象とする経常費補助金につきましては、２度にわたり見直しを行

っております。 

一方、個人立等の幼稚園につきましては、学校法人化を進めるため、学校法人化を目指

す幼稚園に対しまして、５年間を限度に学校法人立幼稚園の７割の補助金を交付する   

志向園制度を設けております。この学校法人化をより一層促進する観点から、第二次財政

再建推進プランの見直しの一つとして、個人立等幼稚園を対象とする私立幼稚園教育振興

事業費補助における補助単価を学校法人立幼稚園の３分の１から、平成20年度までの５年

間にわたり、毎年度120分の２ずつ引き下げ、４分の１とすることといたしたという経緯

でございます。 

○増子委員 今、第二次財政再建推進プランの中の見直しの一つとして、平成20年度とい

いますから、今年度までに補助単価を学校法人立幼稚園の３分の１から４分の１にという

お話だったと思いますが、その計画は今年度で補助率が４分の１になったのでしょうか、

お知らせください。 

○白石私学振興課長 平成17年度予算におきまして、当初の計画では補助率を120分の38

から120分の36に引き下げる予定でありましたが、再建プランの削減幅を半分にする緩和

措置を講じたため、補助率は120分の37となりました。平成20年度予算においても、この

緩和措置を継続したことにより、本来、120分の32から120分の30、すなわち、４分の１と

なる予定の補助率が現在120分の31となっておりまして、計画よりも120分の１ほど高くな

っているということになります。 

○増子委員 今のお話だと計画よりは、120分の１ポイント分は下がっていないというお

話がございました。 

実は、この間の都議会の本会議の一般質問でもちょっと私申し上げたのですけれども、

自治体が、バブルが弾けてから非常に財政が厳しくなって、今日まで大変血のにじむよう

な努力をしながら、関係のいろいろな団体の皆さんにもご迷惑をおかけしながら、財政再

建を果たしてきた。知事もかなり努力をした中で、史上 高の都税収入ということも踏ま

えながら、かなり建て直しができたというような状況に来ているのかなというふうに感じ

ています。しかも、今、第二次財政再建推進プランも平成20年度が 終年ということで、

今年度で、とりあえず今の財政再建プランは終わると、完結するという中にあります。で

ありながら、実は一度立てた計画というのがまだ続いていまして、あと120分の１ポイン
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トを今の計画だと下げなければいけないというような状況になっているわけですね。しか

し、果たして今、さらに下げる必要があるのかどうかということについて、財政的にも一

段落したところで、ほかの補助金等ももちろん関係もありますけれども、一度検証してみ

る必要があるのではないかなと私などは思っております。 

これ以外にもいろんな分野で似たような事例があると思います。特に私学の分野の中で

は、この点については、ぜひ一度ご当局も検討していただき、もちろん、財政当局とも議

論していただかなければいけませんし、もちろん、関係団体の皆さんともご協議の上、ど

ういった形がいいのかということも、 終的には皆さんの意見を聞いた上で、きちんと検

証していただきたいということを要望しておきたいと思います。 

それともう１点、意見だけ申し上げさせていただきたいと思いますが、少子化というこ

ともあって、子育て世代に対する経済的負担の軽減を図るということが今大変重要なこと

だと思っています。国の就園奨励費は、今、段階的に第一子が何年生までいいということ

で少しずつ上がっていて、平成20年、今年度からは第一子が小学校３年生までだったら、

第二子が幼稚園に在籍しているときに割増単価を適用しますということで今拡大をしてい

るという状況です。 

これに対して東京都の園児保護者負担軽減事業費補助は、第二子への割増単価について

は、同一世帯から同時に２人以上が幼稚園か保育園に通っていないと割増は適用しないと

いう制度になっています。この点については、昨年の審議会でも、今後の課題として、ぜ

ひ検討課題には載せておいてもらいたいということをご要望させていただいたと思います

けれども、残念ながら、まだ20年度予算の中では実現をしていない。そういう意味で言う

と、先ほども言ったように、子育て支援という観点から考えても、いずれはぜひ取り組ん

でもらいたいと思っております。ただ、国もここのところ１年ずつ上げていくという、１

年生が２年生、３年生と上げていくという中で、多分、当局としてもどこまで国がやるの

かというところを見定めながら判断をしていきたいというようなことがあったと思います

し、それは当然なことだと思っています。 

ただ、現実的にお子さんが２人なり３人なりいらっしゃるという場合に、２歳離れてい

る、３歳離れているというぐらいの家庭が多いと思います。今後は４歳、５歳、６歳離れ

ているという家庭がどれだけたくさんあるかということを考えたときに、現実的にいうと、

３年生ぐらいのところが一区切りではないかなと私は思っているので、もちろん、これは
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財政的なこともかかわると思いますので、ご当局も検討していただいた上で、財政当局と

もぜひ議論していただいて、来年度予算の中ででも、割増単価の件についてぜひご協議を

いただいて、検討していただければありがたいということだけ要望として申し上げておき

ます。 

以上です。 

○木宮会長 ほかにいかがですか。 

○たぞえ委員 私から２つばかりお伺いしたいと思います。一昨日、発売された「週刊東

洋経済」を手にして、私は大変びっくりしました。そのコピーを持ってきたんですけれど

も、特集が組まれておりまして、「高学費、学校に通えない子どもたち」という特集なん

ですね。経済的な理由から私学志願者が減るおそれがある。授業料未納者が増えている。

私学は危機感を募らせていると。「学費の壁が子どもの教育機会を奪っている」、こうい

う見出しで、こういう特集が組まれること自身、私学の置かれている状況は非常に深刻だ

なと痛感をしました。 

この中で都道府県ごとの授業料助成の一覧が出ておりまして、見てみましたら、例えば、

私学ですが、埼玉県で授業料が平均35万8,000円に対して、生活保護世帯や住民税非課税

世帯に対する補助、これが35万に対して34万円、東京は41万6,000円の平均授業料に対し

て18万円ということで各県ばらばらなわけです。この特別奨学金補助ですね。今度、20年

度引き上げるということでありますが、具体的にはどういう改善を今年度されているのか、

まずそこを伺いたいと思います。 

○白石私学振興課長 平成20年度予算におきましは、公私格差をより一層縮小させるため

に、各補助単価を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18万円から19万7,000円に１万7,000円増額いたしました。また、住民税非

課税均等割のみの世帯の補助単価を13万5,000円から14万8,000円に１万3,000円増額いた

しました。また、住民税が一定基準以下の世帯の補助単価を９万1,000円から９万8,000円

に7,000円増額したところでございます。 

なお、特別奨学金の補助単価につきましては、平成19年度予算においても約10％引き上

げておりますので、２年連続の増額となります。 

○たぞえ委員 新潟や宮城ですとか長野県、９つの県が生活保護世帯や非課税世帯に対し

ては全額授業料の助成をしているわけですが、昨年度、今年度と東京都は引き上げをする
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ということでありますけれども、それでも助成率は16％と大変低いわけです。隣の県がレ

ベルが高く、隣の県が低い。これは県境で同じ授業というか、教育を受けている子どもた

ちにとって、これは教育格差をつくるのではないかなと思います。都立の学校の場合には

全額免除をやっているわけですから、私学はどうあるべきか、この点についても、この意

味でも助成を引き上げていく必要が急がれていると思います。こんな意味でも公私格差の

10分の10の検討をぜひお願いしたいと思っています。 

それからもう一つは先ほど局長からお話のあった中国の四川省の大地震で、今朝の新聞

では１万5,000人以上の方が亡くなられたということです。こういう地震が東京で発生し

た場合に、児童・生徒が朝から午後の昼間まで約七、八時間一つの建物にいるわけですか

ら、倒壊した場合に大変な被害が想定され、大阪圏の地震発生の場合には五十数兆円の損

害が出るということも今朝の新聞で報道されていました。地震多発国として、公立学校で

は耐震化をどうするかという、技術や経験、知識は蓄積されていますが、しかし、私学の

ほうで言えば、そういう蓄積はあっても財政的な蓄積がない。２分の１だという、この点

ではスピードが上がらないと思います。幼稚園の木造校舎やまた専修学校なども含めて、

この耐震化を加速するという点での取組みをどう進めていくかお伺いしたいと思います。 

○白石私学振興課長 私立学校の校舎の耐震化工事に係る経費への補助についてでござい

ますけれども、19年度に実施しました私学部調査の結果、幼稚園等の木造校舎に対する補

助制度がないこと、それから２番目として校舎の建替えに対する補助制度がないこと、３

番目として耐震に充てる資金が不足していることなどが耐震化の進まない理由であること

が判明いたしました。 

これを踏まえまして、20年度予算では、従来からの補助対象に木造校舎を加えるととも

に、新たに耐震化のための建替え工事に係る経費の一部を補助する制度を設けました。さ

らに資金が不足している学校でも耐震化に取り組めるよう、補助率を２分の１から３分の

２に引き上げたところでございます。これにより、19年度予算に比べ大幅な増額になった

ところでございます。 

都といたしましては、この制度が各学校に積極的に活用され、耐震化が促進されるよう

周知徹底を図っていきたいと考えております。 

○木宮会長 ほかにご発言はありますか。 

○鬼丸委員 座ったままで失礼します。国際化推進のことにつきまして、一つご質問と今
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後のご要望ということでお願いしたいのですけれども、先日、外国人の入国に関して、日

本語ができる人を優先して入国を認めるような制度に変えるというようなことになりまし

た。特に日本語が下手な人間について入れないということではないということですけれど

も、ますます日本に外国人が入国してくるということが考えられるわけですけれども、そ

うしますと、その子どもたちが当然学校に入ってくるわけで、私立学校に入ってくること

も考えられると思います。 

先般、テレビを拝見していましたら、やはり外国人の場合、言葉の壁で言葉を援助して

くれる教師がいないということのために、授業がなかなか理解できないということも報道

されておりましたし、また５月２日の朝日新聞にも似たようなお話が出ておりました。ブ

ラジルに日本人が移住して、そのブラジルから今度日系人が日本に戻ってきている。労働

力が今後不足していくということのために日系人を大事にしたいけれども、言葉の壁のた

めに、なかなかうまく日本の社会に溶け込めない、そして 悪の場合は犯罪に走ってしま

うことがあるというようなことの報道がございました。 

こういうことを考えますと、やはり外国人、いろんな言葉の外国人が入国してきて、ま

たその子女たちが非常に苦労しているんだと思うんですけれども、各外国人、外国語に対

してどのような対応を今しているかということと、今後、各国いろいろな言葉の他国語に

対してどのような対応をされていく予定があるかということ。それから、今後の要望とい

うことになりますけれども、多数の各国の言葉に対して、今後少しでも対応していただけ

るかどうか。教師を増やすというような意味で対応していただけるかどうか、そのあたり

のことについてお願いしたいと思います。 

○白石私学振興課長 現在都は、経常費補助の中の特別補助におきまして、外国人留学生

については、その受け入れ制度という補助を行っております。これは一人当たり75万円を

学校に補助しております。ただ、これは昨年度の助成審議会の中で、一応22年度で廃止す

ることになっておりまして、今後は学校が留学生との交流をするということに対して補助

をするということにしております。 

あと、教員でございますけれども、外国人教員とか、助手を採用した場合につきまして

は、やはり、この特別補助の中で、教員一人につきまして30万円ほどの補助金を出して促

進を図っているということでございます。 

そのほか帰国子女の受け入れにつきましても、生徒１人９万円ほどの補助を行っており
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まして、これも帰国子女に対応する補助制度となっております。 

○鬼丸委員 外国人留学生というものと、それから外国人が日本に入国して本当に日本に

定着したいと考えている場合とはちょっと違うのかなと思います。今後、外国人労働者の

門戸がだんだん広がっていく状況になりつつある日本です。留学生というのは一時的に来

て帰ってしまう人たちだと思いますので、そうではなくて、日本に定着をしていこうとい

うことを考えている人たちへの援助ということを考えていただきたいということを、単に

要望になりますけれども、お願いしたいと思っております。 

○木宮会長 ほかにご発言はございませんか。 

事務局に一つお願いをしておきたいと思います。ご質問に対してご説明をする際に、例

えば、該当する項目はこの項目の何番でこうなっていますということを踏まえてご説明い

ただくとわかりやすいのかなというふうに思いますので、今後そういうふうにお願いした

いと思います。 

それでは、これで報告事項の質疑は終わらせていただきます。 

続きまして、審議事項に移らせていただきたいと存じます。「平成20年度私立学校経常

費補助金の配分方針について」、先ほど諮問を局長からいただいたわけですが、この内容

について事務局から説明をお願いいたします。 

○白石私学振興課長 それでは、平成20年度私立学校経常費補助金の配分方針につきまし

て、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ページをご覧いただきた

いと思います。「平成20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ますよう概観図をお示ししてござ

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、先の補助目的を十分勘案して、

 19



いく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O.7～1.O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 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

たご説明いたします。 

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

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

ます。１ページ下段の表に記載のとおり、高・中・小学校では７項目、幼稚園で７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、下線部分につい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針につきまして、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ページから始まります第２の「学校種別配分方針」でございます。 

２ページをご覧ください。まず、第１の高等学校経常費補助でございますが、(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、学校規模や学科の内容によって、ご覧のように単価の補正を

行うこととしています。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。ここでい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して、ウの評価係数につき

ましては、先ほど触れましたが、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、是正するべきはマイナス評価を行い、より目的に沿っため

り張り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 大で15％
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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 大で10％の減額となります。これらをすべて合計いたしますと

60点となりますが、その影響を考慮し、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での取組みに対して、

プラスの配分を行うものであります。「ア 授業料減免制度」から順次説明を記載してお

りますが、例えば、次のページ、４ページの「オ 生徒指導の充実補助」では、ティーム

ティーチングなど、きめ細かな学習指導の工夫改善を図るための教職員を配置している場

合や、教育相談体制の充実を目的にスクールカウンセラーを配置している場合には補助を

行い、児童・生徒の教育条件の維持向上への促進に努めているところでございます。 

以下、同じく４ページの「キ 体験学習等特色ある教育の取組補助」までの７項目が20

年度の対象となります。なお、アの授業料減免補助は21年度から拡充する項目ですので、

後ほど説明いたします。 

次の(3)には補助対象経費を記載してございますが、後ほどご覧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、

補助目的本来の主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、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。次のページでございますが、

こちらも基本的な配分方法は、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、一点だけ、表中の教育条件の中の「１学級あたりの園

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
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設置基準に基づき、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。カの「生徒等の安全対策推進補助」は平成21年度から拡充する項目で

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判１枚の「平成20年度私立学校経常費補助金配分

方針（変更点）」という資料をご覧いただきたいと思います。 

今回お諮りするのは特別補助のみとなっております。１の授業料減免補助の拡充、２の

生徒等の安全対策推進補助の拡充の２点を考えております。 

初めに授業料減免補助の拡充でございます。この授業料減免補助は、家計状況若しくは

家計状況の急変の理由により授業料を減免する制度又は授業料に相当する額の全部若しく

は一部を支給する制度を有し、かつ、根拠規程を有していることと、生徒及びその保護者

等に対し、文書等により周知していることの２点を満たしている場合に、交付年度の前年

度の授業料減免実績に対して３分の２を補助しております。 

しかしながら、授業料減免制度を整備している学校が高等学校では６割弱、中学校で５

割、小学校では４割と十分ではない現状を踏まえまして、冒頭申し上げました私立学校経

常費補助金の目的の１つでもある、修学上の経済的負担の更なる軽減を目的として、授業

料減免補助を拡充し、平成21年度から「授業料減免制度整備促進補助」として、交付年度

の前年度に当該制度を整備している学校に対して補助してまいります。 

次に、２の生徒等の安全対策推進補助の拡充でございます。既に、高・中・小学校に関

しましては、平成19年度から、学校における安全体制を拡充し、生徒等の安全確保を一層

図る観点から、学校内での事故等に迅速に対応できる人材の育成をするため、教職員を対

象にＡＥＤ(自動体外式除細動器)等の機器を活用した心肺蘇生法実技講習会などの「事故

対応能力向上の取組」を実施している学校に対しまして、前年度の実績に基づき補助を実

施しております。 

平成21年度から幼稚園に対しても拡充しまして、教職員を対象に、「事故対応能力向上
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の取組」を実施する学校に対しまして、前年度の実績に基づく補助を実施いたします。 

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

願い申し上げます。 

○木宮会長 説明が終わりました。ご意見、ご質問等がありましたらご発言をお願いいた

します。 

○高倉委員 それでは、児童・生徒の安全を確保するという観点から、いくつか質問をさ

せていただきます。 

先ほど局長のほうからも今年の東京マラソンにおいて、ＡＥＤで２名の方が救われたと

いうお話がありました。私も東京マラソンは出場させていただきましたけれども、お世話

にならないで済んだわけでありますが、そうした対応がなされているということは、本当

に安心・安全につながることであると思います。 

教育現場での突然死から児童あるいは生徒を守るために、東京都においては平成19年度

に、私立の小学校、中学校、そして高等学校等において、少なくとも１台のＡＥＤ(自動

体外式除細動器)が設置されるよう、その購入費を補助したとのことでありますけれども、

その結果、都内の私立学校でのＡＥＤの設置状況は今どうなったのか、このことについて

まずお伺いしたいと思います。 

○白石私学振興課長 昨年度に文部科学省が実施しました「学校におけるＡＥＤの設置状

況調査」によりますと、都内の私立学校において、平成19年度末までにＡＥＤを設置する

予定の学校数は、小学校では53校中53校、率にして100％でございます。中学校では、180

校中179校（99.4％）。高等学校では、239校中237校（99.2％）となっております。 

○高倉委員 小学校、そして中学校、高等学校では、ほぼすべての学校においてＡＥＤが

設置をされているということであると思います。これに対して幼稚園では、先ほど局長か

らの挨拶にもありましたけれども、ＡＥＤの設置状況が全国で約９％に過ぎないと、こう

いうお話がありました。都内の私立幼稚園の設置状況、これは今どうなっているのかとい

うことについてご説明いただきたいと思います。 

○白石私学振興課長 先ほどの調査と同じく文部科学省の調査によりますと、都内の私立

幼稚園では、平成19年度末までにＡＥＤを設置する予定の園数は、839園中147園でござい

まして、率にして17.5％の設置予定となっております。 

○高倉委員 幼稚園についてですけれども、今のご説明によれば、全国平均に比べればＡ
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ＥＤの設置状況というのは、比較をすれば高い状況にありますけれども、まだまだ多くの

幼稚園で設置をされていない状況にあろうかと思います。幼稚園におけるＡＥＤの設置を

普及拡大するために、東京都としてどういう対策を考えているのかということについてお

伺いしたいと思います。 

○白石私学振興課長 東京都では、平成20年度予算におきまして、都内のすべての私立幼

稚園がＡＥＤを設置できるよう、その購入費全額を対象とした補助を東京都私学財団を通

じて行うこととしまして、３億2,331万円を計上しております。 

また、万が一事故が起こった場合に迅速に対応できる教職員を育成するため、経常費補

助金の配分において、平成19年度より小中学校に導入したＡＥＤ等の機器を活用した心肺

蘇生法実技講習会などの取組みを実施した学校に対して補助する「事故対応能力向上の取

組」を、平成21年度より幼稚園にも導入すべく、今回の助成審議会にお諮りしているとこ

ろでございます。 

○高倉委員 幼稚園における万一の事故に備えるために、ＡＥＤの設置の普及を図るとい

うだけでなくて、すべての教職員がいつでもＡＥＤを活用できる、そうした体制整備を支

援していくということは、園児の安全確保という観点からも大変重要なことであると思い

ます。ぜひともすべての幼稚園において、早期にＡＥＤが設置されまして、かつすべての

教職員が適切にこれに対応できる、こうした体制が整いますように、補助制度の周知を図

る等の今後の都の積極的な取組みを期待しまして、質問を終わらせていただきます。 

○木宮会長 ほかにご質問は。どうぞ。 

○たぞえ委員 諮問になっております授業料減免制度整備促進事業補助ですが、経済的な

理由で授業料が払えない、困難だと、こういう子どもたちに修学の機会を確保するという

点でも大いに評価できる取組みだというふうに思います。 

しかし現実には、先ほど話がありましたように、中学校で５割、高校で６割と、やはり

低い率の制度のために、これは学校のいろいろな事情があると思います。実際にその学校

に補助を受けたい生徒がいても、学校にその制度を活用する枠がないと、これは教育の格

差を拡大することになりかねないと思います。こういう意味で、この制度を活用する場合

の各学校の個別相談指導ですとか、それから、21年度から実施をするに向けての20年度の

取組みを都としてどう支え、体制をつくっていくか、こういう点での徹底を図ることが大

変急務だと思いますが、このための取組みについてお伺いしたいと思います。 
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○白石私学振興課長 この授業減免制度の取組みについてどうしていくかということだと

思いますけれども、各学校には、毎年度９月に開催しております経常費補助金説明会、そ

れと私学団体主催の会議など様々な機会を捉えまして、従前より実施しております学校減

免額の３分の２を補助する授業料減免制度に加えまして、今回お諮りしている授業料減免

制度整備促進補助につきましても、本制度の趣旨を周知することにより、各私立学校にお

いて、授業料減免制度が整備され、活用されるよう働きかけてまいりたいと思います。 

○たぞえ委員 先ほど東洋経済に出ていた東京の私立学校の平均の授業料が41万6,000円

と。例えば、それを高等学校で３分の１を支えようとしますと、10万円以上の負担を各学

校はしなければいけないわけですね。この生徒が多くなればなるほど、学校としては、こ

の制度の良さはあるのですけれども、負担が増えて、ちょっと待ってくれよと、こういう

ふうに言わざるを得なくなってくる。そういうことが想定されると、せっかくの制度を生

かした子どもへの支援というのは薄くなってしまうと思います。この意味で他県でも実施

をしているようですが、３分の１学校負担、３分の２行政負担という枠について検討をし

て、10分の10全額行政負担と、こういう道が開かれれば、学校負担も大いに軽減されて、

対象とする子どもたちも、この制度を受けられるようになるのではないかなというふうに

強く思います。ぜひ、そういう方向での検討を今後もしていただきたいということを要望

しておきたいと思います。 

以上です。 

○木宮会長 ほかにご発言ございませんか。 

それでは、大体ご意見が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取

りまとめたいと思います。 

先ほどの昨年度の実績、予算の説明、そして今、諮問事項に対する質疑、それらを踏ま

えて大筋においてご理解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

答申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） 

○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

当であると答申をすることといたします。 

事務局には、答申書の作成をお願いをいたします。そのまま、若干自席でお待ちいただ

きたいと存じます。 
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（答申書作成） 

○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する答申書

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20年５月15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20年度私立学校経常費補助金の配分について（答申）。「平成20年５月15日付け

20生文私振第244号により諮問のあった平成20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」。よろ

しくお願いいたします。 

（答申書手交） 

○木宮会長 ここで生活文化スポーツ局長からご挨拶がございます。お願いいたします。 

○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、委員の皆様方には、お忙しい中、長時間にわたる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20年度の私立学校経常費補助金につきましては、ただいまちょうだいいたしました

答申を尊重いたしますとともに、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

的な予算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、格別のご理解とご協力

を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 

どうも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、本日の議事はすべて終了いたしました。 

委員の皆様におかれましては、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。 

これで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30分閉会 
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