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             平成２３年５月１３日（金） 

都庁第一本庁舎42階北  特別会議室Ａ 



                午後３時35分開会 

○高橋会長 それでは、皆様おそろいでございますので、ただいまから平成23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。 

本審議会の会長を務めさせていただきます高橋でございます。よろしくお願い申し上げ

ます。それでは、座りまして司会をやらせていただきます。 

ご承知のように、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をいただき、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。皆様のご協力を得まして、審議を進めてまいりたいと

思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

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、議事の進行

を妨げることのないよう、よろしくお願いを申し上げます。 

まず 初に、配付資料の確認をさせていただきます。事務局のほうからお願いをいたし

ます。 

○私学振興課長 私学振興課長の濵田と申します。それでは、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７点ございます。 

まず、審議会の次第、次に諮問文の写し、審議事項の参考資料といたしまして、「学校

種別配分方法」、報告事項資料１「平成22年度私立学校助成予算の執行状況」、報告事項

資料２「平成23年度私立学校助成予算一覧」、さらに参考資料として１でございます、東

京都私立学校助成審議会条例ほか関係資料、 後に参考資料２、本審議会委員の皆様の名

簿でございます。 

以上７点、ご確認をお願いいたします。 

○高橋会長 皆さんよろしゅうございますか。 

それでは、次に当審議会の開会要件であります定足数につきまして、事務局より報告を

願います。 

○私学部長 私学部長の石井でございます。 

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、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
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は有効に成立していることをご報告いたします。 

○高橋会長 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思います。ま

た、あわせて都側の出席者もご紹介願いたいと思います。 

○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22年11月からの任期とな

っております。 

まず、会長で株式会杜ナイスク顧問の高橋信行委員でございます。 

次に、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。 

ここからは参考資料２の委員名簿の順にご紹介申し上げます。 

都議会議員の岡田眞理子委員でございます。 

都議会議員の島田幸成委員でございます。 

都議会議員の中屋文孝委員でございます。 

都議会議員の鈴木隆道委員でございます。 

都議会議員の高倉良生委員でございます。 

名簿一つ飛びまして、東洋大学准教授の小島貴子委員でございます。 

また一つ飛びまして、毎日新聞社専門編集委員の玉木研二委員でございます。 

弁護士の野田聖子委員でございます。 

一つ飛びまして、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。 

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。 

立教女学院小学校校長の清水良一委員でございます。 

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、筑波大学大学院教授の本澤巳代子委員は、本日都合によりご欠席されておりま

す。 

続きまして、都側の出席者を紹介させていただきます。 

並木生活文化局長でございます。 

濵田私学振興課長でございます。 

臼井私学行政課長でございます。 

佐々木企画担当課長でございます。 

 2



小川私学振興課助成係長でございます。 

以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○高橋会長 ありがとうございました。皆さんよろしくお願いいたします。 

ここで並木生活文化局長からご挨拶がございます。どうぞお願いします。 

○生活文化局長 ただいまご紹介賜りました生活文化局長の並木でございます。東京都私

立学校助成審議会の開催に際しまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

高橋会長をはじめ、委員の皆様方につきましては、ご多用中にもかかわらず当審議会

にご出席いただきまして、本当に今日はありがとうございます。 

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、３月11日に発生しました東日本大震災では、東北地方を中心に、死者・行方不

明者合わせまして２万4,000人を超えるという、未曾有の被害が発生しております。東京

都内におきましても被害が発生し、残念ながら７名の方が亡くなりました。この中には、

私立の専修学校で講師をなされていた２人の方が含まれておりまして、改めて、この度の

震災でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された

方々に心よりお見舞いを申し上げます。 

今回の大震災は、我が国が過去に経験したことのない災害でございます。今後、国民

が一丸となって、復旧復興に当たらなければなりません。この難局を乗り切ることがどう

しても必要になっております。 

東京都といたしましても、手前どもの局でも、今、ボランティアの派遣とか、いろい

ろ幅広くやっておりますけれども、局の壁を乗り越えまして、被災地への復興、これを全

力で今後も取り組んでまいります。また、都民の生活、それから財産、これを守っていく、

この点につきましても、さらに強化していくということで、今実は、当初予定していまし

た７月の都議会の日程を早めまして、補正予算を対応するということで、今、都のほうで

いろいろ頑張っているところでございます。 

次に、私立学校につきましても、耐震化の助成などを通じまして、今後とも、児童・

生徒の安全・安心を図るとともに、私学振興に引き続き努めてまいります。 

本日は、私立学校の振興施策の基幹となります平成23年度の経常費補助金の配分方針

について、ご審議をいただき、答申を承りたいと存じております。 
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配分方針における変更点でございますけれども、実情に応じて補助が適切に行えるよ

う特別補助のうち、国際化推進補助及び授業料減免制度の整備促進補助の対象となる学種

を拡大すると、こういうものでございます。 

委員の皆様方には、ぜひとも活発な議論をいただきまして、中身のある議論をしてい

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けれども、私の挨拶とさせ

ていただきます。 

 今日は、例年よりも若干時間が短いんですけれども、それも含めまして、ぜひともよろ

しくお願いしたいと思います。 

○高橋会長 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、平成23年５月６日付で、知事から「平成23年度

私立学校経常費補助金の配分方針について」の諮問がございました。 

同諮問文の写しにつきましては、当審議会事務局より、事前に各委員にお渡ししてい

るところでございますが、本日机上にも配布してございます。 

これにつきましては、後ほど事務局から内容の説明を受けた上で、ご審議いただきた

いと思います。 

それでは、これより議事に入らせていただきたいと思います。 

初に報告事項である「平成22年度私立学校助成予算の執行状況について」及び「平成

23年度私立学校助成予算について」を一括して事務局より報告していただきまして、その

上で審議事項に入っていただきたいと思います。 

それでは、事務局から報告事項についての説明をお願いしたいと思います。 

○私学振興課長 恐れ入りますが、着席して説明をさせていただきます。 

報告事項、平成22年度私立学校助成予算の執行状況についてご説明をさせていただき

ます。報告事項資料１をご覧ください。 

平成22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、補助金の性格ごとに

「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、３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、それぞれ議決予算額、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。この数字は４月30日現在でございます。まだ、

正式に確定した数値ではないことをご了承いただきたいと存じます。 
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まず、１ページの上半分に記載の「経常費補助」は、私学助成全体の65％以上を占め

ております。国の就学支援金を除きますと、約８割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、議決予算額は1,181億9,800万余円。執行率

は99.9%となっております。 

この経常費補助のうち、２の中学校及び３の小学校から、１の高等学校と４の幼稚園

に、それぞれ７億6,200万余円、４億6,000万余円の使途変更を行っております。 

この理由でございますが、中学校及び小学校においては、授業料・納付金の水準など

の評価項目で評価減が出たことによりまして、執行残が見込まれました。一方、高等学校

では、予算積算時よりも補助実績が増えたこと、また幼稚園では、教職員数が予算積算時

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、前述の中学校及び小学校から使途変更を行ったものでございます。 

次に１ページ下段の「保護者負担軽減」でございますが、７から14まで８項目ござい

ます。合計額ですが、一番下の小計欄にありますとおり、議決予算額は356億9,600万余円。

執行率は94.7%となっております。 

残額が発生しております主な補助は、平成22年度から事業が開始しました「私立高等

学校等就学支援金」で、11億2,400万余円の残額が出ております。これは対象となる生徒

数が予算の見込みより少なかったことによるものでございます。 

次に２ページをご覧ください。「団体補助等」でございますが、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。15から34まで20項目ご

ざいます。合計額ですが、３ページ目をご覧ください。下から２段目の小計欄に記載して

おりますとおり、議決予算額は206億1,600万余円となっております。執行率は90.4%でご

ざいます。 

残額が発生しております主な補助ですが、２ページ、21番の「私立学校安全対策促進

事業費補助」でございます。３億5,300万余円の残額が出ておりますが、これは、専修学

校、各種学校で、予算の見込みと比べて実績が少なかったものなどによるものでございま

す。 

そのほか23の「私立学校教育振興資金融資利子補給」、27の「私立幼稚園等環境整備

費補助」、30の「認定こども園運営費等補助」などにおいて実績減による残額が出ており

ます。 
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以上、平成22年度の私立学校助成予算の執行状況につきましては、全体で執行率97.7%

になっておりまして、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

と存じております。 

続きまして、報告事項のイ「平成23年度私立学校助成予算」につきましてご説明をい

たします。報告事項資料２をご覧ください。 

１ページから４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

大きなものや新規事業を中心にご説明をさせていただきます。 

まず、１ページに記載の経常費補助でございますが、１から４までの高校・中学・小

学校・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

なる補助でございますことから、当審議会におきまして、毎年度、その配分方針について

お諮りしているものでございます。 

１から３までの高校・中学・小学校の経常費補助ですが、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、私立学校も公立学校と同様に東京の公教育の一翼を担

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との考え方

に立っているものでございます。 

なお、４の幼稚園につきましては、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おります給料表

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、1,125億4,100万

余円で、前年度対比で3.8%、43億9,300万余円の減となっております。これは公立の決算

値に基づく標準的運営費が減少したことなどがその減少要因となっているものでございま

す。 

次に２ページをご覧ください。「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、

７の「私立高等学校等特別奨学金補助」、８の「私立高等学校等就学支援金」、14の「私

立幼稚園等就園奨励特別補助」が大半を占めております。 

これらのうち平成22年度に開始した８の「私立高等学校等就学支援金」は、国が創設
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した制度でございまして、公立高校を無償化するのに伴いまして、私立高等学校等に通う

生徒の家庭の教育費負担を軽減するために就学支援金を支給する制度で、就学支援金を生

徒・保護者に直接支給するということではなく、学校設置者が代理受領いたしまして、授

業料に充当するという仕組みとなってございます。23年度予算は資料にもありますように、

243億余円でございます。 

また、９の「私立高等学校等就学支援金学校事務費補助」は、今年度から予算化した

ものでございまして、法令で都が行う事務とされているもののうち、学校に事務をお願い

している業務を行うための経費として、学校に対して事務費を補助するものでございます。 

これらの保護者負担軽減に関する予算額は、 下段の小計欄にございますように、355

億7,500万余円で対前年度比O.3％、１億2,100万余円の減となっております。 

これは、「私立高等学校等就学支援金」の対象となります生徒の見込み数の減少、園

児保護者負担軽減事業費補助の園児数の減少などが主な要因となっております。 

次に３ページをご覧ください。団体補助等でございます。16から次のページの35まで

の20事業ございます。予算額でございますが、４ページ下から２段目の小計欄にあります

とおり、205億7,000万余円、前年度の予算と比較しましてO.2％の減となっております。 

まず、３ページに戻っていただきまして、22の「私立学校安全対策促進事業費補助」

でございますが、これは、耐震補強工事経費などの一部を補助するものでございます。東

京都の「1O年後の東京」への実行プログラム2011を踏まえ、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。 

４ページ27番「私立学校ＩＣＴ整備費補助」でございますが、私立学校における電子

黒板等のＩＣＴ環境整備を促進するため、その整備に要する経費の一部を補助するもので、

今年度から開始した事業でございます。 

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、４ページの

一番下の合計欄にございますとおり、私学助成予算の合計は1,699億6,600万余円で、22年

度予算額と比較して45億4,400万余円、2.6％の減となっております。 

誠に雑駁ではございますが、以上、平成22年度の執行状況と平成23年度の予算措置の

状況につきましてのご報告とさせていただきます。 

○高橋会長 ただいま報告を承りました。ご質問などがございましたら、どうぞご発言を、

挙手してお願いをしたいと思います。鈴木委員。 
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○鈴木委員 報告事項には、直接は関係ないことではあるんですが、時節柄と申しましょ

うか、 初に局長さんの挨拶にありましたように、東日本の大震災に関連して発言をさせ

ていただきたいというふうに思います。 

先ほど局長からも挨拶がありましたとおり、今回の震災は過去に例を見ないような未

曽有のものであると。多くの犠牲者、また災害が発生をしている現状があるわけでありま

す。今でも多くの方々が避難所での生活を余儀なくされ、またもとの生活に戻られる目安

が立たない、恐らくそういう状況にあるというふうに私は思います。そのような中でもテ

レビの画面を通したり、縷々いろいろな情報等を聞いていますと、笑顔を忘れない、地域

にいる子どもたちのそういう姿を見るにつけ、私も救われる思いがしている点があるわけ

でありますが、都議会議員という立場として、また教育行政にもかかわらせていただいて

いる立場としてその東北の子どもたちが、さらに言えば、この日本の未来を担うその子ど

もたちに何としても安心して教育が受けられるような環境を整えていくようなことが、ま

た我々にできるようなことがあれば、そのことをぜひともしていくというようなことを思

いますし、そういう強い思いにかられるのは、恐らく私一人ではないというふうに思うん

です。ですから、子どもたちの教育に直接かかわっておられる私立学校の皆様は、恐らく

私以上にもっとお気持ちの中に強いものを持たれているというふうに思います。 

そこで、東京の私立学校で積極的な被災者支援を実施しているというふうに聞いてお

りますので、どのような取組みを行っているのかを、まず 初に、都にお伺いをしたいと

いうふうに思います。 

○高橋会長 事務局からお願いします。 

○私学振興課長 ３月11日の震災によって、震災自体による被災、あるいは福島県の原発

事故等によって県外に避難された方が多数おります。その中には、当然、高校生から幼稚

園まで様々な学齢の方が避難されております。都立高校やなんかでも受け入れを行ってお

りますけれども、特に東京の中高協会のほうでは、３月の22日だったかと思いますけれど

も、被災された中学・高校の生徒たちに安心した学びの場を提供するということで、被災

生徒の受け入れというのを決定されております。ホームページやなんかにも受け入れにつ

いての情報を載せて、受け入れ枠としては1,000人を超える受け入れ枠を用意して、被災

された生徒さんが安心して学べるように受け入れることをやられております。また幼稚園

でも、数自体は把握しておりませんけれども、一部の幼稚園で被災園児を受け入れている
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というような実態があるというようなことを承知しております。 

○高橋会長 鈴木先生、よろしいですか。 

○鈴木委員 できれば、私学の先生がいらっしゃるので、都はああいうふうにお答えにな

ったわけですが、先生方が実際に感じているところがあれば、ご意見等お聞かせいただけ

れば大変ありがたいと思います。 

○高橋会長 では、近藤委員。 

○近藤会長代理 今鈴木委員からのご質問というかご指摘がございましたけれども、私ど

も教育に携わる者として、今回の３月11日、本当にテレビの映像やなんかで見て大変なこ

とが起きたなと。そしてその後、もちろん公民一体となって救済や復興に取り組むわけで

すけれども、我々として何ができるかということを考えたわけです。そのときに、恐らく

津波のあの状況を見ると、多くの学校が被災されているということで、多分、教育難民、

これが出るんだろうというふうに想定をしました。そして、３月16日に頭を寄せ合いまし

て、東京の協会が中心となって、とにかく我々ができることをやろうということで、傷つ

いた子どもたち、あるいは学校、学ぶところがないという場合に、これを全部引き受けよ

うということで、各学校に通知をしまして、そして多くの学校がその考え方に賛同してく

れました。 

1つは、ただ場を提供するというだけではなくて、やはり傷ついた子どもを預かるわけ

ですから、里親的な形で受け入れるということで、保護者の協力も得て、ホームステイプ

ログラムを考えました。要するに１人で来ても、そこの家族の中に入って学校に通うこと

ができるんだよということで考えて、その希望をかなえようということで募集をしたとこ

ろ、中学校については、東京において700名、高等学校については1,500名ですね、75校、

106校という学校が手を挙げていただいて、その枠が実際にはもう用意されております。

ただ、現実的にはなかなかそれがマッチングするのが――マッチングというのは、被災地

にこういう計画があるよということが伝わるのに結構手間がかかっておりまして、朝日新

聞やなんかを通じて、現実的には３回ぐらい記事にしていただいたり、広告も打ったりし

ております。そんな中で、今高校で７名、中学校で６名ほど実際に受け入れて生活をして

いただいております。 

私の学校、八雲学園ですけれども、女子校ですけれども、福島の原発の被災を受けて、

避難をしてきちっとしたところで学びたいということで、私どももお預かりしています。
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私どもに入学させることも可ですけれども、実際に被災を受けた県の私学は、今受け入れ

られない状況の学校もありますね。一ノ関なんかも壊滅的でまだ見通しすら立っていない

という学校もあるわけですから、一時避難的に預かって、そちらの準備ができたら、その

生徒をまた地元にお返しすると、これはフレキシビリティの中で、そのまんま、もちろん

卒業していく生徒がいてもいいし、それから一時的でもいいですよと。授業料も何もみん

な免除しちゃうということで、あと中高連という組織です。吉田会長が来ていますけれど

も、もう動いてくれまして、全国も実は1,500名、中学校ですね。高等学校は5,500名受け

入れますよという表明をしていただいています。あと制服やなんかもお金がかかるので、

制服の業者等も全部話をして、ほとんどただになるような状況を整えて、何とか協力して

いこうかなというふうに思っております。 

以上です。 

○高橋会長 鈴木委員。 

○鈴木委員 今、私学がなっていることに対して説明をいただいて、ホームページのほう

に受け入れに対してのことがホームステイのあっせんとか時期、それから期間を含めて調

整に入って早急に具体案というようなことで書いてありましたので、それを聞かせていた

だいたわけですが、そこまでの動きをしていて、そのことには敬意を表したいと思うんで

すが、東京都のほうが、実際にそれに対してどういうような支援をしていくのかというの

は、質問として聞かせていただきたいと思っているですが、もう一つ我々も都議会議員と

して被災地との連絡をとっているときに、なかなか情報が伝わらないんですね。これが非

常に難しくて、国のほうにもいろいろ言わせていただいたり、県との連絡をとらせてもら

っても、物資等もそうでしたが、どうも情報が伝わらないことが、今回の被災地に対する

いろんな面での支援、それからメンテナンス、子どもたちに対するケアのことも含めて何

とかしたいんですが、なかなかじれったくて思うようにいかない。 

こういうようなこともあるわけで、そういうことも踏まえて、東京都がどういう対応

をしてきたのか、また今後どういうふうに対応していこうとしているのかをお聞かせいた

だければと思います。 

○高橋会長 事務局のほう、お願いします。 

○私学振興課長 先ほど局長の冒頭の挨拶にもございましたけれども、第２回の定例会、

前倒しで補正予算を組むというようなことで、今まさに緊急的な対策、あるいは補正予算
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を検討、調整している段階でございます。 

まず、被災地の方に対して、何をしていくべきなのか、それから、そもそも東京で安

心して暮らせるように防災力を高めていくというような視点で、２つの側面を持った対策

を今検討しております。中学、高校あるいは小学校、幼稚園で、被災地からの生徒、児童、

園児さんを受け入れているということで、東京都としても、どういう支援が必要なのか、

学校あるいは生徒に対して支援が必要なのか、どういうことができるのかできないのかと

いうことをいろいろ多角的に検討いたしまして、これはまだ、これから庁内で財務当局あ

るいは知事本局やなんかの様々な関係機関と調整して施策をつくり上げていきますので、

この場で何ができますという、あるいはできませんということは申し上げられませんが、

そういう東京の私学が担っている現在の役割の大切さというのは、十分に認識した上で対

応させていただいております。 

あと情報がなかなか伝わらないというお話がございました。これは私ども私学行政だ

けで片づけられる問題ではないというふうに考えています。３月11日の時点でも携帯電話

なんかというのはつながらなかった。これは学校さんも連絡手段がなかなかなかったとい

うふうに伺っております。親御さんへの連絡とかなかなかうまくいかなかった。あるいは

東京に災害が起きたときにはやはり、この間は東北の被災、東京も被害がありましたけれ

ども、電話がつながらない、メールがつながらないというようなこと、これはどうにかし

ていかないといけないとは認識しておりまして、内部でもいろいろ議論をしたんですが、

私学部という枠の中だけではなくて、国全体で考えていかなきゃいけない課題だなという

のは、痛感した次第でございます。 

○高橋会長 鈴木委員。 

○鈴木委員 今答弁いただいたとおりなところもあるわけですが、情報をきちっと集めて

いくというのが非常に大切なことだと思うんです。これは国も含めてね。ただ、今、私学

の皆さん、近藤先生の意見を聞かせていただいても、実際には今東京は３つの県に事務所

を設けたわけでしょう。例えば、私学が今言われているような件に関して、そこを通して

県又は市町村との連携をとって、逆にこちらのほうで調べて、学校トップが調べているの

と整合性をもって対応するというようなことも、具体的にできるような状況に入っている

わけですよ。それから、もう一個違う面で言えば、公立のほうの関係もあるでしょう。そ

ういうものを含めて、教育なら教育だけでやったとしても、恐らく局を乗り越えないとで
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きないですね。生活文化局だけではなくして、先ほど言った総務、それからあと知事本局、

財務、それから当然、教育委員会ともそうなるでしょう。教育庁ともね。そういうことを

踏まえて、局を乗り越えてどこでマネジメントをして、どういう指示を出して、きちっと

それを把握して、それをどういうふうにこれから展開するということをやっていくのが、

東京都の使命としてあると思うんです。首都東京として。やっぱり情報は東京が持ってい

ないと、ほかの道府県に対して言っていくときに厳しいものがあると思うんですよ。被災

者との対話をしていくときに、東京都が持っている情報というのは、ほかの道府県と情報

交換をしていくときに、東京に集積する部分も結構あるわけです。そういうことを踏まえ

て、都が果たすべき役割というのは、非常に重要な面があるということは認識をしておい

てもらいたいと思うんです。 

それとやはり、この場とは違うんですが、たまたま私の知り合いの人がロシアに行っ

て、今ここにあるんですが、サンクトペテルブルグに行って、向こうの教育の会があって

そこに行ったときに、その子どもたちからチェルノブイリの25周年とちょうど同じ時期に

来たということで、復興に対する子どもたちの励ましの手紙から千羽鶴からそういうよう

なものを預かってきていて、ロシアのそういう人たちが挙げて日本の子どもたちに対して

心からのエールを与えたいと。新聞記事も全部あるんですが、ロシアのテレビ局６局が扱

った。 

そういうようなことも現実に、日本だけじゃなくて、今言ったことが世界じゅうに起

こっている。我々首都東京なんだから、教育を考える場合でもそうですが、やはり国際的

な感覚を必ず入れていく。単なるその中でのものだけじゃなくして、世界の人たちが応援

してくれている、そういう大きな輪がある。日本の中にもあるというようなことも、東京

としては考えていくべきだなというようなことを、今日これが来てその思いを新たに持た

せてもらったんですが。ですから、やはりそういうことを踏まえて、東京が果たしていく

ものというのは、多極にわたるんだなというような気がするんですね。もしかしたら国内

外にもね。本当は国がやるのかもしれないけれども。ただ、国が気がつかないことがあれ

ば、都が率先してやって、それを表明していくことが僕は必要なんじゃないかなという思

いが、このことを聞いて思ったんですね。ですから、そういう面も踏まえて、東京が局を

全部乗り越えてでも、今言ったように私学の皆さんと協力して、教育というようなものを、

また子どもたちのことを本当に考えた政策というのをきちっと出していくということが、
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非常に私は大切だと思いますので、あえてそのことを言わせてもらいたいというふうに思

いますし、もし何か答弁があれば、お伺いをしたいと思います。 

○高橋会長 では、局長。 

○生活文化局長 貴重なご意見、ご提言でございますけれども、手前ども生活文化局では

広報広聴部がございますので、災害発生時すぐに東京都のホームページでも一番頭の画面

に災害用、窓口用の入口をつくりまして、そこへ行けば相談、それから放射能の状況、そ

ういったものがすぐわかるようには対応しました。ただ、やはり時間的なものから、今、

鈴木隆道委員が言いましたような私学の状況とか、そういう２次的な被害の部分について

は、まだ対応できない面もございますけれども、その辺につきましては、今いろいろご意

見をいただきましたので、それを踏まえてきっちり対応していきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○高橋会長 関連ですか。どうぞ吉田委員。 

○吉田委員 今、鈴木委員のほうからお話のありました情報の伝達の件なんですけれども、

実は先ほど近藤委員が申し上げました私学の対応につきましても、実は私ども再三にわた

って東京のマスコミ、それから各都道府県の教育委員会その他に対しまして、再三にわた

りまして情報を流しました。ところが、はっきり言って取り扱ってくれませんでした。よ

うやく朝日新聞さんが 初に取り扱ってくれまして、その後読売さんがして、今度逆に地

方でその情報が全く行き渡らない。悲しいかな、東北のあの地域はやはりどうやっても公

立中心なんです。私ども東京の協会の、先ほど言いました1,500名、700名の受け入れにつ

いても、私立の生徒ということは一言も言っておりませんで、公立・私立を問わず、どな

たでもお預かりするという形でやっているんですけれども、どうしても向こうが公立の志

向になっている。 終的に宮城県の教育委員会におきましては、再三にわたって我々のほ

うからも電話を入れて、そして東京都の私学部のほうからのプレッシャーもかけてくださ

って、やっと向こうのホームページに載せていただけるというような状況で、やはり都道

府県による格差というか、東京のように私立学校というものを理解していただけていない

ということの寂しさを感じたところでございます。 

そういう中で東京都、教育委員会問わず、我々でできることはということで私学部の

ほうにお願いいたしまして、我々としても何かをやるのであれば、予算は後付けだって構

わないので、やるべきことは何でもしますということで、一応、私学部と連携をとりなが
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らやらせていただいておりまして、全国的な規模でもやりたいんですけれども、やれない

という一種の悔しさみたいなものがあるのも実態でございますので、ご理解いただきたい

と思います。 

○高橋会長 ほかにどなたかご質問ありますか。玉木委員どうぞ。 

○玉木委員 情報という問題に関しては、まさにメディアの責任というのは大変大きゅう

ございまして、先ほど来からもご指摘といいますか、お叱りを承りましたが、今回の状況

は、まず規模の大きさということもさることながら、今現在に至っても災害が収束してい

ないという非常に稀有なケースになります。各メディアが大変に多くの人間を投入してや

っているんですけれども、集約できて効率よく情報を配分するという、これもなかなか難

しいといいますか、今まで経験したことがないんですね。戦争中も大変でしただろうけれ

ども、これは何しろ自然災害及びそれに付随した原子力災害という全くの経験のきかない

問題であり、今日いろいろご意見を伺ったことを、ぜひ今後生かしていきたいと思います

けれども、ただ一方で感じたことは、やはり行政の縦割りという問題というのは、今回の

ケースもいろいろ顔をのぞかせていて、例えば、新聞記事等を読まれるとわかると思うん

ですけれども、公立の学校の世界でも、例えば被災地の子どもの状況というのは、各県別

にばらばらに出てくるという感じです。記事を注意深く読まれたらわかると思うんですけ

れども、例えば、震災遺児ですね、親御さんを亡くしたような子ども、こういう数も、こ

れを統括的にまとめている公的機関というのは、実はないんです。これは各メディアが自

分で計算して集めて足して、これは当然メディアの仕事ですから、やるのは当たり前なん

ですけれども、先ほど鈴木委員のほうからもご指摘あったように、もっと全体状況を集約

できることはできないものだろうか。恐らく今回の経験が、例えば、かつて神戸の経験は、

ボランティア活動なりいろんなことで生かされていますけれども、今回の経験というのが、

必ず教訓として今後生かされていくだろう、あるいは生かしていかなきゃいけないという

ぐあいに感じております。 

いずれにしろ、せっかくこういう申し出や募集がありながら、現地では、そういう情

報が張り出されたところもあれば、全然そういう情報を知らないというところもたくさん

あります。インターネットがそれを補う形で活躍したり、あるいは使いようなんでしょう

けれども、ツィッターという小さなメディアだけれども、派生的にいろいろな情報を広げ

ていってくれるというものもあります。今後、これがどういう形で記録になって残るかは、
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まだ判然としませんけれども、恐らくは福島の問題にしても、直ちに解決するということ

は、見通しがない中で、こういう教育難民ということ一つ絞っても、本当に垣根を越えた

連携が必要だろうと思っておりますので、我々、ご鞭撻、ご指導をよろしくお願いいたし

ます。 

○高橋会長 ありがとうございました。ほかにどなたかございますか。小島委員。 

○小島委員 ２点お伺いしたいんですけれども、１点は、この特別補助の中で、ページ数

でいきますと６ページ。「生徒等の安全対策推進補助」という欄がありますよね。この中

で、多分この予算、特別補助の計上が出た後に、多分もしかしたら震災が起きたのかもし

れないんですけれども、やはりこの段階の補助に、私はこの私立の幼稚園から始めた幼稚

園・小中高に関しては、安全確認をどういうふうにしていくのか。または対策として私学

の中で、帰宅できなかった児童・生徒をどういうふうにするのかということをもう少し明

確に入れるべきではないかというふうにご提案させていただきたいです。 

もう１点、実は私たち東洋大学は、震災後に、多分ご承知の先生方や委員の方たちも

多くいらっしゃると思うんですけれども、多くの大学が、実は関東中心の大学が入学式を

とりやめて、大学の授業を１カ月遅らせました。そのことに対して、東洋大学は震災の後

入学式を挙行して、そのまま授業を唯一やった総合大学です。何を言いたいのかというと、

早くやったことによって、もちろん徹夜で安全対策を練ったんですけれども、この８月と

９月、完全にはできないんですけれども、ほぼ大学をクローズして、そこでできる消費電

力を計算しましたとき、554万ワットというのが算出されまして、これをお返しできるよ

うにしようということで、他の私学にもお声がけをしたんですけれども、なかなか賛同が

得られませんでした。これから省電力、それから学校運営の中で、ぜひ、私学補助をする

からには、どういうふうな電力に対して、それからエネルギーに対して取組みをしていく

かというのも、当然、見ていかなければいけない問題でしょうし、もう一つはある意味行

政的な指針を持っていかないと、各学校運営の中だけではなかなか難しいものが出てくる

と思います。この辺のご意見をいただきたいんですね。 

電力に関してもう一つお願いがあるのは、来年度以降で結構でございますので、ここ

で予算を入っていく中に、公的な教育を、私学でしかまず多分できにくいと思うんですね。

エネルギーの代替に対する教育をどういうふうにしていくのかとか、こういう予算を入れ

ていかなければ、なかなか省エネルギーですとか、節電というものを児童たちが理解する

 15



というのは、家庭の中では難しいのではないかなと思います。 

すみません、３点になりましたけれども、お願いいたします。 

○高橋会長 若干、審議事項にもかかわるようなことも入っていたような感じがしますが、

今の震災との関係の流れの中で、予算の報告事項にもありましたので、ここで答えていた

だけますか。 

○私学振興課長 まず、帰宅困難生徒の関係でございます。今回、実は多くの学校で、終

業式が終わった学校は別なんですけれども、多くの学校で帰宅困難生徒が発生している模

様です。模様ですというのは、全部調べたわけではありませんが、聞いた学校では何割か

は帰れなかったということを伺っております。これは前からよく考えておけば、そういう

のは当然発生するだろうというのは、確かにそうなんですけれども、改めてそういうもの

が浮き彫りになりました。各学校側では、例えば、帰れない生徒のために、コンビニでま

だおむすびやなんか売っていたので、それを買いに走ったとか、あるいは炊き出しをやっ

たとか、毛布やなんかの備蓄をしてあったので、それを使って対応したとかいろんなお話

を伺っております。我々先ほどの補正予算にも絡むいろんな対策の中で、そういう帰宅困

難生徒について、どういうふうに対応していけばいいのかというのを含めて検討を開始し

ている段階でございます。これは当然、私ども私立学校でございますので、東京都がこう

しろ、ああしろということを一方的に言えるものではございませんので、各学校さん、あ

るいは団体さんといろいろお話し合いをしながら、いろいろ検討を進めていかないといけ

ない。東京の学校の団体さんの事務局と、今プロジェクトチームというのを立ち上げて、

何回かいろんな検討をしているんですけれども、そういう中でも、そういう問題も含めて

検討していきたいというふうに考えております。 

それから、電力関係ですね。４月に入って、確かにすぐに授業を開始しない学校は、

大学を含めてたくさんあったように伺っておりますので、一方で夏の電力需要の対策のた

めには、ゴールデンウィークに授業をやった大学もあるというふうに伺っております。こ

れを補助でというのは、なかなかその仕組みをつくるのは難しいとは思いますけれども、

補助あるいはそれ以外でどういうふうな形で、電力の逼迫というのは今年に限らず、来年

度以降も数年は恐らく続いていくというふうに思っていますので、どういうことが必要な

のか、こういうことにつきましても、引き続き団体さんなんかともいろいろお話し合いを

していきたいというふうに考えております。 
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それから、エコ教育ということでございます。私ども行政としては、私立学校の教育

内容までには踏み込めないという実情がございますけれども、実はまだ正式に各団体さん

にお話し申し上げてございませんけれども、東京都の環境局のほうで、児童・生徒向けの

リーフレットやなんかをつくっていくという事業を進めてございます。公立学校以外、私

立学校にも、ぜひそういうのを活用してほしいということで相談を受けておりまして、こ

ういうものを学校にお配りして、教育あるいは生徒さんが家に帰って、電気をこまめに消

しましょうとか、そういうふうな取組みも含めて、エコ教育やなんかにも寄与できるもの

も今進んでございますので、今後、各団体さんとも相談しながら、そういうことについて

も取り組んでいきたいというふうに考えてございます。 

○高橋会長 吉田委員。 

○吉田委員 教育現場での立場でお話しさせていただきたいんですけれども、実際に今お

話がございましたような、例えばエコ教育等につきましては、多分、東京の高校以下の学

校だったら、８割以上の学校がもう既に始めているというか、もう数年前からやっている

と思います。実際に今も今年の予算にもございますけれども、私立学校の省エネの設備等

の導入モデルということで補助金を付けていただいて、太陽光発電とかも実施していると

ころもたくさん出てきておりますし、そういう部分では高校以下と大学との違いが一つ大

きくあるのではないかなと。 

大学の授業の話が出ましたが、実は我々も大学さんが遅れさせるということで、怒っ

たのは事実でございます。実際に各大学さんがそうやって遅れさせて、その上に連休に授

業をやるとか、そういうようなことをお話になっていますけれども、高校以下と大学とい

うのは、やはり大幅に違うと思っております。高校以下というのは、やはり我々が生徒を

お預かりしている部分というのは、年間なら年間、例えば５月連休日一つとっても、もし

我々が学校で授業を入れちゃえば、予備校に行っている子もいるかもしれません。それか

ら、ご家庭ではご家庭の予定があるかもしれません。そういう予定に対しての問題とかも

ありますし、やはり学校の年間の行事というものは、しっかりとこなしていかなきゃいけ

ない。そしてそこに電力の問題云々ということですが、今我々も文部科学省にはっきり通

達を出してくれと言っているところなんですけれども、例えば、15％削減だ云々と言われ

ましても、今まで既に学校というのは夏休みというものがあって、そういう中で電力を極

力使わないようにしてきているという実態がございます。 
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そういう中で、今、昨年もたくさんございましたけれども、熱中症という問題もあり

ます。これは家の中にいてもあります。学校でそういう活動をしていく中で、もしそうい

うことが起きたらどうするのか。それから、例えば全国レベルの大会とか、いろんな大会

とかがございますけれども、そういうものもすべて中止にして、学校の活動を完全に中止

しろというようなことを指示してもらえるのならできるけれども、そうじゃない限り、特

に東は電力不足だからだめだとか、西はいいなんていう体制だったらできないと思います

ので、あえて私は、電力については各学校の努力であって、15％削減云々という指示を出

されても、教育活動ができなくなるということは許されないということで、中高は言って

いるところでございます。 

今、小島委員のお話の中にあったことなんかでも、本当に各学校が既にやってこなき

ゃいけないことですし、東京都においては防災倉庫を、あれは３年前でしたっけ、２年間

特例ということで、高校以下につきましては、東京都が２分の１補助していただいて、各

学校に防災倉庫を設置したり、それから防災用の備品を準備したりということの補助をい

ただいたりしたものですから、今回の帰宅困難者につきましても、想像以上にスマートに

各学校が対応できたと思います。大きい学校では700人以上の生徒が泊まったという学校

もありますし、それから今回は幸いにしてライフラインが確保されておりました関係で、

大変助かりました。ただ、電車が動かなかったという大きな問題が残ったのですけれども、

そういう中で、きちっとした生徒の安全の管理をやっているところだと思いますが、それ

をさらに向上させる意味で、今、東京都私学部とご相談をしながら、さらなる今年の緊急

の補助その他もお願いしていこうということでやっております。 

○高橋会長 どうもありがとうございました。 

それでは、時間の関係もありますので、審議事項に入りたいと思いますが、その前に

どなたかありますか、これだけは聞きたいというのは。 

審議事項の後にまた関連でご質問をいただくとして、審議事項の説明がまだされてお

りませんので、ここらで審議事項に入らせていただきます。 

それでは、これで報告事項の質疑を終わらせていただきまして、審議事項に移らせて

いただきます。「平成23年度私立学校経常費補助費の配分方針について」を議題といたし

たいと思います。 

事務局から内容について説明をお願いいたしたいと思います。 
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○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。諮問文の別紙「平成23

年度私立学校経常費補助金の配分方針」をご覧ください。 

１の目的につきましては、教育条件の維持・向上、児童生徒等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、１の目的を達成するため、配分基準や評価の項目にお

いて様々な要素を組み入れ、補助効果を 大限発揮するように努めております。下にその

全体像を俯瞰できる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。 

まず、一般補助ですが、これは各学校に共通した学校運営費を対象にしたもので、高

校・中学校・小学校・幼稚園の学種ごとに、学校割、学級割、教職員割及び生徒割の４つ

の区分の補助単価を設定し、各学校の規模に応じて補助額を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、

いくつかの評価項目を設け、その達成度に応じた評価を加味して配分することとしており

ます。評価係数0.7～1.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。これにつきましては、後

ほどご説明させていただきます。 

次に、特別補助ですが、特定の施策を促進させ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。１ページ下段の表に記載のとおり、高校・中学校・小

学校で７項目、幼稚園でも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ございまして、後ほど詳しくご

説明いたしますので、まず経常費補助の具体的な配分方法につきまして、学種ごとにご説

明をさせていただきます。 

２枚めくっていただきまして、審議事項参考資料「学校種別配分方法」をご覧くださ

い。 

１「私立高等学校経常費補助」でございます。(1)の一般補助ですが、アの補助単価は、

(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、ここで言います
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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、イの基礎数値につきましては、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、是正すべき場合はマイナス評価を行い、より目

的に沿っためりは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、２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％

の減額になるというものでございます。また、教育条件の項目では学則定員に対する現員

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。これらすべてを合計いたし

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ページ下、(2)の特別補助でございます。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なく、各学校での取組みを促した

い事項につきまして、プラス配分を行うものでございます。アの「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、３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の配置を

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、補助を加算し、児童・生徒の教育条件の維持向上への促進に努めようとするもので

ございます。 

23年度の対象項目は全部で７項目となっております。 

３ページ下の(3)には補助対象経費を記載してございます。 

次の４ページ(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するものでございます。 

ここまでが私立高等学校経常費補助の配分方法でございます。 
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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、これまでご説明させていただきました高等学校と同様の仕組みに

なってございますが、学校割単価の規模の区分につきまし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ござい

ませんで、(2)に記載のとおりとなっております。 

次に、４ページ下、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

基本的な配分方法は、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、次のペー

ジ、５ページ、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、６ページ(2)の特別補助では、幼児教育に関する知識や方法を、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」、エの「預かり保育事業補助」、さらに、キの「保育体験の受入

れ補助」が、高校・中学校・小学校と異なる点でございます。 

以上が配分方法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、諮問文の別紙資料の２ペ一ジをお開きください。３「配分にお

ける平成23年度の変更点」をご覧ください。 

今回お諮りする変更点は、特別補助に関する項目２点のみとなっております。 

初めに１の「国際化推進補助(外国人教員及び助手の採用)」の拡充でございます。外

国人教員及び助手の採用の補助要件は、補助金交付年度の５月１日現在、外国人教員及び

助手で、ネイティブ・スピーカーとして外国語の教授を担任している教員又は当該教員の

職務を助ける職員を本務教職員として雇用している場合を対象としております。こちらの

対象学種は、現在高校及び中学校でございます。 

平成21年に小学校学習指導要領が改訂されたことに伴いまして、小学校第５学年及び

第６学年におきまして、外国語活動が新設されました。本年４月１日から全面実施されて

おります。この指導要領によりますと、国際理解教育の推進を図るためには、指導者に外

国語のスキルや様々な国や地域の文化についての知識や理解が求められることから、ネイ
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ティブ・スピーカー等の協力が必要であるとされています。 

このことから、補助の対象となる学種を小学校にも拡大し、外国語教育の充実を図り、

一層の国際理解教育を推進するものでございます。 

次に、２の「授業料減免制度(授業料減免制度整備促進補助)」の拡充でございます。 

授業料減免制度整備促進補助は、授業料減免制度についての根拠規定を有し、当該制

度について生徒及びその保護者等に対して文書等で周知している場合に補助を行うもので

す。こちらは現在高校・中学校・小学校が対象学種となっております。 

昨今の経済状況や社会情勢を勘案いたしますと、授業料減免制度のさらなる有効活用

が求められております。しかし、幼稚園におきましては、授業料減免の前提となる授業料

減免制度の整備が他の学種と比べると進んでおりませんのが現状でございます。 

このようなことから、授業料減免制度整備促進補助の対象を幼稚園まで拡大し、幼稚

園における授業料減免制度の整備を促進し、修学上の経済的負担の軽減を図るものでござ

います。 

諮問内容の説明は以上でございます。多岐にわたり駆け足でのご説明となりましたが、

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○高橋会長 どうもありがとうございました。 

それでは説明は終わりました。ご意見、ご質問などがございましたら、ご発言をお願

いしたいと思います。島田委員どうぞ。 

○島田委員 島田でございます。今ありました諮問の内容の点で質問があるわけでありま

すが、外国人教員の補助の採用拡充についてのところでございますが、参考にデータ資料

がありまして、そこでは高等学校で大体15％、中学校で16％の実績があるということで、

こういう制度があって、今回は小学校のほうにも広めていくということでございますけれ

ども、中学校あるいは高校のところで、まだまだ実績が少ないというような現状があるわ

けでありますけれども、その点、低い要因はどんなことが挙げられるのか、ちょっとお伺

いしたいというふうに思います。 

○高橋会長 それでは、事務局のほう、お答ください。 

○私学振興課長 高等学校で14.8％、中学校16.4％という数字になってございます。まだ

まだ低いということで、この特別措置を創設して上げようというふうに考えておりますけ

れども、各学校の実態といたしましては、いわゆる雇用しないで、例えば外国語教育機関
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に委託をして、先生を派遣してもらっている学校さんがあるというふうなことも伺ってお

ります。ですので、この補助金の対象となっているものは低いんですが、このほかに実態

としては、外国人の方が教員あるいは助手として採用されている実態が多分あるんだとは

思います。ただ、私どもとしては、まず本務教職員というのをしっかり採用していただく

という趣旨から、この制度を設計しておりますので、ご理解を賜りたいというふうに思っ

ております。 

○高橋会長 どうぞ島田委員。 

○島田委員 これは今回、小学校が導入されるということで一歩前進であって、この件に

関してはいいと思うんですけれども、今ご説明があったように、実際には英語活動という

のは、私学では一生懸命されていて、外国人教諭を採用する場合、ビザの問題とかそうい

う問題があって、なかなか本採用ができづらいというような形で委託して、契約みたいな

形で採用されているところが多いと思うんですね。ですので、これはこれとしていいと思

いますが、今後はそういう委託の部分でも、補助だとか、そういったことも考えられるの

ではないかなと思いますし、特に今回、先ほどからお話があるように、震災の影響がかな

りあると思うんです。外国人の先生方が、ある面で今風評被害というものがあると思いま

すけれども、採用しづらい環境が出てきたり、あるいは引き上げたりすると思うんです。

そういうこともあると思いますし、逆にこういうときだからこそ、ある私の関係の学校で、

被災地に行った外国人の先生がいます。そういう関係で、特に宗教系の学校なんかは、逆

にこういうときだからこそお手伝いしたいという外国人の方がいると思うんですね。そう

いうことも含めて、それから国際化というものは、私学で今まで大きな実績だと思います

ので、ぜひそういう国際化を、この震災によって阻害するんじゃなくて、今後とも国際化

が推進できるようなことも含めて、今後こういった補助についても検討されるべきかなと

思っています。 

 以上でございます。 

○高橋会長 事務局のほう、何かありますか。 

○私学振興課長 これは経常費補助の中の特別補助になりますので、一般補助とのバラン

スやなんかも考慮して、こういう制度になっております。島田委員ご指摘の点につきまし

ては、今後の研究課題というふうにさせていただきたいと思っております。 

○高橋会長 そのほか何かご質問ありますでしょうか。どうぞご遠慮なく活発な議論をお
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願いしたいと思います。 

○島田委員 もう１点。授業料減免制度のほうでありますけれども、この件に関して、先

ほどこれも震災の関係でホームステイ、高校で７名、中学６名というようなことで、先ほ

どの話の中から、今後被災地に対する支援のことで、また別途のところで考えがあると思

うんですけれども、私学のほうでも、積極的にそういう被災地の支援をとり行っていると

いうことなので、ぜひこの授業料の減免に関しては、いろいろ経済が急変したとかいうこ

ともありますし、幼稚園について広めていくということは、この地域でも様々な、被災地

じゃなくてもいろんな経済の、会社が厳しくなった状況がこの地域でもあると思いますの

で、そういうときに、幼稚園のほうに減免制度を広げていくということは、大変すばらし

いことだというふうに思っておりますが、それと、これとはまた別として、先ほどの要望

があったとおり、今後、私立学校が被災地の方々を受け入れた場合の助成制度も、これは

私学が積極的に一歩進んでやっているわけでありますので、そういう面を補助するという

ことで、東京都が積極的に助成制度等を考えていくことが必要かなと、そういうふうに思

っております。 

○高橋会長 ありがとうございます。 

ほかにどなたか。清水委員。 

○清水委員 私どもの小学校のことを申し上げますと、３年生から６年生まで英語の授業

というのをやっております。432人の小さい学校ですけれども、誰が担っているかと申し

ますと、今まで担任をやっておりました教員で、その心得のある教員を専任として回しま

して、中心になって担っております。そのほか、今、先生からご指摘ありましたように、

委託で民間の会社から派遣をして来る方が１名、毎日は参っておりません。それから非常

勤の講師が１名おります。それからもう１人は日本人の講師がやっております。そうする

と、具体的に私どもの学校では、国際化推進補助という意味では、お金がつく部分がある

のか、全くつかないのかというあたりはどうでしょうか。 

○高橋会長 どうぞ事務局。 

○私学振興課長 一定の要件のもとにやっております。一番ネックになってくるのは、本

務教職員になっているか、なっていないかというのが大きなのかなというふうに思います。

具体のケースにつきましては、ちょっとこの場で間違ったことをお答すると失礼ですので

お答はできかねますので、確かにいろんな委託で来ていただいたりとか、非常勤みたいな
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形、様々なものがあろうかと思います。かつ小学校の第５学年と第６学年で、授業のコマ

も普通は少ないと思いますので、ここにどれだけ本務の教員を採用できるのかというのは

なかなか、ちょっと不明な点もございます。今現在、小学校で外国語教員を採用されてい

るのが、7.5％ぐらいになりますで、高校で14.8％、中学校で16.4％が補助対象になって

おります。これに見合うものとすると7.5％ということなので、これがどこまで上がるか

というのは、様々な課題があるのは、私どもとしても認識をしておりますし、また、一般

補助と特別補助のバランスというのもございますので、状況やなんかも見ながら、改善が

必要なところにつきましては、来年度以降さらに改善をしていきたいというふうに考えて

おります。 

○清水委員 大変ありがたいことで感謝しております。 

○高橋会長 ほかに何かご質問、ご意見等ございますか。 

それでは、大体意見が出尽くしたように思われますので、答申のとりまとめに入らせ

ていただきたいと思います。 

いくつかのご意見、あるいはご要望等がございましたが、議論の過程から大筋におき

ましては、方針について原案どおり理解していただきたいと思いますので、諮問どおりの

配分をして差し支えない旨を答申したいと思いますが、いかがでございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○高橋会長 それでは、そのようにさせていただきたいと思います。 

事務局には、答申書の作成をお願いしたいと思います。委員の皆様、そのまましばらく

自席でお待ちいただきたいと思います。 

（答申書作成） 

○高橋会長 司会の不手際で緊急の報告事項のほうを長く、緊急だったものですから時間

をとりまして、審議事項の時間がやや短かくなってしまいまして、まことに申し訳ありま

せん。 

（答申書（案）配布） 

○高橋座長 ただいま答申書（案）をお手元にお配りいたしました。本案で答申すること

にご異議はございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○高橋会長 ありがとうございます。それでは、先ほど審議していただきました知事から
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の諮問事項に対する答申書を、私からお渡しをしたいと思います。 

 それでは、私のほうから読ませていただきます。 

「平成２３年５月１３日、東京都知事 石原慎太郎殿。東京都私立学校助成審議会会長 

高橋信行。平成２３年度私立学校経常費補助金の配分について(答申)。平成２３年５月６

日付２３生私振第１８７号により諮問のあった平成２３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） 

○生活文化局長 ありがとうございます。 

○高橋会長 ここで並木生活文化局長からご挨拶がございます。 

○生活文化局長 委員の皆様方には、お忙しい中、長時間にわたりましてご審議を賜りま

して、誠にありがとうございます。 

平成23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、そ

れから、いただきました貴重なご意見なども尊重し、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、格別のご理解を賜りま

すよう、お願い申し上げまして、挨拶と代えさせていただきます。 

本日はどうもありがとうございました。 

○高橋会長 それでは、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す。 

委員の皆様には長時間にわたりご審議をいただき、特に後半になって、やや駆け足にな

って申し訳ありませんが、大変お疲れさまでございました。 

なお、議事録のとりまとめにつきましては、私と会長代理にご一任いただきたいと思い

ます。 

それでは、これで本日の審議会を終わります。どうもありがとうございました。 

午後５時00分閉会 
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