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                午後２時59分開会 

○髙橋会長 皆様おそろいですので、ただいまから、平成27年度第１回の東京都私立学校

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髙橋でございます。よろしくお願いし

ます。 

  本審議会は、私立学校への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、議事の進行を妨げることのないようお願いをいたします。 

  まず、最初に配付資料の確認をさせていただきます。事務局、よろしくお願いします。 

○私学振興課長 私学振興課長の蜂谷でございます。よろしくお願い申し上げます。 

それでは、お手元の資料を確認させていただきます。 

座席表の他に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 26 年度私立学校助成予算の執行状況」、報告事項資料

２「平成 27 年度私立学校助成予算一覧」、それから参考資料１、東京都私立学校助成審議

会条例他関係資料、最後に参考資料２、本審議会委員の皆様の名簿でございます。 

以上７点のご確認をお願いいたします。 

○髙橋会長 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

より報告願います。 

○私学部長 私学部長の武市でございます。よろしくお願いします。 

定足数についてご報告を申し上げます。 

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いたします。 

○髙橋会長 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、
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併せまして、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 26 年 11 月からの任期とな

っております。 

まず、会長で株式会社ナイスク顧問の髙橋信行委員でございます。 

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。 

都議会議員の鈴木隆道委員でございます。 

都議会議員の高椙健一委員でございます。 

都議会議員の高倉良生委員でございます。 

都議会議員の小竹ひろ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。 

東京学芸大学総合教育科学系教授の岩立京子委員でございます。 

毎日新聞社専門編集委員の玉木研二委員でございます。 

弁護士の野田聖子委員でございます。 

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。 

国本小学校校長の矢崎昭盛委員でございます。 

学校法人内野学園理事長の内野光裕委員でございます。 

なお、学校法人東京成徳学園理事長の木内秀樹委員、筑波大学人文社会系教授の本澤巳

代子委員は、本日都合により欠席をされております。 

続きまして、都側の出席者を紹介させていただきます。 

小林生活文化局長でございます。 

蜂谷私学振興課長でございます。 

高田私学行政課長でございます。 

浅岡企画担当課長でございます。 

各務調整担当課長でございます。 

中井私学振興課課長代理でございます。 

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○髙橋会長 ありがとうございました。よろしくお願いをいたします。 

ここで小林生活文化局長からご挨拶がございます。 

○生活文化局長 生活文化局長の小林でございます。 
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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ます。 

髙橋会長をはじめ、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

いただきまして感謝を申し上げる次第でございます。また、日ごろより東京都の私学行政

に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

東京都は昨年末に、５年後のオリンピック・パラリンピック大会の成功と今後 10 年間の

東京を見据えまして、「東京都長期ビジョン」を策定いたしました。平成 27 年度の予算編

成は、この長期ビジョンのもと、「東京を『世界一の都市』へと飛躍させる予算」といた

しまして、一般会計の総額では、６兆 9,000 億円を超える予算を編成いたしております。 

こうした中で、私学助成につきましては、総額で 1.3％の増となる 1,762 億円を確保し、

基幹的補助でございます経常費補助、子ども・子育て新制度に移行する幼稚園の運営に係

る給付費を合わせ、学校運営に対する補助を充実させるとともに、グローバル人材の育成

に資するＩＣＴを活用した教育環境の整備など、新たな事業も予算化いたしまして、私立

学校振興施策の更なる充実に努めているところでございます。 

本日は、私立学校の振興施策の基幹となります平成 27 年度の経常費補助金の配分方針に

つきましてご審議いただき、答申を賜りたいと考えているところでございます。 

この配分方針における変更点は４点ございますが、実質的な変更となりますのは２点で

ございます。その１点目は、特別補助のうち、小学校、中学校及び高等学校におけるスク

ールカウンセラーの配置を促進するため、「生徒指導の充実補助」の要件を一部緩和する

ものでございます。２点目は、幼稚園における満３才児の受け入れ環境を整えるため、特

別補助に「満３才児受入れ補助」を新設するものでございます。 

委員の皆様方には、ぜひとも活発な議論をいただきますようお願い申し上げまして、簡

単ではございますが、私の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。 

○髙橋会長 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 27 年５月 13 日付で、知事から「平成 27 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。 

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、ご審議を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ます。 
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報告事項である「平成 26 年度私立学校助成予算の執行状況について」及び「平成 27 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、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、最初に報告事項につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○私学振興課長 それでは、報告事項について説明させていただきます。恐れ入りますが、

着席の上、説明をさせていただきたいと思います。 

まず、報告事項のアでございます。報告事項資料１「平成 26 年度私立学校助成予算の執

行状況」をご覧ください。 

平成 26 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、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、３ぺ一ジに

わたりまして記載しております。 

表頭にございますとおり、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。 

なお、執行額につきましては４月 30 日時点の集計数字でございます。決算値として確定

した数値ではないことをご了承願います。 

それでは、まず１ページの上半分に記載の「経常費補助」について説明いたします。

「経常費補助」は、私学助成全体の３分の２を占める基幹的補助でございます。 

１から６までの小計欄にございますように、議決予算額は 1,166 億 4,800 万余円、執行

率は 100.0％となってございます。 

なお、予算執行に当たりまして、経常費補助の中で学種ごとの状況を踏まえ、使途変更

を行っております。 

具体的には、中学校及び小学校におきまして、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、生徒数が

予算積算時よりも増加したこと、また、幼稚園では、教職員数及び園児数が予算積算時よ

りも増加したことなどがございまして、こちらに対応するため、中学校及び小学校から使

途変更を行って対応したものでございます。 

続きまして、１ページ下段の「保護者負担軽減」でございますが、７から 15 まで９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 361 億 4,500 万余円、

執行率は 85.6％となっております。残額が発生しております主な事業は、８の「私立高等



 5 

学校等就学支援金」で 37 億 5,600 万余円、13 の「私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業

費補助」で５億 4,300 万余円となっております。いずれも対象となる生徒、園児数が予算

積算時の見込みより少なかったこと等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。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。16 から 33 まで

18 項目ございます。 

合計額ですが、３ページをご覧ください。下から２段目の小計欄にございますとおり、

議決予算額 211 億 5,700 万余円に対し、執行率は 81.7％となっています。 

38 億円ほどの残額が生じていますが、主なものとして、まず２ページ中ほど、22 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、校舎等の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が、各学校で行った耐震改築工事の１棟当たりの規模

が見込みと比べて少なかったことなどによりまして、31 億 8,000 万余円の残額が生じたも

のでございます。 

更に、29 の「認定こども園運営費等補助」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を図るため、区市町村が認定こども園に対して行う事業について、そ

の運営費の一部を補助するものですが、対象となる園児数が予算積算時の見込みよりも少

なかったことなどにより、１億 9,200 万余円の残額が生じたものでございます。 

そのほか、23 番の「私立学校教育振興資金融資利子補給」、25 番の「私立学校省エネ設

備等導入モデル事業費補助」などにおきまして、実績の減によります残額が出ております。 

以上、平成 26 年度の私立学校助成予算につきましては、基幹的補助であります経常費補

助を中心に着実な執行に努めました結果、３ページ、一番下の総計欄にございますとおり、

全体で執行率 94.8％となっているところでございます。 

続きまして、報告事項のイ「平成 27 年度私立学校助成予算」について説明をいたします。

報告事項資料２をご覧ください。 

１ページから４ページにかけまして、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説明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。１から４番までの高校・中学・

小学校・幼稚園の経常費補助につきましては、私学助成の柱となる補助でありますことか

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。 
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詳細は、後ほど審議事項のところで改めて説明させていただきますが、高校・中学・小

学校の経常費補助につきましては、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」を算出いたしまして、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、幼稚園につきましては、標準となるべき公立幼稚園が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。 

１ページ、表の中段にございますように、高・中・小・幼稚園の予算額合計は 1,135 億

6,900 万余円で、前年度対比で 15 億円強、率にして 1.3％減となっております。 

予算減となりましたのは、幼稚園につきまして、今年度の４月より施行されました「子

ども・子育て支援新制度」におきまして、新制度に移行した園は、施設型給付等の対象と

なり、経常費補助金の対象とならなくなることから、その分につきまして、減となったも

のでございます。施設型給付の詳細につきましては、後ほどご説明させていただきます。 

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。 

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」、そして 13 の「私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助」の３つの事業で「保護

者負担軽減」の総額の 96％を占めております。 

16 番の「私立専修学校修学支援実証研究事業費補助」でございますが、これは、国が 27

年度に新設した新たな保護者負担軽減事業を受託するものでございまして、私立専修学校

専門課程に在籍し、経済的理由により修学困難な生徒に対して学校が授業料の一部を減免

した場合に、当該生徒に支援を行うものでございます。 

以上、保護者負担軽減に関する予算額は、最下段の小計欄にございますとおり、351 億

100 万余円でございまして、対前年度比 2.9％の減となっております。 

次に３ページをご覧ください。「団体補助等」でございます。17 から次のページの 41

まで 25 の事業がございます。 

 ３ページをご覧いただきまして、中ほど 24 番の「私立学校安全対策促進事業費補助」

でございますが、26 年 12 月に策定されました「東京都長期ビジョン」を踏まえ、更に耐
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震化を促進するための予算を措置しております。 

平成 27 年度からＡＥＤ、防犯カメラ及び非常通報装置の購入・設置にかかる費用の一部

を補助する「学校安全推進事業」、外部専門家によるアドバイス等の防災教育等にかかる

費用を補助する「防災力向上事業」についても、安全対策促進事業として実施することと

いたしまして、前年度対比で約 3,800 万増となります 88 億 7,900 万余円の予算を計上して

おります。 

次に、４ページをお開きください。28 番の「私立学校ＩＣＴ教育環境整備費補助」でご

ざいますが、こちらも平成 27 年度に新設した事業で、高等学校、中学校、小学校における

タブレット端末等 のＩＣＴ機器の購入や利用環境の整備にかかる費用の一部を補助するも

のです。 

さらに、31 の「私立学校外国語指導助手活用事業費補助」も平成 27 年度からの新規事

業でございまして、ＪＥＴプログラムと呼ばれております語学指導等を行う外国青年招致

事業の外国語指導助手を活用する高等学校、中学校に対しまして、その雇用経費の一部を

補助いたします。 

最後に、本年４月の「子ども・子育て支援新制度」の施行に伴いまして、新設をした補

助事業について説明させていただきます。 

「子ども・子育て支援新制度」は、平成 24 年８月に成立した子ども・子育て関連３法に

基づき、保護者が予育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、幼児

期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進していくという趣旨で導

入された制度でございます。 

具体的には、認定こども園制度の改善、地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実

のほか、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付であります「施設型給付」が

創設されました。 

実施主体は区市町村となりますが、都としては、私立幼稚園が新制度に円滑に移行でき

るよう、きめ細かく対応を行い、予算につきましても、次のような財政措置を行いました。 

まず、４ページ、32 の「私立幼稚園等施設型給付費負担金」でございますが、先ほどご

説明した「施設型給付」を、新制度に移行した幼稚園と認定こども園に対し、区市町村が

支払う経費の一部を都が負担するものでございます。 

このように、新制度に移行した幼稚園等につきましては、施設型給付費の対象となるこ

とから、経常費の予算説明の際に申し上げましたとおり、経常費補助金の対象ではなくな



 8 

ります。 

また、預かり保育につきましては、新制度では「一時預かり事業 (幼稚園型)」が創設さ

れまして、新制度に移行した幼稚園等は、原則として区市町村から一時預かり事業を受託

して預かり保育を実施することになります。実施に当たりまして、都がその経費の一部を

負担することから、33 の「私立幼稚園等一時預かり事業費補助」を新設いたしました。 

なお、先ほどから、新制度に移行した幼稚園等は施設型給付費の対象となり、経常費補

助金の対象から外れるとご説明しているところでございますが、この２つの内容は必ずし

も同一ではないため、経常費の特別補助の一部については、施設型給付費に同趣旨のもの

が含まれておりません。このため、１ページお戻りいただきまして、３ページ、19 番の

「私立幼稚園等特色教育等推進補助」を新設いたしまして、新制度に移行した園に対して、

これまで都が行っていた特別補助の一部につきまして、施設型給付費とは別に補助を行い

ます。 

最後に、再び４ページを開いていただき、37 の「認定こども園新制度移行支援特別補

助」について説明いたします。施設型給付費の算定基礎となる公定価格は、昨年度、当初

国から示された段階では、私学助成の水準との乖離がございました。その後示された公定

価格は、当初より改善が図られておりましたが、依然として一部の認定こども園について

は乖離がある状況です。 

そこで、認定こども園の新制度移行に伴う減収分の影響を緩和するため、本移行支援特

別補助を新設し、都独自の補助を行ってまいります。 

以上、団体補助等の区分では、表の下から２段目、小計欄にございますとおり、予算額

は 257 億余円となり、46 億円ほどの増となっております。 

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、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 1,762 億 4,000 万余円で、平成 26 年度

当初予算額と比較して 22 億 9,000 万余円、1.3％の増となっております。 

以上によりまして、平成 26 年度の執行状況と平成 27 年度予算措置の状況についての報

告とさせていただきます。 

○髙橋会長 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、どうぞご発言をお願いしたいと存

じます。鈴木委員。 

○鈴木委員 それでは、私から、今最後に説明がありました４月１日から始まりました子



 9 

ども・子育て支援新制度について質問をさせていただきたいと思います。 

  今回導入されました新制度については、その対象となる園へ移行すると、私学助成の経

常費から施設型給付の対象となるだけではなく、保育料は区市町村が設定をし、自分たち

で決められなくなるというような現状があります。これは言いかえれば、区が措置をして、

区のもとになるというふうに考えられ、私は、実際に私学が持っている建学の精神その他

を含めて、多大な影響が出てくるものを将来に感じざるを得ないというふうに思っている

わけであります。それはそれとして、応諾義務によって、今言いましたように、建学の精

神に基づく選考ができなくなるというふうに、あえて申し上げていきたいと思いますが、

私立幼稚園にとっては、かなり大きな制度変更であったということは否めない事実であろ

うというふうに思います。 

  しかしながら、昨年度の５月に国が示しました施設型給付の基礎となる公定価格の仮単

価は、定員規模が大きくなるほど、減っていく仕組みとなっており、大規模園では大幅な

減収となることから、「このままでは、新制度には移行できない」という声が挙がってい

たところでありました。また、区市町村が行う利用調整など、新たな運用上の取り扱いに

ついても、一向に示されなかったという現実があったわけであります。 

10 月に公定価格の見直しの方針が示されたものの、消費税率引上げの見送りなどもあり、

国から平成 27 年度の公定価格や運用上の取り扱いが示されたのは、今年の２月であったと

いうことであります。 

この間、我が党としても、幼稚園団体と何回も意見の交換を重ねてまいりました。国に

よる財源確保や早急な情報提供について、都議会の意見書をまとめるなどして、国に対し

強く働きかけを行ってきたということであります。 

まず、最初に国からの情報提供が遅れ、財政措置や運用上の取り扱いがなかなか明らか

にならない中、円滑な施行に向け、都はどのように取り組んできたのか伺いたいと思いま

す。 

○髙橋会長 事務局、お答え願います。 

○私学振興課長 都といたしましては、現行の私学助成の水準を確保する財政措置を行う

ことや、幼稚園や幼稚園を母体とする認定こども園が、翌年度の園児募集に間に合うよう

着実に準備を進めるため、運用上の取り扱いを早急に示すよう、国に対し繰り返し要望を

行ってまいりました。また、幼稚園団体と意見交換を重ねるとともに、区市町村や私立幼

稚園に対しまして、新制度に関する説明会を複数回実施いたしまして、そこでの意見や疑
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問につきまして、国に照会するなど、きめ細かく対応してまいりました。 

最終的には、公定価格について、大規模園の実態を踏まえた加算の見直しなど改善を求

めていた内容を反映させるとともに、都として移行支援も含めました新制度に必要な予算

を確保したところでございます。 

○髙橋会長 鈴木委員。 

○鈴木委員 答弁はそのようになるんでしょう。現実に今説明があった中でも、ほとんど

国は国全体のことを考えているんでしょう。都の特異性というか――特異性と言ってはい

けないんですね。都が持っている現状を把握しない。または、都が持っている長所、また

はそういうふうにしてきたものに対する意見も聞かないで、国は国として全体を考えてい

るんだから、国はこれでいいんですよというようなことを言って、我々もそういうところ

での議論をしてきたわけですが、この辺をどう改めるかというのは、恐らく今後の課題に

なるんでしょう。 

ですから、移行支援を含めた新制度で必要な予算を確保したといっても、これは都が独

自に加算をして、都のほうで独自の都単でやって、やはりそこを埋めてきたという現実が

あるわけで、果たしてこれでいいのか。今後、都が今言った私学助成に関して考えている

ときには、また、これは大きな一つの問題というよりも、要点として我々は考えていく必

要があるというふうに思います。 

新制度への円滑な施行に向けて、私立幼稚園にも様々な苦労があったというふうに思い

ます。また、都も非常に頑張ってくれたこともわかりました。この経過を経て始まった新

制度で運営している園は何園あるのかを改めてお伺いしたいと思います。 

○高橋会長 事務局、お願いします。 

○私学振興課長 新制度で運営している幼稚園は、都内幼稚園の約１割に当たります 76 園

でございます。また、幼稚園を母体とする認定こども園は 42 園となっております。 

○髙橋会長 鈴木委員。 

○鈴木委員 今数字を皆さん聞いていただいて、私も少し唖然とする数字であるわけです

が、新制度は、先ほども説明があったとおり、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・

子育て支援を総合的に推進していくという趣旨で開始をされたものであります。先日の新

聞報道等によりましても、内閣府は認定こども園の数が倍増したということで自画自賛を

しているようでありますが、都市部の実態を斟酌せずに全国一律の仕組みを導入したもの

であると言わざるを得ません。８割以上が私立幼稚園で、特色ある教育を行っている東京
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に、先ほども申しましたが、そのまま当てはめては無理があった。無理であったというの

は、厳然とした事実であるというふうに私は思います。 

東京の私立幼稚園は、全国に比べ、個人立や宗教法人立が多いという特徴もあります。

先ほど伺った新制度で運営している園のうち、個人立、宗教法人立は何園あるかを伺いま

す。 

○髙橋会長 事務局、お願いします。 

○私学振興課長 新制度で運営している個人立や宗教法人立の幼稚園でございますが、74

園、幼稚園を母体とする認定こども園は 10 園でございまして、全体の３割弱となっており

ます。なお、新制度で運営している学校法人立の幼稚園は２園、認定こども園は 32 園でご

ざいまして、全体の１割にも満たない状況でございます。 

○髙橋会長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ここからは私の意見になりますが、個人立の幼稚園は、新制度の移行が今年

度のみに限られていた中、特色ある建学の精神を維持するため、あえて新制度で運営しな

い道を選んだ、そういう園もあったというふうに思います。 

一方、移行時期に制約のない学校法人立の幼稚園の多くが新制度で運営していないとい

うことは、これまでの国の混乱ぶりを象徴していると言わざるを得ないというふうに思い

ます。新制度は施行したばかりであり、今後も様々な課題が出てくることが想定されるわ

けでありますが、都においては、引き続き現場の状況をよく確認して、新制度の運営して

いる園も、そうでない園も、これまでどおり質の高い幼児教育が行えるよう、必要な対応

を国に求めるとともに、今後もしっかりと取り組んでもらいたいというふうに思います。 

一番の問題は、国が東京というところをきちっと理解をして東京に見合った、これだけ

ではなく、いろんな諸制度に対してきちっとした意見交換をし、その中でやはり一番必要

なものを理解して制度をつくるべきであって、何でもかんでも地方も引っくるめて、これ

が一番いいんだということを言っているようでは、日本という国のそのもののきちっとし

た評価がされていかないということになると思います。 

ですから、これからの東京も都議会も同じだと思いますが、特に幼児教育に関して、あ

えてここだけに限定させてもらえば、現場を見てもらったり、国が何でも、内閣府がどう

もやっているみたいですが、全国一律で幼稚園と保育園を一緒にして、そうすればいいん

だというような考え方から発想されてきた答弁でなくして、やはり本当の意味で子どもた

ちがどういうところできちっとした教育を受けていくのが一番いいのかということを理解
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してもらうような、都も一緒になってもちろんしてもらうのですが、そういう運動を我々

議会も努力していく。幼稚園の先生方、また園に通っている父兄の方々も手を携えて、今

言った東京の現状を理解してもらう。そのことをきちっと言っていけるようなことをして

いかなければならないと思いますので、ぜひその協力方も東京都の皆さんにもお願いし、

また私学の先生方にもお願いをして、私の発言を終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。 

○高橋会長 ほかに何かご質問等は。 

○小竹委員 それに関してお願いします。 

○髙橋会長 どうぞ小竹委員。 

○小竹委員 就学支援金などに関連していくつか要望しておきたいというふうに思うんで

すけれども、高等学校の授業料の無償化の一歩が 2010 年に始まりまして、12 年には長年

懸案になっていた国際人権規約の高等教育の漸進的無償化について政府が批准をいたしま

した。しかし、昨年度より 910 万円という所得制限が導入されて、910 万円以上の所得の

家庭の子どもたちは、授業料の全額自己負担ということになってきたわけです。それに伴

って就学支援金を受けるためには、就学支援金の申請書や課税証明、これも前年度分と当

該年度と２年分提出しなければならないなど、家庭にとっても学校現場にとっても手続の

複雑さなどで大きな負担と混乱も招いたというふうに伺っています。私立学校では、就学

支援金、それから、東京都独自の授業料補助、特別奨学金、それから新設されました奨学

給付金の３つの制度があって、それぞれ違う書類が必要だということで、そういうふうに

なったために、より経済的に困難な方々、低所得の方ほど大変な状況に置かれたというこ

とが大きな問題になりました。 

そういう点では手続を簡素化してほしい。できれば一本に絞れるようにして手続を簡素

化してほしいというご要望が強く保護者の方からも、それから学校の事務現場の方々から

も出されています。この改善についてご努力いただいているというふうに伺っております

けれども、更なるご努力をお願いしたというのが１点です。 

 それと同時に、この就学支援金に伴って、学校側に支給されるお金が遅れたために、保

護者のほうに授業料の請求額がなかなか定まらないという状況の中で、全額徴収して、後

から返還するとか、多少学校側にゆとりがあるところでは国の決定を待ってやったとかと

いうことで、またそれが事務的に煩雑さを招くような状況になったということを現場の

方々からご苦労の話を伺っております。 
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国のほうの支給決定を迅速にしていただくということを基本に据えながら、学校現場で

国からのお金が入らなければ大変なことになるわけですから、そういう点でも国と迅速に

する協議をしていただくと同時に、所得制限の撤廃を求めていくべきではないかというふ

うに思いますので、この点についても、ぜひ東京都としても求めていただきたいというふ

うに思います。 

３つ目は、私立学校の授業料や入学金、それから施設費など父母負担は大変重いものが

あります。昨年度の特別補助で実施された授業料減免補助は、今回伺おうと思ったんです

が、これから申請だと伺ったので、数についてはわからないんですが、授業料に加えて入

学金や設備費などが経年で入っているところについては、減免の対象にするというふうに

前回お伺いをいたしました。そういう点では、今６人に１人が貧困という、子どもの貧困

の問題が社会問題になっておりまして、これは私立学校でも変わらないというふうに思う

んですね。そういう点では親の経済力で高等教育を受ける権利が奪われないようにするた

めにも、入学金や施設費の父母負担を軽減するための助成等についても、今後検討してい

ただきたいということを要望しておきたいというふうに思います。 

以上です。 

○髙橋会長 要望ということでよろしゅうございますね。 

○小竹委員 はい。 

○髙橋会長 ほかにどなたか、報告事項に関連いたしまして、ご意見、ご質問等ございま

すか。野田委員どうぞ。 

○野田委員 野田でございます。座って失礼いたします。 

執行状況の２ページ目の 22 番の「私立学校安全対策促進事業費補助」でございますが、

先ほどのご説明で主に耐震設備の費用だということを教えていただいたんですけれども、

執行率が低いと思うんですね。63.8％。これぐらい必要だということで予算をとられてい

るとしますと、それに対しまして実施されている率が低いということについて、どのよう

な評価をなさっているかを教えていただけますでしょうか。 

○髙橋会長 事務局、お願いします。 

○私学振興課長 今ご質問のありました「私立学校安全対策促進事業費補助」、執行率が

64％ということで低くなっているということなんですけれども、こちらの執行率が低い理

由につきましては、予算積算時と比べまして、実際、耐震改修等をする建物等が減ったと

いうことではなくて、建物のそれぞれ１棟当たりの工事面積が小さくなってしまったこと
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ですとか、複数年度にまたがる工事の、その進捗率の影響がございまして、１棟当たりの

補助金額が減ったということで、執行率が低くなっているということでございまして、補

助金が活用されなかったということではないというふうに私どもは認識しております。 

○髙橋会長 よろしいですか。 

○野田委員 はい。 

○髙橋会長 ほかに、どなたかございますか。玉木委員どうぞ。 

○玉木委員 座ったまま失礼します。執行状況に関連してなんですけれども、昨年もちょ

っとお話ししたと思うんですが、私立学校の被災生徒の受入支援事業というのは、何年も

経っている問題ですが、この執行率の低さというのが、決してそれ自体が悪いというわけ

ではありませんけれども、この事業、もうちょっとやりようがあるのか、あるいはないの

か。その辺ちょっと聞かせていただければと思います。 

○髙橋会長 答弁、お願いします。 

○私学振興課長 こちらの私立学校被災生徒等受入支援事業費なんですけれども、確かに

執行率のほうが 42.5％ということで低くなっておりますが、こちらは主に専修学校、各種

学校の対象生徒数が予算で見込んでいた人数よりも少なくなったということによる結果で

ございます。 

こちらの予算を確保する際に、必ず必要な生徒分の補助が実施できるように、平成 25 年

度の実績と同程度の金額を 26 年度予算で確保させていただいたんですけれども、被災を理

由とする生活困窮により減免申請する生徒数は少なかったということで、今回この執行率

になったというような形でございまして、こちらも先ほどと同様に、制度自体の活用がさ

れなかったからこれだけ残ってしまったと、そういうふうなことではないというふうに私

どもは認識しております。 

以上です。 

○髙橋会長 玉木委員、何かありますか。はい、どうぞ。 

○玉木委員 ちょっと話が変わりますけれども、スクールカウンセラーが今回目玉の一つ

になっていますね。私の理解では、このスクールカウンセラーができる要件を広げること

によって、これになりやすくするという形をとられると思うんですけれども、このように

すれば、現在のところ、何割ぐらいの学校にスクールカウンセラーが配備できるというよ

うな見込みを持っていらっしゃるのか、そこをちょっと伺いたい。 

○髙橋会長 玉木委員、スクールカウンセラーの問題は、次の審議事項のところで出てく
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ると思いますので、そこでご質問したほうがほかの議論との関係もよろしいかと思います。

よろしいですか。 

○玉木委員 では、そのときに。 

○髙橋会長 次のところで、審議事項の中でこの問題が出てきますので、そのときにまた

お願いしたいと思います。いいですか、そういうことで。 

○玉木委員 はい。 

○高橋会長 ほかに報告事項で。 

それでは、これで報告事項の質疑につきましては終わらせていただきたいと思います。 

続きまして、今ちょっと申し上げましたが、審議事項に移らせていただきます。「平成

27 年度私立学校経常費補助金の配分方針について」を議題といたしたいと思います。 

最初に事務局から内容についてご説明をお願いします。 

○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。諮問文の別紙「平成 27

年度私立学校経常費補助金の配分方針」をご覧ください。 

 まず、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。 

 次に、２の「配分の考え方」では、１の目的を達成するため、配分の基準や評価の項目

において、様々な要素を組み入れ、補助効果を最大に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・

中・小・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、その際に、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。そのために評価係数を設けておりますが、これにつきましては後ほど説明いたしま

す。 

次に、特別補助ですが、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

組みの実績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
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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

説明いたします。 

それでは、経常費補助の具体的な配分方法につきまして、学種ごとに説明させていただ

きます。３枚おめくりいただきまして、審議事項 参考資料の「学校種別配分方法」をご

覧ください。 

まず１「私立高等学校経常費補助」です。（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

科の内容によりまして、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。 

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。ウの評価係数です

が、先ほど触れましたように、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

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、一番上の欄、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％の減額になるというものであります。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ページ下、（2）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、各学校における取組みを促し

たい事項について、プラスの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ページのカ「生

徒等の安全対策推進補助」では、安全対応能力向上の取組みとして、学校安全マニュアル

の策定や教職員・生徒の安全対応能力向上の取組み――具体的には避難訓練などでござい

ますが、こういったものに取組んでいる場合には補助を加算して、学校における児童・生

徒の安全の確保を通じて教育条件の向上に努めようとするものでございます。 

27 年度の対象項目は全部で７項目となっております。 

(3)には経常費補助の対象経費を記載してございます。更に次の４ページ(4)は、特に「使
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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。 

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、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

区分については若千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。こちらは、５ページの評

価係数の配点に若千の違いがありますが、基本的な配分方法は、高等学校とほぼ同様の仕

組みとなっております。 

また、５ページ下 (2)の特別補助では、アの「地域教育事業補助」や、ウの「３才児就園

促進補助」、エの「ティーム保育推進補助」、更に、カの「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、今回お諮りする変更点につきまして、具体的にご説明させていただきます。 

諮問文の別紙資料の２ページにお戻りいただきまして、３「配分における平成 27 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３点、一般補助に関する項目１点とな

っております。 

それでは、特別補助に関する項目から説明させていただきます。 

まず第１点目といたしまして、「生徒指導の充実補助」のうち「スク一ルカウンセラー

の配置」について拡充を図るものです。こちらは、高等学校、中学校及び小学校を対象と

するものでございます。 

 学校の相談体制を拡充する観点から、「スクールカウンセラーの配置」につきましては、

平成 16 年度から実施してきたところでございますが、近年、国の教育再生実行会議におき

ましても、国及び地方公共団体が学校におけるスクールカウンセラーの活用や配置充実を

図ることが提言されているところでございます。 

これまでも教育相談体制の充実のため、小・中・高等学校がスクールカウンセラーを配
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置した場合に補助を行ってまいりましたが、各学校の実情に合わせ、更に教育相談体制を

強化できるよう、対象となるスクールカウンセラーの要件を一部緩和するものでございま

す。 

具体的には、補助対象となるスクールカウンセラーの要件につきまして、今までの「財

団法人日本心理士資格認定協会の認定する臨床心理士」または「医師」に加えまして、

「児童生徒の臨床心理に関する高度な専門知識・経験を有する大学及び大学院における心

理学系の学部長、教授、准教授、講師 (非常勤を除く)、助教の職にある者又はそれらの職

にあった者」も対象にいたします。これによりまして、各学校におけるスクールカウンセ

ラーの配置を促進してまいります。 

 次に、第２点目といたしまして、「満３才児受入れ補助」の新設でございます。 

 幼稚園を対象とする特別補助の一つでございます「３才児就園促進補助」は、幼稚園に

おける３才児就園の促進を図るため、平成８年度から開始いたしまして、平成 26 年度では、

９割以上の園が既に実施をしているところでございます。 

近年は、満３才児の受入れに対するニーズも高まっておりまして、先ほど 27 年度私立学

校助成予算のご報告の際にご説明した「子ども・子育て支援新制度」の「施設型給付」に

おきましても、満３歳児対応加配加算が創設されております。 

 このことから、これまでの３才児就園促進補助に加えまして、各園の実情に合わせ、満

３才児の受け入れ体制を整えた園に対し、補助を行ってまいります。 

 本特別補助につきましては、平成 27 年度の取組みに対して補助を実施いたしますので、

実際には平成 28 年度の配分から反映されることとなります。 

 次に、第３点目といたしまして、「預かり保育事業補助」の廃止でございます。幼稚園

における預かり保育につきましては、従来、教育時間終了後２時間までは、経常費の特別

補助で、２時間を超える部分、長期休暇中等は経常費補助とは別個の「預かり保育推進補

助」にて補助を実施してきたところでございます。 

 今年度から「子ども・子育て支援新制度」が開始され、先ほど来ご説明のとおり、「施

設型給付」と「一時預かり事業」が創設されました。 

これに伴い、新制度に移行した園は、「施設型給付」の対象となり、経常費補助の対象で

はなくなります。また、原則として、区市町村から「一時預かり事業」を受託して、預か

り保育事業を実施することになります。ただし、区市町村が「一時預かり事業」を幼稚園

に委託しない場合などは、経過措置によりまして私学助成による預かり保育補助を選択で
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きるようになっております。 

そこで、新制度に移行した園に対しましても、私学助成による補助ができるよう、「預か

り保育補助」を「預かり保育推進補助」に統合いたしまして、経常費特別補助から廃止す

るものでございます。 

 以上が特別補助の変更点となります。 

次に、一般補助について、学校法人会計基準の一部改正に伴う「経常費評価項目」の変

更でございます。こちらは、高等学校から幼稚園まで、すべての学種に関係するものとな

ります。 

学校法人会計基準は、収支状況について経常的な収支と臨時的な収支が区分できるよう

にすること、新たに活動区分ごとに資金の流れがわかる活動区分資金収支計算書を作成す

ること等の一部改正が行われまして、平成 27 年度から適用されております。ただし、経過

措置によりまして、都道府県知事所轄の学校法人につきましては、平成 28 年度から適用さ

れることになっております。 

 この改正に伴いまして、経常費補助金算定に係る財務状況の評価項目に使用している財

務諸表の科目名が変更となりますため、文言の修正を行いますが、評価内容についての変

更はございません。 

 なお、財務状況の評価につきましては、前年度の実績に対して適用されるため、実際に

配分に適用されるのは 28 年度から、経過措置対象の学校法人につきましては 29 年度から

となります。 

多岐にわたりまして、駆け足での説明となりましたが、諮問内容についての説明は以上

でございます。 

○髙橋会長 どうもありがとうございました。 

説明はいただきました。ご意見、ご質問などがございましたら発言をお願いします。玉

木委員、先ほどのことがあるので、最初に何かありますか。それとも、皆さんからいただ

いてから、もう一度改めましてご質問いただけますか。 

○玉木委員 後で改めて。 

○髙橋会長 それでは、高倉委員どうぞ。 

○高倉委員 今、ご説明がありましたうち、変更点の中でいくつかお聞きをしたいと思い

ます。 

まず、１つ目に、満３才児受入れ補助の創設ということについてお伺いしますけれども、
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３才児保育は、かなりの幼稚園におきまして実施をされているということであります。都

内では、現在どの程度実施している状況になっているのか、この点についてお伺いしたい

のと、それから、今回の補助の創設ということについては、満３才児の受入れに対してと

いうことでありますけれども、３才児の保育ということに対して、満３才児保育というの

はどういうものであるのか、これまでの実績と併せてお伺いしたいというふうに思います。 

○髙橋会長 事務局、お願いします。 

○私学振興課長 東京都におきましては、幼稚園における３才児就園の促進を図るために、

平成８年度から３才児就園促進補助を実施しておりまして、平成 26 年度では９割以上の園

が対象となりますなど、３才となった年の４月に入園する３年保育（３才児保育）につき

ましては、広く行われているところでございます。 

一方、満３才児保育と申しますのは、３才の誕生日を迎えた子供さんを、次の４月では

なくて、年度途中でも幼稚園のほうに入園させて保育を行うということでございます。こ

の満３才児を受け入れた都内の幼稚園数及び受入れ人数でございますが、平成 24 年度で

39 園で 92 人、平成 25 年度では 49 園で 130 人、平成 26 年度では 54 園で 171 人（各年度

５月１日時点）と受入数、受入園とも年々増加しているところでございます。 

○髙橋会長 高倉委員。 

○高倉委員 今、数字についてもご説明がありまして、満３才児を受け入れた都内の幼稚

園数、また受け入れの人数ですね。これが年々増加をしているというような説明がありま

した。満３才児の受け入れが増加をしているといったことの要因について、どのようにお

考えになっているのかについてお聞きをしたいと思います。 

○髙橋会長 事務局、お願いします。 

○私学振興課長 こちらの要因でございますけれども、一人っ子家庭の増加ですとか、地

域で異なる年齢のお子さんと接する機会が減少しているということを踏まえて、早いうち

に幼稚園に入学させて多くの子どもと触れ合うとともに、優れた幼児教育を受けさせるこ

とを望んでいる保護者の方が増えたというようなことなどが考えられるかなというふうに

思っております。 

○髙橋会長 高倉委員。 

○高倉委員 今お答えをいただきまして、時代の推移といいますか、社会的な要因といい

ますか、こういったものと同時に、優れた幼児教育を望む保護者が増えているといったこ

とも今お答えがあったわけであります。これまで質の高い幼児教育に取り組んでこられた
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私立幼稚園において、早期の受入体制が整っていくということは、大変私は望ましいこと

であるというふうに思っておりますので、今後ともぜひ、推進をお願いしたいなというふ

うに思っております。 

もう一点預かり保育についてお聞きをしたいと思いますけれども、先ほど新制度に移行

した園に対しても、私学助成による補助ができるように預かり保育推進補助に統合して、

経常費特別補助から廃止をするといったような説明があったわけであります。 

確認ですけれども、新制度に移行しても、今までどおりの預かり保育が実施できるとい

うことでよろしいのかどうか、このことについてお伺いしたいと思います。 

○髙橋会長 事務局、答弁願います。 

○私学振興課長 新制度に移行した園の預かり保育につきましては、区市町村が実施いた

します一時預かり事業の委託を園が受けるという形で行われることになります。ただし、

区市町村によりましては、先ほどお話もありました国の方針決定の遅れなどによりまして、

予算措置が間に合わないなど、委託ができないという場合もありまして、そういった場合

には、従前の私学助成の対象とすることが認められているところでございます。そこで東

京都におきましては、これに対応するために、経常費の特別補助にありました預かり保育

事業を、その外にあります預かり保育推進補助のほうに統合いたしまして、新制度への移

行の有無や区市町村の状況にかかわらず、各園が実施する預かり保育を支援できるように

整えたところでございます。 

○髙橋会長 高倉委員どうぞ。 

○高倉委員 現在、女性の社会進出、あるいは働き方の多様化といったものが進んでいる

というふうに思います。そうした中で就労の状況にかかわらず、預かり保育というのは、

質の高い幼児教育を受けさせたいといった保護者の希望に応えていく大変大事な取組みだ

というふうに思いますので、ぜひ引き続き、しっかりと取り組んでいただきたいことをお

願いしたいと思います。 

○髙橋会長 ありがとうございました。島田委員。 

○島田委員 私のほうから教育カウンセラーの配置についてお伺いしたいと思います。こ

のたび先ほど説明がありましたとおり、更に体制を強化できるように対象となるスクール

カウンセラーの要件を一部緩和して、各学校にスクールカウンセラーの配置を促進すると

いうようなご説明がありました。カウンセラーの相談業務というのは、いじめや不登校、

問題行動の背景となっている児童・生徒の不安とか、悩みへのカウンセリング、子育てに
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関する保護者への助言・援助、まだ学校における相談体制を充実させるための教職員の助

言・援助など広範囲な業務内容でありまして、今や学校におけるカウンセラーの役割は非

常に高まっているというふうに思っております。 

そこで、まず初めに、カウンセラーの配置を始めた経緯と、そして意義を伺えましたら。

よろしくお願いします。 

○髙橋会長 事務局、ご答弁願います。 

○私学振興課長 まず、スクールカウンセラーでございますけれども、今、先生からもお

話がありましたとおり、スクールカウンセラーは学校において日常的に児童・生徒の心の

悩みですとか、保護者からの相談に応じるとともに、児童・生徒の心のケアにも当たるな

ど、外部の臨床心理の専門家等を活用することによって、学校の相談体制の充実につなが

るものというふうに考えておりまして、スクールカウンセラーにつきましては、そういっ

た学校の相談体制を拡充するという観点から、平成 16 年度から新たにスクールカウンセラ

ーの配置について、単価を設定して補助を拡充してきたところでございます。 

○髙橋会長 島田委員。 

○島田委員 そういう経緯で今ご説明いただきまして、カウンセラーを始めて大変意義あ

るものだというふうに思っております。公立学校では、今、小学校・中学校・高校で毎週

１回臨床心理士さんを中心に都内の小中高でカウンセラーによる相談業務が実施されてい

るところでございます。そしてまた、公立学校で最近ではソーシャルワーカーですか、こ

れも配置しまして、スクールソーシャルワーカー、暴力行為だとか、児童虐待だとか、教

育分野に関する知識に加えて、社会福祉などの専門的な知識や技術を用いて対応するため

の相談体制も、かなり整備されてくるというふうなところでございます。 

私立学校でも、かなりカウンセラーが実施されているというふうに思うんですけれども、

全体でどれぐらいの学校が実施しているのか、または、先ほど公立学校は週１回程度行っ

ているわけですけれども、どれぐらいの頻度で私立学校で行われているかがわかればお教

えいただきたいと思います。 

○髙橋会長 事務局、お願いします。 

○私学振興課長 私どもがつかんでおります数字としましては、経常費の特別補助の補助

実績ということになってしまうんですけれども、平成 26 年度の経常費の特別補助の補助実

績でいきますと、小学校では 21 校、中学校で 65 校、高等学校 139 校の計 225 校というこ

とになっておりまして、全体の校数の約５割ということになっております。 
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なお、中高一貫校などで１人のカウンセラーの方が中学校・高校の両方で生徒へのカウ

ンセリングを担当していらっしゃるような場合には、どちらか１校のみという実績となっ

ております。また、今ご説明しましたのは、あくまでも補助実績数でございまして、学校

で独自に配置しておられる場合には、その数値には含まれていないということになってお

ります。 

以上です。 

○髙橋会長 どうぞ島田委員。 

○島田委員 どれぐらいの頻度ということだったんですが、まだそこまでは把握していな

いんですね。 

公立学校のほうはかなり進んでいまして、私立においても、カウンセラーの配置を整備

促進することが大事だというふうに思っております。このたびはカウンセラーの要件を緩

和して、更にスクールカウンセラーを増やしていくというようなことである。このことに

ついては評価するところでございまして、進めていただきたいというふうに思います。 

私は、特に要件のところなんですけれども、今ここに書いてある臨床心理士さんだとか、

医師だとか、大学の先生方ということが中心の要件になっているわけなんですけれども、

更に要件を緩和すべきだと、公立学校のほうにも言っていた経緯があります。学校におけ

る相談業務は心の病の治療もありますが、特に重要なのは、問題発生の予防、成長発達の

指導でありまして、個別指導のみならず、時には学校教員や保護者と連携し、集団指導な

どもとりながら指導していくことが重要だと考えております。 

アメリカのスクールカウンセラーはガイダンスカウンセラーと呼ばれまして、臨床心理

士とは区別されて、多くの学校で活躍しています。このガイダンスカウンセラーは、日本

では関係機関で必要な講習を受けるなどしてガイダンスカウンセラーとして認定をして、

養成しているわけでありますけれども、これらのガイダンスカウンセラーと呼ばれる方々

は、準カウンセラーとしての扱いで、現状の要件には入っていないのが現状でございます。

東京は臨床心理士さんがかなり多くて、足りているというようなことでありますが、他県

では臨床心理士さん等が非常に不足しておりまして、準カウンセラーさんと呼ばれる方々

がかなり活躍して、今他県では実績があるところでございますので、今回はこれで一歩進

んだということでよろしいかと思いますが、更に補助単価が 40 万ということで、これもも

う少し拡充したほうがいいかと思いますが、要件の緩和も含めまして、今後検討していた

だきたい。そのような意見を申し述べさせていただきまして、質問を終わりたいと思いま
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す。 

○髙橋会長 今の点について、答弁はよろしいですか。 

○島田委員 はい。 

○髙橋会長 それではほかに。小竹委員どうぞ。 

○小竹委員 私もスクールカウンセラーの配置について、要件を緩和するということは非

常に評価をしております。配置が更に進んでいくように望んで質問をさせていただきたい

んですが、平成 16 年（2004 年）から実施されて約 10 年になりますけれども、この間、

2014 年は先ほどご報告をいただいたように、対象校 475 校に対して 225 校で 47.4％という

ことで、補助単価は年間 40 万円というふうになっていますけれども、16 年からどのよう

に配置する学校が増えていったのかということと、単価がどのように変化してきたのか、

その点について、まずお伺いしたいと思います。 

○髙橋会長 事務局、答弁願います。 

○私学振興課長 今のご質問で、まずスクールカウンセラーの実施校の推移ということで

ございますけれども、先ほど申しましたとおり、私どもの経常費の補助実績ということに

なってしまいますけれども、16 年度の制度導入のときは、高校が 73 校、中学校で 24 校、

小学校で４校の合計で 101 校でございました。 

続きまして、５年後、平成 20 年度になりますと、こちらが高校で 108 校、中学校で 48

校、小学校で７校の計 163 校に増えまして、現在 26 年度では、先ほど申し上げましたとお

り、全体で 225 校まで拡大してきたというところでございます。なお、補助単価につきま

しては、平成 16 年度制度導入以来、１校当たり 40 万円で変化はございません。 

○髙橋会長 小竹委員。 

○小竹委員 設置校は年々増えているということを今お伺いしたわけですけれども、カウ

ンセラーを配置している学校にちょっとお話を伺ったんですけれども、今、人間関係をつ

くれない子どもたちが増えているということや、いろんな問題を抱えている子どもたちも

増えていて、支援を必要とする子どもたちが増えているという状況の中では、スクールカ

ウンセラーの役割というのが非常に大きく求められているというお話を伺いました。すべ

ての子どもたち一人一人の教育ニーズに応えるという点で、その学校は手厚く取り組んで

いるというお話だったんですが、ある学校は、常勤でスクールカウンセラーを置いておら

れて、特に心理的、また教育的に配慮を必要とする子どもたちの情報を先生方が共有する。

そしてカウンセラーの方がカウンセリングをやって、その情報を担任の先生だけじゃなく
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て、全体で共有をして子どもたちに当たっていくというふうなお話を伺って、すごいなと

いうふうに思ったんですが、特に生活面だとか、学習面で苦手意識をなくすということに

よって、自己肯定感が非常に高まっているというお話を伺いました。それからまた、最近

では発達障害のある子どもさんたちが増えてきているという点で、高校生ですから、かな

り自己意識も強いという中では、子どもの状況に合わせて、小中学校とは違った形で可能

な支援をやっていくという点でも、カウンセラーの果たす役割が非常に大きいというお話

を伺って、私も大事なことだなというふうに思ったわけです。 

対象要件は今回拡充されたので、それは評価をしたいというふうには思うんですけれど

も、補助単価のほうが 10 年間 40 万円ということで、常勤で置いている学校の場合には、

教員の枠を超えて学校側が努力しておられるというお話を伺いました。そういう点では、

私立学校の負担を軽減するという点でも、補助単価を引き上げていく必要があるんじゃな

いかなというふうに思っています。 

先ほど公立学校の問題も出されましたけれども、東京都の教育委員会は、区市町村立の

学校に対しても、それから都立学校に対しても、１週間に１日ということで、１日のお支

払いをしている金額は４万 4,000 円、35 週分で年間 154 万円出しているということなんで

すね。せめて公立の半分というのが私学助成の基準ですから、相対の問題もあるんですけ

れども、促進するという意味では、補助単価もぜひ公立並みになるような形での引き上げ

が必要なのではないかなというふうに思っています。 

私立学校に通っている子どもたちの教育を受ける権利という点からも、この分野を充実

させるのと同時に、私学助成の総枠を、昨年も言いましたけれども、拡大することも併せ

て充実が必要なのではないかなというふうに思って、提起をしたいというふうに思います。

これは要望しておきます。 

引き続いて満３才児保育の受け入れの問題で、これも先ほどから要望が強いということ

で伺って、私も大事なことだなというふうに思っているんですが、昨年の審議会でも３才

児の就園促進補助制度について伺いましたけれども、これは平成８年（1996 年）から実施

されていますけれども、先ほど９割以上の園が実施しているということでお伺いしたんで

すが、補助単価と実施園がどういうふうに変化してきたのか、この点についてお伺いした

いのと、満３才児を受け入れる園に対する補助単価や体制などは、どういうふうに検討さ

れているのか、併せてお答えいただければと思います。 

○髙橋会長 事務局、お願いします。 
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○私学振興課長 まず、３才児就園のほうでございますけれども、先ほどのスクールカウ

ンセラーと同様の年度比較で大変恐縮なのですが、平成 16 年度の時点では、３才児就園の

実施をされている園数は 431 園でございました。そちらが平成 20 年度には、455 園に増え

ておりまして、26 年度には 520 園ということで着実に増えております。補助単価につきま

しては当初から変わらず、年間１人当たり 3,000 円ということで、これは変わっておりま

せん。 

それから、満３才児保育のほうの補助額につきましては、現在検討中でございますけれ

ども、こちらについては、制度を導入することについての促進策、インセンティブという

ことで考えておりますので、園児の数ということではなくて、まず制度を導入していただ

き募集をしていただいて、園児を一人でも受け入れていただいた園に対して一定額を補助

させていただくということで検討しているところでございます。 

以上です。 

○髙橋会長 小竹委員。 

○小竹委員 520 園というと、もう 99％ぐらいの園が３才児保育をやっているという、３

才児保育についていえば、私立幼稚園で成り立っているような感じだというふうに私も受

け止めております。３才児の保育という点でいうと、最近おむつがとれていない子どもた

ちが多くなって、ものすごく大変だというふうに伺っております。義務教育の標準でいっ

たら、幼稚園は１クラス 35 人以下ということで、その場合に先生１人を配置するというこ

とになっているわけですけれども、本当に１人で３才児を、おむつの取れていないお子さ

んを対応するというのはとても大変だというふうに思うんですね。幼稚園のほうでは、多

くの幼稚園が１クラスの人数を少なくしたり、それから補助教員を付けたりしているとい

うふうにお話を伺っているんですが、小学校の１年生も 35 人学級になっているわけですか

ら、そういう点では、幼稚園の場合にも、35 人という国の基準そのものを変えてもらうよ

うな働きかけをしていかなければいけないのではないかなというふうに思っています。 

ちなみに、今度新制度ができたわけですけれども、保育園についていえば、東京都の条

例でも３才児については 20 人に１人というふうになっていますから、そのぐらいの人数で

３才児の受け入れができるようにすべきではないかなということと、今回満３才児という

ことになると、実際には保育園だったら２才児クラスになるわけですよね。そういう点で

言うと、２才児の子どもたちを預かれるような体制の充実が必要かなというふうに思って

います。東京都の都条例でも保育園の２才児保育についていえば、子ども６人に対して１
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人の保育士というふうになっていますから、そういう受け入れができるような状況にすべ

きなのではないかというふうに思います。それを私立幼稚園全部に負担をかけてしまうと

いう点は、大変な問題だというふうに思いますので、そういう点でも補助の充実が必要か

なというふうに思います。 

満３才児を受け入れている幼稚園の先生から、たまたまお話を伺うことができたんです

けれども、満３才になるから、３才になって預かるのにおいて、ほとんどおむつはとれて

いない。３才でもあるわけですけれども、幼稚園に来たときに親から離れるのが大変で泣

いたりして手がかかるということと、それから、幼稚園になれるまでに相当な時間がかか

るというふうなお話を伺いました。やっとなれたと思ったら、また違う満３才の子どもが

来て、集団が大変な状況になるというお話も伺ったんですが、そういう点では、新しい子

どもを迎えてなかなか落ち着かない、そういう状況で子どもを預かっているのがこれでい

いのかなというふうな思いもしながら、幼稚園の先生たちは努力しておられるということ

で、肉体的にも精神的にも本当に大変な状況に置かれているんですというお話を伺ったと

ころです。 

そういう点では、先ほども申し上げましたけれども、働いている幼稚園の先生たちが誇

りをもって働けるようにするという点でも、補助の単価や体制について十分配慮をしてい

ただきたいということを要望しておきます。併せて、国に対しても、幼稚園教諭の配置の

基準の見直しを求めていくべきではないかなというふうに思いますので、この点について

も要望しておきます。 

以上です。 

○髙橋会長 ほかにどなたかご意見、ご質問ありますか。近藤委員どうぞ。 

○近藤会長代理 近藤ですけれども、スクールカウンセラーの件で、今小竹委員のほうか

らお話がありましたけれども、ひとつ確認しておきたいのは、カウンセラーというのは、

先ほどは学校の先生たちがカウンセラーからその子の状況を聞いて、みんなでどういうふ

うにしていくかということを言ったんですけれども、カウンセラーというのは、守秘義務

があるはずなんですね。私もカウンセラーにつかえたことが何十年とありますけれども。

ですから、そこで、要するにカウンセラーの役割と、それから教育相談体制を充実すると

いうことはちょっと別個の――別個というか、連携はしているんですよ。でも、一緒にし

てしまうと、何でもカウンセラー中心でできるというふうに思うのは、僕はちょっと違う

のかなと。 
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現場を抱えている者としては、先生たちがやらなければいけない役割というのがあるは

ずなんです。いじめの問題にしても、あるいは人とのかかわり方にしても、担任がいて、

学年主任がいて、教頭がいて、校長がいて、その人たちが責任をもって果たさなければい

けない生徒に対する教育相談体制とか、役割というのはあると思うんです。それとは別に、

カウンセラーというのが配置されているということはすばらしいことだと思うんです。た

だ、この内容については、間違いないと思いますけれども、守秘義務がありますから、誰

にも話してはいけないんです。 

例えば、うちは女子校ですけれども、カウンセリングといいましても、ある意味、お医

者さんに行ったほうがいいんじゃないかと勧めなければいけない場合もカウンセラーはあ

ります。それとともに、自分が性的被害を被ったことを相談しますね。それを人に言われ

たらたまったもんじゃないわけですね。カウンセラーも専門分野がやはりあるんですね。

ですから、例えば、そういう性的被害の場合には、いわゆる少年センターにいるカウンセ

ラーなんですけれども、そういうことを専門にやった人たちのところに行くように仕向け

るとか、そういう役割はあると思うんです。そこの相談体制とカウンセラーの役割という

のは、ある意味明確にしておいたほうがいいと思います。 

それから、今回の変更点については、皆さんがおっしゃっているように単価を増やすと

か、あるいは要件を緩和していくということについては、現場ではいろんな問題があるわ

けですから、それに対応できる人たちに来ていただいてやるのが一番いいと思うので、こ

れは賛成です。ただ、魔法の何かみたいに、カウンセラーを増やせば全部学校教育がよく

なるというのは、大きな間違いです。それよりも先生たちの役割というものも十分考えな

ければいけないのではないかというふうに思っています。 

以上です。 

○髙橋会長 ほかにどなたか、ご意見、ご質問ございますか。 

それでは、大体意見が出尽くしたように思われますので、答申についてのとりまとめに

入らせていただきたいと思います。 

議論の過程から、大筋につきましてはご理解いただいたと思いますので、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、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○髙橋会長 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たいと思います。 
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それでは、事務局には答申書の作成をお願いしたいと思います。 

委員の皆様は、そのまま自席でしばらくお待ちいただきたいと思います。 

（答申書の写し配布） 

○髙橋会長 ただいま答申書（写し）をお手元にお配りいたしました。 

それでは、先ほど審議して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

ら局長にお渡しをしたいと思います。 

それでは、私のほうから読み上げさせていただきます。 

平成２７年５月２０日 

  東京都知事 

  舛 添 要 一 様 

東京都私立学校助成審議会 

 会 長 髙 橋 信 行 

   平成２７年度私立学校経常費補助金の配分について（答申） 

平成２７年５月１３日付２７生私振第２４９号により 

諮問のあった平成２７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。 

よろしくお願いします。 

（答申書手交） 

○髙橋会長 ここで小林生活文化局長からご挨拶がございます。 

○生活文化局長 平成 27 年度の私立学校経常費補助金につきまして、ただいま髙橋会長よ

り答申をいただきました。委員の皆様方には、お忙しい中、長時間にわたりますご審議を

賜わりまして誠にありがとうございました。 

 ただいまいただいた答申によりまして、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。 

髙橋会長はじめ、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

ご協力を賜わ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。 

ありがとうございました。 

○髙橋会長 どうもありがとうございました。 
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 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、議事録のと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思

います。 

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 4 時 37 分閉会 


