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午後３時00分開会 

○私学部長 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28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、私学部長の加藤でございます。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、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、慣例により私が会の進行を務めさせていただきます。 

 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」に従いまして、議事の進行を妨げることのないよう

お願いいたします。 

 では、まず、最初に配付資料の確認をさせていただきます。 

○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。 

 座席表がございまして、そのほかに７点ございます。 

 まず、審議会の次第、次に諮問文の写し、それから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27年度私立学校助成予算の執行状況」、報告

事項資料２「平成28年度私立学校助成予算一覧」、参考資料１「東京都私立学校助成審議会

条例他関係資料」、参考資料２は本審議会委員の皆様の名簿でございます。 

 以上、７点のご確認をよろしくお願い申し上げます。 

○私学部長 それでは、続きまして、本日の出席委員数について事務局より報告願います。 

○私学振興課長 出席委員数について、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。 

○私学部長 次に、委員の皆様方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、都議会議員の委員の方は平成27年11月から、学識経験の委

員の方及び私学関係の委員の方は本年５月からの任期となっております。 

 それでは、お手元にお配りしております委員名簿の記載順にご紹介を申し上げます。 

 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。 
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 都議会議員の植木こうじ委員でございます。 

 都議会議員の島田幸成委員でございます。 

 前株式会社ナイスク顧問の髙橋信行委員でございます。 

 ジャーナリストの岩田三代委員でございます。 

 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。 

 朝日新聞社論説・編集委員の氏岡真弓委員でございます。 

 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。 

 工学院大学附属中学高等学校校長の平方邦行委員でございます。 

 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、都議会議員の鈴木隆道委員は、本日ご都合により欠席されております。 

 続きまして、都側の出席者をご紹介いたします。 

 多羅尾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。 

 吉原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。 

 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。 

 続きまして、ここで当審議会の会長をお選びいただきたいと思います。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項によりまして、会長は委員の互選とす

ると定められております。どなたかご推薦をいただきたいと存じますが、いかがでしょうか。 

 近藤委員、お願いします。 

○近藤委員 私学振興、私学行政に造詣の深い髙橋信行委員を本審議会の会長に推薦をした

いと思います。 

○私学部長 ありがとうございます。ただいま、近藤委員から髙橋委員をご推薦したいとい

うご提案をいただきましたが、いかがでございましょうか。 

（「異議なし」と声あり） 
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○私学部長 それでは、髙橋委員が会長に選任されました。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。 

 会長、どうぞお席のほうにお移りください。 

（髙橋委員 会長席へ移動） 

○髙橋会長 ただいま会長にご選出いただきました髙橋でございます。会長就任に当たり、

一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 

 東京都の私立学校は、東京の教育をリードする質の高い教育をこれまでも行ってきており、

東京の公教育において大きな役割を果たしていると思います。本審議会は、その私立学校へ

の補助金の配分方針の基本方針や、私立学校の振興助成に関する重要事項について審議する

ものであり、その役割は極めて重要であると認識しております。 

 皆様のご協力を得まして、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ので、どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、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思います。 

 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

おりますので、僭越でございますが、私から指名させていただきたいと思います。 

 会長代理は、近藤委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○髙橋会長 ありがとうございました。それでは、近藤委員よろしくお願いいたします。 

（近藤委員 会長代理席へ移動） 

○髙橋会長 それでは、近藤委員からご挨拶がございます。 

○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思いますので、どうぞよろしくお願いたします。 

○髙橋会長 ありがとうございました。 

 それでは、多羅尾生活文化局長からご挨拶がありますので、よろしくお願いします。 

○多羅尾生活文化局長 生活文化局長の多羅尾でございます。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ます。 

 髙橋会長を初め、委員の皆様方にはご多用中にもかかわらず、当審議会にご出席いただき

ましてまことに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格別のご理解

とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 
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 さて、都は平成28年度の予算を『世界一の都市』の実現に向けた取り組みを加速化、深化

させ、力強く前進させる予算と位置づけまして、2020年とその先の将来像の実現に向けて積

極果敢な施策展開を図るべく、一般会計総額では７兆円を超える予算を編成いたしました。 

 こうした中で、私学助成につきましても、都議会のご理解も得て、総額で1,751億円を確

保し、基幹的補助である経常費補助を増額いたしました。 

 さらに、私立学校が英語科教員を海外研修に派遣するための費用を支援するなど、新たな

事業も予算化し、私立学校振興施策のさらなる充実に努めております。 

 本日は、私立学校の振興施策の基幹となる平成28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、答申を賜りたいと存じております。 

 配分方針における変更点は、いずれも特別補助で３点ございます。 

 １点目は、中学校及び高等学校において外国語科教員海外派遣研修制度の構築等を支援す

るため、「外国語科教員海外派遣研修制度整備促進補助」を新設するものでございます。 

 ２点目は、高等学校の生徒が海外留学中の保護者負担軽減の取り組みを促進するため、

「海外留学制度整備促進補助」に授業料減免に対する補助を加えるものでございます。 

 ３点目は、幼稚園のきめ細かな教育活動をより一層推進するため、「ティーム保育推進補

助」を拡充するものでございます。 

 委員の皆様方には、ぜひとも活発なご議論をいただきますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 申し遅れましたが、このたび髙橋会長におかれましては、栄えある瑞宝小綬章を受章され

ました。誠におめでとうございます。 

 以上、簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。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28年５月12日付で知事から「平成28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

付していると思います。諮問本題につきましては、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。報告事項でございます「平成27年度私
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立学校助成予算の執行状況について」及び「平成28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、事務局から説明をお願いします。 

○私学振興課長 それでは、報告事項につきまして説明させていただきます。大変恐れ入り

ますが、ここからは着席して説明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。お手元の報告事項資料の１、「平成27年度私立学校助

成予算の執行状況」をご覧いただきたいと思います。 

 平成27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、おおむねその性格ごとに

「経常費補助」、「保護者負担軽減」、「団体補助等」という３つの区分で３ページにわた

りまして記載してございます。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、決算値として確定した数値では

ないことをご了承願いたいと思います。 

 それでは、まず１ページ目の上半分に記載しております経常費補助についてご説明いたし

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とおり、議決予算額は1,153億6,900万余円でしたが、幼稚園につ

きまして昨年度から開始された「子ども・子育て支援新制度」に移行した園が予算積算時の

予定数より減少したことに伴いまして、経常費の対象となる園が増加したため、後ほど説明

いたします新制度関係の補助から６億8,000万余円の使途変更を行っております。 

 これに加え、予算執行に当たり、経常費補助の中で学校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いて授業料・納付金などの評価項目

で評価減が出たことにより、執行残が見込まれた一方、高等学校では生徒数が予算積算時よ

りも増加したこと、幼稚園も前述のとおり予算積算時よりも園数が増加したことなどがあり、

中学校及び小学校から使途変更を行っております。 

 以上の使途変更を反映した経常費全体の執行率は、小計欄の一番右にありますとおり

99.6％となっております。 

 次に、１ページ目下段の「保護者負担軽減」でございますが、項目７から16まで10項目ご
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ざいます。合計額ですが、一番下の小計欄のとおり、議決予算額は351億余円、執行率は

81.6％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番の「私立高等学校等就学支援金」で57億4,500

万余円、13番の「私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助」で４億3,200万余円となっ

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も少なかったこ

と等によるものでございます。 

 次に、２ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらが、「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」以外の補助を一覧にしておりま

すが、17番から40番まで24項目ございます。 

 合計額につきましては、３ページ目をご覧ください。下から２段目、小計欄にありますと

おり、使途変更後の予算現額250億9,300万余円に対し、執行率は74.7％となっております。

63億円ほどの残額が生じておりますが、主なものとしてまず１ページお戻りいただいて２

ページ目の中ほど、23番の「私立学校安全対策促進事業費補助」でございます。こちらは、

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

改築工事の一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、45億5,000万余

円の残額が生じたものでございます。 

 さらに３ページ目、33番の「私立幼稚園等施設型給付費負担金」、36番の「認定こども園

新制度移行支援特別補助」でございますが、これらはいずれも先ほど経常費のところでご説

明した「子ども・子育て支援新制度」の開始に伴いまして、27年度予算から新設したもので

す。新制度に移行した幼稚園、認定こども園を対象とするものでございますが、先ほどご説

明申し上げましたとおり、新制度に移行した園が予算を積算したときよりも少なくなったこ

とから、経常費補助に使途変更を行いました。変更後においても、それぞれ３億円強の残額

が生じております。 

 以上、平成27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ページの一番下の総計欄にございますとおり、全

体で執行率92.5％となっているところでございます。 

 以上が、執行状況の報告でございます。 

 続きまして、報告事項のイ、報告資料２、「平成28年度私立学校助成予算」についてご説

明いたします。１ページから５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
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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。項目番号１番から４番までの高校、

中学、小学校、幼稚園の経常費補助は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しているものでございます。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

つい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しまして標準

的運営費を算出し、同じくその２分の１を補助額として予算を計上しております。 

 １ページ目、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1,154億

1,300万余円で、前年度対比で18億円強、率にして1.6％の増となっております。 

 次に、２ページ目をご覧ください。「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

番の「私立高等学校等特別奨学金補助」、８番の「私立高等学校等就学支援金」、そして13

番の「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、この保護者負担軽減

の総額の94％を占めております。 

 保護者負担軽減に関する予算額は、一番下の段の小計欄にございますように321億1,200万

余円で、対前年度比8.5％の減となっております。予算減となりましたのは、項目番号８番

の私立高等学校等就学支援金につきまして、26年度の新入生から年次進行で導入されており

ます所得制限が、３年目となる今年度から全学年を対象となるために、支給対象となる生徒

が減少します結果、35億余円の減が生じたことが要因でございます。 

 続きまして、３ページをご覧ください。ここからは、「団体補助等」でございます。項目

番号17番から最後５ページの41番まで、全部で25の事業がございます。 

 まず、３ページにお戻りいただいて、下から２段目、項目番号24番の「私立学校安全対策

促進事業費補助」ですが、こちらは平成26年12月に策定されました「東京都長期ビジョン」

を踏まえまして、耐震化を促進するための予算を引き続き措置しております。 
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 次に、４ページ目をお開きください。項目番号27番の「私立学校省エネ設備等導入事業費

補助」です。こちらは平成27年度までモデル事業として実施してきましたが、CO2削減に一

定の効果が確認できたため今年度から本格実施といたします。これに伴いまして、複数回の

補助を受けることが可能になりますほか、補助対象経費の下限を撤廃し、上限を2,000万円

から3,000万円に引き上げるなど、私立学校の皆様が取り組みやすい制度といたしました。 

 さらに、32番の「私立学校外国語科教員海外派遣研修事業費補助」につきましては28年度

からの新規事業でございまして、後ほど審議事項のところで説明いたします補助金の配分方

針の変更点と関連するものでございます。世界で活躍するグローバル人材の育成のため、生

徒と直に接する教員自身の国際感覚の醸成及び生徒に対する外国語の指導力の向上を目的と

いたしまして、外国語（英語）科の教員を海外研修に派遣する中学校及び高等学校に対し、

その経費の一部を補助するもので、約２億円の予算を計上しております。 

 以上、団体補助等の区分では、最後の５ページ目の表の下から２段目、小計欄にございま

すとおり、予算額は257億1,000万余円となりまして、6,000万円ほどの減となっております。 

 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、５ページの最後の合計

欄のとおり、私学助成予算の合計は1,751億1,000万余円で、平成27年度当初予算額と比較い

たしますと11億2,000万余円、率にいたしまして0.6％の減となっております。 

 以上をもちまして、平成27年度の執行状況及び平成28年度の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 どうもありがとうございました。 

 ただいま報告は終わりましたので、これからご質問などがありましたらご発言をお願いし

たいと存じます。 

 では、植木委員どうぞ。 

○植木委員 少し質問させていただきます。 

 しばらくぶりに審議会に戻ってきまして、まだ不勉強なところはありますけれども、東京

の私学の実態というのはなかなか全国的に見ても、量的にも質的にも非常に重要視されてお

られると思います。それで、私学関係者の皆様や生活文化局が努力をしてここまで拡充をさ

れてきたわけですけれども、公私間格差の解消のための経常費補助のさらなる拡充、それか

ら保護者負担軽減等々について一層進めていく必要があると思います。 

 今日は、私立学校に通う生徒の保護者負担の実態について少し質問をさせていただきたい
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と思います。先ほども言いましたように、他県と比べても私学に通う生徒さんの数が非常に

多いだけに、所得の低い方から一定の所得の方まで多数存在されているだけに、公私格差の

解消に向けての取り組みが本当に重要になってきていると思います。 

 そこで伺いますけれども、まず東京都が実施している保護者負担の軽減事業について総体

的に改めて教えていただけたらと思います。 

○髙橋会長 それでは、事務局のほうからお答え願います。 

○私学振興課長 大変恐縮ですが、座ったままでご説明させていただきます。 

 都が実施している保護者負担軽減事業、主に私立高校生を対象ということでございますけ

れども、保護者を対象に実施しているものといたしましては就学支援金、特別奨学金、それ

から奨学給付金がございます。その他、学校を対象に実施しているものといたしましては経

常費補助金の授業料の減免補助がございますほか、貸し付けでございますが、育英資金の制

度もございます。 

○髙橋会長 どうぞ、植木委員。 

○植木委員 失礼しました。高校の保護者の負担の軽減問題で、今さまざまな事業を充実さ

せてきたというお話でしたけれども、改めて伺いたいのですが、都内の私立高等学校に通う

生徒の保護者が負担している学費、授業料や入学金、施設費、その他の納付金などについて

総額をお示しいただきたいと思います。これから数字が幾つか出てくるので、まずその点だ

け先にお願いします。 

○髙橋会長 では、事務局お願いします。 

○私学振興課長 まず、平成27年度の都内の全日制の高等学校の学費の平均総額ということ

で申し上げますと、89万8,785円となっております。 

○髙橋会長 植木委員、どうぞ。 

○植木委員 89万余円ということのご説明をいただきました。それで、これが国及び都の保

護者負担軽減事業の一つのモデル世帯というか、平均的な補助額を差し引いた１年間の保護

者の実質的な負担額がどのようになっているのか、所得別に生活保護、250万円以下、350万

円以下、590万円以下とか、その辺でまずお示し願いたいと思います。 

○髙橋会長 それでは、事務局お願いします。 

○私学振興課長 東京都の補助につきましては、就学支援金、特別奨学金によりまして、生

活保護世帯の授業料をまず実質的に無料にするという考え方で軽減の事業を実施していると
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ころです。今ございました国及び都の保護者負担の軽減事業のモデル世帯の補助額を先ほど

の平均総額から差し引きまして１年間の保護者の実質的な負担相当額を算出いたしますと、

昨年度27年度の１年生、２年生の場合ということでございますが、保護者の実質的な負担は

生活保護世帯ですと41万4,185円、年収250万円以下の世帯ですと47万1,985円、年収350万円

以下の世帯でございますと53万1,585円で、年収590万円以下の世帯となりますと61万6,185

円となっております。 

○髙橋会長 植木委員、どうぞ。 

○植木委員 ありがとうございます。今、お示しいただいた１年間の保護者負担相当額につ

いて平均的なモデルをご示しいただきました。生活保護世帯で41万ということになりますと、

なかなか大変だと思います。350万円以下でも、それぞれ一定の負担額だということがわか

りました。 

 それで、これがどういう程度なのかということはなかなかわかりにくいので、お隣の埼玉

県の授業料軽減補助の通知というものを見させていただいて私なりに比較をしてみました。

そうしましたら、お隣の埼玉県では平均総額が都内の平均総額89万8,785万円に対して81万

7,444円ということで約８万円の差があるということがわかりました。同時に、それぞれの

所得ごとにも調べてみました。生活保護と年収250万円以下が同等の金額で、保護者の負担

の相当額が14万2,444円ということで、東京都の250万円と比べますと埼玉の約3.3倍が東京

都ということになりました。350万円で比べますと、350万円も同じく14万2,444円というこ

とで3.7倍に広がっているということがわかりました。それから、500万から590万円のとこ

ろで見ますと埼玉が46万7,444円で、これは都内が61万6,185円ということですから埼玉の約

1.3倍となっております。 

 それで、文科省の資料とこれを見比べますと初年度の話ですが、埼玉のほうに入学金とい

うのが10万円入っているということです。それにしても、大分開きがあるというふうに私は

見ました。 

 一つ一つの細かい数字はともかくとして、こういう傾向が都内の保護者の負担にあるとい

うことについては承知をされていると思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○髙橋会長 事務局のほうからお答え願います。 

○私学振興課長 東京都としての保護者の負担軽減の考え方ということでございましょうけ

れども、東京都といたしましてはこれまでも私立高校に対しまして全国でも高い水準となっ
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ております経常費補助を通じまして授業料や施設費等学校納付金の抑制に努めてきていると

ころでございます。 

 加えまして、国の就学支援金や都の特別奨学金によりまして授業料の保護者負担軽減を

図っているほか、育英資金や入学支度金の貸し付け、奨学給付金によりまして、授業料以外

の教育費負担についても軽減を図っているところでございます。 

 都といたしましては、こうした幅広い施策を総合的に活用いたしまして保護者負担の軽減

に努めておりまして、今後もこの考え方に基づき、適切に実施していきたいと思っておりま

す。 

 また、埼玉県との比較ということでございますが、埼玉県におきます経常費補助、一般補

助ですが、生徒の一人当たりの単価は、実は平成26年度におきましては25万4,760円でござ

いまして、全国47都道府県中47位ということになっておりますのに対し、東京都のほうは35

万9,694円で全国でも３位の金額でございます。 

 保護者負担の軽減策につきましては、各都道府県それぞれの考え方に基づきまして実施さ

れておりまして、私学助成が充実しているかどうかにつきましては一部の補助金額を比べる

のではなくて、私学助成全体を通じて判断されるべきことなのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○髙橋会長 植木委員、どうぞ。 

○植木委員 もちろん、私学助成全体を見て評価するということは当然なのですけれども、

それにしても保護者負担という点では、そういう状況です。経常費については、東京都は努

力されてきた。しかし、一層の充実がずっと叫ばれております。 

 ちなみに、では埼玉県だけなのか。それぞれの地方によっていろいろあるだろうと思うの

ですけれども、文科省の資料に基づいて見てみました。文科省の資料は１年前の資料ですの

で若干の違いはあると思うのですけれども、大阪、京都について試算をしてみました。 

 大阪では、生活保護世帯で保護者の入学にかかわる負担の額は、250万円の所得の方まで

19万705円、590万までは20万4,437円でした。 

 京都府では、250万円の所得まで自己負担額が９万3,105円、500万までが15万8,737円、

590万になると少し上がりまして58万537円ということで、確かにそれぞれ自治体では私学の

成り立ちや私学の学校数、保護者の人数が大きく違いますので単純にはいかないと思うので

すけれども、こういう傾向があるということは、私は文科省の資料に基づいて言えると思い
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ます。 

 ちなみに、全体として低所得者の範囲で行って、生活保護世帯で10万円以下の自治体が京

都を含めて６府県であるということもわかりました。 

 そういう意味で、総合的に評価するということは当然なのですけれども、やはり今日は保

護者の負担額についての立場から物を考え、調べてみたわけですが、そういう意味で学費関

係、それから入学金という考え方は今、東京都にはないわけなのですけれども、そういうも

のも含めて低所得者への支援充実をして、私学で学びたいという希望を持ちながら経済的理

由で就学困難にならないような努力をすることを求めております。 

 いずれにいたしましても、私学助成の重要性から鑑み、今後も公私の格差の解消、負担の

軽減に一層努力しなければならないと思いますので、そういう意味での保護者の負担の軽減

についてご努力をお願いしたいと思います。 

○髙橋会長 ほかにご質問等ございませんでしょうか。 

 岩田委員、お願いします。 

○岩田委員 初めてなものですから教えていただきたいのですけれども、28年度予算の２

ページの８番、これは前年度に比べてマイナス15％という予算を組んでいらっしゃるのです

が、所得制限の部分が変わったということをおっしゃっていたと思うのですが、それをもう

一回ご説明いただけたらと思います。 

 もう一つは、27年度のほうの１ページの支援金、ナンバー８ですけれども、これは執行率

75.5で、執行額が28年度の予算よりも低い数字です。同じようなことは、14番のところも執

行率が非常に低いのですが、前年度の執行額というものは新年度の予算編成のときにはどの

ように参考にして考えておつくりになっていらっしゃるのか。その２点を確認させていただ

けますか。 

○髙橋会長 事務局の方、お願いします。 

○私学振興課長 ２点、ご質問をいただきました。 

 まず１つ目、予算のほうで資料の８番、私立高等学校等就学支援金の増減率がマイナス

15％、予算額総額で35億円の減となった理由でございます。就学支援金は平成25年度までは

私立学校の生徒について所得制限なしで全員に対して一定額、11万8,800円が支給されてお

りましたけれども、26年度から所得制限が導入されまして、所得が910万円以上の世帯の生

徒についてはこの支援金の対象外となりました。 
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 それで、この所得制限は26年度に１年生として入学した生徒さん、新入生から１年ずつ年

次進行で実施されておりまして、ちょうど28年になりますと３年目でございますので、この

３年目の今年度からは、去年までは３年生には所得制限がなかったのですが、ことしからは

１年から３年までの全部の学年で所得制限の対象となることになりました。そういったこと

もございまして、支給対象となる生徒分を計算して予算に計上した結果、35億円のマイナス

が生じたということでございます。 

 続きまして、執行残と翌年度の予算の関係でございます。当然、私どもも執行の残額等々

をよくよく勘案いたしまして無駄のないように予算を積んでいくわけではございますけれど

も、例えば学年ごとの人数の違いでありますとか、学校によりまして例えば今年は補助をす

るけれども、来年は補助をしないですとか、そういった年度ごとの違いもございまして、予

算のほうはまず来年の見込み、実績のほうを勘案して予算要求をするという状況でございま

す。 

 ですので、前年度に余って低かったからといって次の年度は抑えるということではなくて、

その年度、年度で必要な額について精査をいたしまして予算を編成しているところでござい

ます。以上でございます。 

○髙橋会長 岩田委員、どうぞ。 

○岩田委員 先ほど、27年度の執行状況のときに対象数の減少が理由であったと伺ったので

すが、少子化ですのでそれほど生徒が増えるということも考えられない中で、対象数が減っ

て執行状況がこうであったということであれば、今年度のマイナス15％は先ほどのお話です

と、前年の執行の減った理由というのは勘案しないで所得制限のお話でということだったも

のですから、本来ならばもちろん年度によって前年の執行が低かったので落とすということ

はできないと思うのですけれども、少しこの辺りの執行状況などもきちんと踏まえた上で、

より実数に近いものを考えてするようにしたほうがいいのか。そうすると、マイナス15％よ

りもう少し減るのかということも思ったものですから。 

○髙橋会長 事務局、どうですか。 

○私学振興課長 ご意見ありがとうございます。 

 実は、27年度の残額が出てしまった理由の一つに実績減というものがありまして、実績減

というのは生徒の数というよりも、実際に生徒さんの世帯の所得の見込みがもう少し低い

方々が多いのではないかということで見込んだのですが、実際に調べてみると保護者の方の
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所得が高くて、保護者の所得が高くなると補助金が低くなります。そういった関係もありま

して、予算を安全なほうで見ますので、その関係で差が出たというのもあります。 

 この点はつけ加えさせていただきますけれども、ご意見も頂戴いたしまして、今後も引き

続ききちんと精査をして適正な予算を計上できるようにしてまいりたいと思います。ありが

とうございました。 

○髙橋会長 ほかに質問事項等ございますか。よろしいですか。 

 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す。 

 続きまして、審議事項に移らせていただきます。「平成28年度私立学校経常費補助金の配

分方針について」を議題といたします。事務局から、内容について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。 

 お手元にございます諮問文の表紙をおめくりいただきまして、別紙の「平成28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。 

 このページの下のところ概観図をお示ししておりますけれども、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・幼稚園の学校種ごとに学校割、学級割、教職員割及び生徒割の４つの区分の補助単価を

設定いたしまして、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いたしま

していくつかの評価項目を設けて、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というものを設けておりますが、これにつきましては後ほど

説明をさせていただきます。 

 次に特別補助ですが、こちらは特定の施策を推進、実施するための配分でございまして、

各学校の取り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しておりますと

おり、高校、中学、小学校で７項目、幼稚園も７項目の事項につきまして実績に即して配分

していくこととしております。 
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 なお、下線部分につきましては今回変更する部分でございまして、後ほど詳しく説明をい

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校種ごとに説明させていただき

ます。別添資料、「審議事項参考資料」と右側に書いております「学校種別配分方法」をご

覧いただきたいと思います。 

 まず１ページ目、「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」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するこ

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。 

 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、先ほど触れましたとおり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て一定の評価基準を設けて、是正すべき点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して、具体的

には１ページおめくりいただきまして２ページに表として載せてあるとおりでございます。 

 続きまして、２ページの表の下から３ページにかけまして記載があります（２）の「特別

補助」でございます。こちらは冒頭に触れましたとおり、単に機械的に補助金を基礎数値に

基づいて配分するだけではなく、各学校における取り組みを促したい事項についてプラスの

配分をするものでございます。 

 アの「授業料減免制度」から順次説明を記載しておりますけれども、28年度の対象項目は

全部で７項目となっております。 

 ページを進んでいただきまして、３ページ目の下の（３）のところには経常費補助の対象

経費を記載させていただいております。 

 次に、４ページ目の（４）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するものでございます。 

 続きまして４ページ目の中段、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。こちらも、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

ますけれども、学校割の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、こちら
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は（１）に記載の表のとおりになっております。 

 また、「特別補助」につきましては、高等学校に適用されるもの全てが中学校、高校に適

用されるのではなくて、（２）に記載のあるものにのみ適用ということになっております。 

 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ページ目に記載

しております「評価係数」の配点に若干の違いがございますけれども、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ページの下から記載があります（２）の「特別補助」では、アの「地域教育事

業」、６ページ目のウの「３才児就園促進」、エの「満３才児受入れ」、オの「ティーム保

育推進」、キの「保育体験の受入れ」の各補助が、高校、中学、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、今回お諮りいたします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。先

ほどの諮問文の別紙資料をおめくりいただいて、こちらの３番「配分における平成28年度の

変更点」をご覧いただきたいと思います。今回お諮りする変更点は、特別補助に関する項目、

３点となっております。 

 まず、第１点目といたしまして、「国際化推進補助」に「外国語科教員海外派遣研修制度

整備促進補助」を創設するものです。こちらは、高等学校及び中学校を対象とするものでご

ざいます。先ほどご説明いたしましたとおり、28年度予算におきまして外国語（英語）科の

教員を海外研修に派遣する費用の一部を補助する事業を新設いたしました。 

 今回の変更は、この派遣費用に対する補助に加えまして、海外派遣研修制度の維持に要す

る事務経費の一部を支援することで、各学校における外国語科教員の海外派遣研修制度の創

設及び拡充を促進することをねらいとするものでございます。 

 補助の要件といたしましては原則８週間程度で、学校の職務として派遣され、かつ、英語

を母語または公用語とする国に派遣する研修制度をつくっていただくことを予定しておりま

す。 

 次に第２点目でございますが、同じく「国際化推進補助」の「海外留学制度整備促進補

助」の拡充でございまして、こちらは高等学校を対象とするものでございます。都は、平成

25年度から高校生の長期の海外留学を支援する「私立高等学校海外留学推進補助」を実施し

ますとともに、経常費の特別補助として「国際化推進補助」に「海外留学制度整備促進補
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助」を創設いたしまして、各学校における長期の海外留学制度の創設及び拡充を促進してき

たところでございます。 

 これに加えまして、海外留学中の保護者の負担軽減を図るために、各学校が海外留学中の

生徒の授業料を減免する制度を設けて、授業料の減免を実施した場合にその減免額の一部を

補助することといたします。本特別補助につきましては、28年度の取り組みに対して補助を

実施することになりますので、実際には29年度の配分から反映されることになります。 

 最後に３ページ目、第３点目といたしまして幼稚園を対象とする「ティーム保育推進補

助」の拡充でございます。本補助は、ティーム保育など多様な指導方法を展開してきめ細か

な学習指導の工夫改善を図ることを促進するために平成14年度から実施してまいりました。

各園での実施率は８割を超えておりまして、きめ細かな指導等による教育活動の充実が図ら

れてきたところではございますが、近年は園児一人一人の特性に応じた教育が求められると

ともに、特別な支援を必要とする園児がふえるなど、より一層きめ細やかな対応へのニーズ

が高まっているところでございます。 

 昨年度から開始されました「子ども・子育て支援新制度」に移行した園は、経常費補助で

はなく施設型給付費の対象となっているところですが、こちらの給付費につきまして国にお

いても移行園における幼児教育の質の向上を図るために大規模園に対する公定価格の「チー

ム保育加配加算」の加算人数を今年度から増やしております。これらを踏まえまして、平成

28年度から本補助の単価を増額いたしまして、きめ細やかな学習指導の工夫改善を促進して

まいりたいと思っております。 

 多岐にわたりまして駆け足での説明となりましたが、諮問内容につきましては以上でござ

います。 

○髙橋会長 どうもありがとうございました。 

 説明は終わりました。ご意見、あるいはご質問などがございましたら発言をお願いしたいと

思います。 

 高椙委員、どうぞ。 

○高椙委員 委員の高椙健一でございます。私からは、今回の変更点である国際化推進補助に

関連して質問をさせていただきます。 

 近年、我が国ではグローバル化が進展しており、次代を担う中学生や高校生が広い視野と豊

かな国際感覚を持てるよう、都としてもグローバル人材の育成を進めていくことが大変重要で
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あります。特に、2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会を４年後に控えた今こそが、

学校におけるグローバル教育を加速させ、生徒の国際理解を深め、人材育成を図る絶好の機会

であります。 

 東京の私立の中学校、高等学校では国際教育の必要性が強調されるようになる以前から、各

校において独自の国際教育に取り組んでおり、我々、都議会自民党もそのような私立学校の特

色ある取り組みを支援するよう強く訴えてまいりました。 

 そこで、お伺いしたいと思います。都において、現在実施されている私立学校に対するグ

ローバル人材育成のための支援策について、確認をさせていただきたいと思います。 

○髙橋会長 それでは、事務局お願いします。 

○私学振興課長 現在、都において実施されている私立学校に対するグローバル人材育成のた

めの支援策ということでございますが、都は平成25年度に生徒の長期間の海外留学を促進する

ために「私立高等学校海外留学推進補助」を新設いたしております。 

 また、語学指導等を行う外国青年招致事業、いわゆるJETプログラムですが、こちらを活用

する中学校、高等学校を対象とする「私立学校外国語指導助手活用事業補助」を昨年度、平成

27年度から実施しております。 

 さらに、今年度から先ほどもご説明しましたけれども、中学校、高等学校を対象に英語科教

員を海外研修に派遣するための費用を支援する「外国語科教員海外派遣研修事業費補助」を開

始することとしております。以上でございます。 

○髙橋会長 どうぞ、高椙委員。 

○高椙委員 生徒や教員を対象とする支援策が、年々充実されていることを改めて確認できま

した。 

 この中で、私立高等学校海外留学推進補助は生徒の長期間の海外留学を対象に平成25年度か

ら開始されたとのことでございますが、本補助の創設により長期の海外留学に行きやすくなっ

たと考えます。 

 そこで、お伺いします。制度創設時から本補助を活用して留学した生徒がどれぐらいいるの

か、実績の推移を伺いたいと思います。 

○髙橋会長 事務局、お願いいたします。 

○私学振興課長 今お尋ねの私立高等学校海外留学推進補助は、学校が主催する海外留学プロ

グラムのうち、概ね３カ月以上の留学を対象にいたしまして、期間に応じた単価を設定して補
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助を行っているものでございます。 

 実績のお尋ねでございますが、制度を導入した平成25年度は40校、177人、翌年26年度は62

校、286人でございました。27年度は、より本補助を活用しやすい制度とするため、学校当た

りの補助限度額を引き上げたこともございまして、80校、410人となる見込みでございます。

以上でございます。 

○髙橋会長 どうぞ、高椙委員。 

○高椙委員 ありがとうございます。毎年度、確実に増えているところではございますが、さ

らなる促進を図るためには、海外留学中の生徒の保護者負担に配慮していく必要がございます。

海外留学中、留学先の学校と日本の在籍校の双方に、授業料を二重に支払うのは負担であると

の声があるのは、３月14日の都議会文教委員会でも都議会自民党の高木副委員長から指摘が

あったところでございます。 

 その質疑の中で、私立高校における海外留学期間中の授業料の取り扱いについては、免除や

減額をする場合、または通常どおりに徴収する場合など、学校によって様々であることが確認

されております。 

 私立学校においては、それぞれの経営方針に基づいて運営されているので様々であるという

のは理解いたしますが、今回、経常費の特別補助「海外留学制度整備促進補助」を拡充し、学

校が行う海外留学中の生徒の授業料減免に対する補助を実施することとしたのは、このような

保護者からの声を踏まえてのことだと思います。 

 そこで、お伺いします。これまでも、私立高校における長期の海外留学の取り組みを促進す

るため経常費の特別補助を実施してまいりましたが、その単価はいくらであるのか。また、今

回の拡充は学校が海外留学中の生徒の授業料の減免制度を設けることが前提となりますが、学

校の取り組みを促進するため、都はどのように取り組んでいくのか、あわせてお伺いしたいと

思います。 

○髙橋会長 事務局、お答えをお願いします。 

○私学振興課長 ２点のご質問ですが、まず、各校の海外留学の取り組みを促進するために長

期間の海外留学制度を整備している高等学校に対しましては、これまで１校につき40万円の補

助を行ってきたところでございます。 

 今回は、それに加えて学校が実施した海外留学中の生徒の授業料減免額の一部を補助するも

のでございます。拡充分につきましては平成28年度の実績に対して29年度に補助することにな
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りますので、本日の審議会でご了承がいただけましたら速やかに各学校に通知をしますととも

に、説明会などの機会を通じて周知を図って取り組みを促していこうと考えております。以上

でございます。 

○髙橋会長 高椙委員、どうぞ。 

○高椙委員 多くの保護者の要望に応えて、海外留学中の保護者負担を軽減し、一人でも多く

の高校生が長期の海外留学を体験できるよう、各学校に対して、海外留学中の授業料減免の実

施をしっかりと働きかけてもらいたいと思います。 

 また、同様に今年度、新設される「外国語科教員海外派遣研修制度整備促進補助」につきま

しても、より多くの学校で派遣が進みますよう、各学校に対する周知に努めることを要望して

質問を終わらせていただきます。 

○髙橋会長 ほかにございますか。 

 では、高倉委員どうぞ。 

○高倉委員 今、説明をいただいた特別補助の変更のうち、ティーム保育推進補助についてお

伺いをしておきたいと思います。 

 今、私立幼稚園ではきめ細かな指導というものを一生懸命されているということであると思

います。そうした中で、先ほど説明にもありましたけれども、ティーム保育推進については実

施率が８割を超えているということで、こうしたきめ細かな取り組みの中でも大変効果のある

取り組みではないかと思っております。 

 先ほどの説明では、このティーム保育推進補助については平成14年度から実施をされている

ということでありましたけれども、この補助の内容ですね。特に、どういった補助が対象にな

るのかについて要件をお伺いしておきたいと思います。 

○髙橋会長 事務局、お願いします。 

○私学振興課長 このティーム保育推進補助ですが、私立幼稚園でティーム保育など、多様な

指導方法を展開して、きめ細かな学習指導の工夫改善を図るための適切な教職員の配置がなさ

れている場合に、それを補助対象としております。 

 これは要件なのですけれども、具体的に申し上げますと、例えば一つの学級を複数の教員で

担当する複数担任制をとっていたり、特定の学級に属さない教員を置いて、活動内容に応じま

してその教員が必要な学級に入りまして担任を補佐するといったきめ細やかな対応を行ってい

るものに対して補助をいたしております。以上でございます。 
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○髙橋会長 どうぞ、高倉委員。 

○高倉委員 先ほどの説明の中で、国において平成27年度から実施された「子ども・子育て支

援新制度」のお話があったわけであります。大規模園に対して公定価格のチーム保育加配加算

が増額になったというお話であったと思います。この中身がよくわからないものですから、こ

の辺の内容と、そして今回、都のティーム保育推進補助を連動させたというのでしょうか。増

額しているということだと思いますけれども、その関係ですね。この考え方についてお伺いし

ておきたいと思います。 

○髙橋会長 事務局、お願いします。 

○私学振興課長 まず、平成27年度から開始された国の「子ども・子育て支援新制度」の公定

価格におけるチーム保育加配加算でございますけれども、これは、チーム保育を担当する教諭

等を配置する場合に必要な人件費を加算するというものでございまして、園の利用定員に応じ

て算定する人数の上限数が定められております。それで、国は平成28年度から定員が271人以

上のいわゆる大規模な園につきまして、その上限数を１人ないし２人増員いたしました。 

 今回の東京都の経常費の特別補助におきましては、平成14年度からこのティーム保育推進補

助は実施しているのですけれども、今回、国の公定価格の増とのバランスを考慮いたしまして

単価増を行うことといたしました。 

 ただ、より一層のきめ細かな対応を求められているのは大規模の園に限らないということか

ら、施設規模にかかわらず単価増を行うものでございます。以上でございます。 

○髙橋会長 高倉委員、どうぞ。 

○高倉委員 今、ご説明いただいて国とのバランス、それから大規模ということにとどまらず

対象とするというようなことで、大いに拡充が図られていくんじゃないかと思います。 

 今回、この補助単価を増額することによって大きな効果が期待されると思いますけれども、

このことについてお伺いしたいと思います。 

○髙橋会長 事務局のほうからどうぞ。 

○私学振興課長 既に８割以上の幼稚園がこのティーム保育推進補助の対象となっておりまし

て、きめ細かな指導等による教育活動の充実が図られてきたところではございますが、今回の

増額によりましてさらに職員配置の充実が図られて、さらなる園児一人一人に対するきめ細か

な対応が行われるものと考えてございます。以上です。 

○髙橋会長 高倉委員、どうぞ。 
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○高倉委員 冒頭にも申し上げましたけれども、今、本当にきめ細かな取り組みというのが大

変求められている状況もあると思いますし、大変それは効果があることだと思っております。 

 特に、少子化が進んでいる中で子供さんを取り巻く環境というのは大きく変わってきており

ますので、こうした取り組みは本当にこれから重要になってくると思います。今回の補助単価

の増額がさらに効果的なものになるように、そして教職員の加配が進んで、先ほどこれまで８

割の実施率というお話がありましたけれども、これがさらに高まっていくように、各幼稚園に

対しまして積極的な取り組みを促していただきたいと思います。以上でございます。 

○髙橋会長 ほかにいかがですか。 

 島田委員、どうぞ。 

○島田委員 今回のこの件に関しましては、意見を述べさせていただきたいと思います。 

 このたび、グローバル人材の育成というようなことで、英語の先生を海外に派遣したり、そ

うした場合の補助だとか、あるいは生徒が留学する場合にその学費を補助するというような制

度が拡充されまして、この件については大変この制度が充実されるということでいいかと思っ

ております。 

 そして、今後の課題と私は考えているんですけれども、今回この留学の生徒たちが行くのは

高校生を基本的には対象としていると思うのですが、今、恐らく各私立学校におきましては進

路などが高３ぐらいではあると思います。そうすると、こういう海外に行くのは例えば高校２

年生であるとか、高校１年生である。逆に、恐らく私立におきましては中学と高校と一体的に

こうしたグローバル人材の育成を行っていると考えますと、例えば中学３年生ぐらいでも海外

に行って海外の事情を勉強してくるというような学校も既にあろうかと思います。 

 これは予算などと絡みますので、今後の課題としましてこの留学制度は高校生を対象にして

いるわけでございますけれども、今後は例えば中学生も行けるようにしたらいいかと思いまし

て、その点については意見とさせていただきたいと思っておりますのが１点でございます。 

 そしてまた、今のグローバル人材の育成ということで海外に行く。これは、今このように充

実されて大変すばらしいわけでございますけれども、2020年には東京オリンピックがあって、

今、東京都もおもてなしというようなことで、あるいは海外の旅行者も多く今、日本に来てい

るというようなことで、恐らく今、東京の公立の中、高、小学校も含めてですが、今年度から

『Welcome to TOKYO』という教材をつくりました。これはベーシックだとか、それからエレメ

ンタリー、各レベルに合わせてそういう教材があって公立では使われているわけですけれども、
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これは東京の例えば文化だとか、観光名所だとか、あるいはおいしいものだとか、そういった

ものを紹介できるように教材として組まれているわけでございます。 

 こうした教材が東京の公立学校のほうでは今年度から使われるということで、これは私学で

すのでこれをやれということではないんですけれども、私立学校の中でも希望する学校があれ

ば、こうしたすばらしい教材が今年度から公立学校では使われます。『Welcome to TOKYO』と

いう英語の教材なのですが、そうしたことも今後の課題としておもてなしとか、あるいは海外

の留学制度の中で海外の生徒が日本に来るような、多分そういう交換留学をやっている学校も

多くあろうかと思いますので、そうしたときに使える具体的な教材としてこういうようなもの

も利用できるようにしたらいいのではないか。ますますグローバル人材が育成できるのではな

いかと思いまして、意見として申し述べまして終わらせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

○髙橋会長 ほかにいかがですか。 

 岩立委員、どうぞ。 

○岩立委員 私は、先ほどの高倉委員のご質問に関してもう一歩踏み込んだ意見といいますか、

今後の要望をちょっとお伝えしたいと思います。 

 ティーム保育推進補助の増額をしたということでは、そのエビデンスとなる根拠が実施率は

８割を超えたということなのですけれども、実施率が８割を超えたことがイコールきめ細やか

な指導等による教育活動の充実が図られたという質的な向上につながったのか。人手が増えた

ことは確かなのですけれども、ティーム保育というのは非常に難しいので、お互いそれぞれが

得意分野を持って生かしつつやっていくのにはかなりの力量を要することだと思うんです。 

 ですから、量的拡大というのは基本的に重要なことで、そのものに対しては非常に有効だと

思うんですけれども、もう一歩深めた施策が必要で、そこへの予算配分が必要かと思っていま

す。例えば、非常に有効なティーム保育の事例集をつくって、それを用いて、例えば都私幼連

や検証をやる団体と連携して研修を行う。 

 国のほうも、そういったティーム・ティーチングに予算をつけると同時に研修を強めている

と思うんですね。研修とか第三者評価についても国は予算配分をして高めていこうとしていま

すので、量的拡充とともに質的な向上策にも今後予算を配分して、今も非常に豊かなものが行

われているとは思うんですけれども、より一層、それを確かなものにしていくことが必要なの

ではないかと思いました。以上です。 
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○髙橋会長 植木委員、どうぞ。 

○植木委員 今回、新たに３つの諮問が出されて、それぞれ非常に重要な内容だと思います。

海外研修、それから留学生への保護者負担の軽減、そしてティーム保育と、それぞれが重要だ

と思うのですけれども、特に海外研修や保護者負担の軽減等について、学校現場の先生方と懇

談を重ねていろいろ事情を聞いておられると思うのですが、今回新たに改善されたほかにもい

ろいろご意見が出ているのかどうか、あるいは出ていないのかどうか、その点だけ、ちょっと

教えていただけたらと思います。 

○髙橋会長 事務局のほうから、何かありますか。 

○私学振興課長 今回の３点の変更点のうち、国際化推進補助についてということでございま

すが、こちらにつきましてもこれまでも様々なご意見を頂戴しておりまして、それを一つずつ、

例えば昨年度、学校ごとの上限額を変えるなど、意見を踏まえながら改善をしているところで

ございます。今回はこういった改善でございますけれども、また今後も学校現場や私学団体の

皆様のご意見などを伺いながら検討をしていくことになろうかと考えております。 

○髙橋会長 どうぞ、植木委員。 

○植木委員 後ほどでもいいんですけれども、どんな意見が出ていたのか教えていただけたら

と思います。 

 今回、ティーム保育の充実の問題について１～２点質問させていただきたいと思います。先

ほど来、私立幼稚園の担う役割が量的にも非常に大きいというお話がありまして、国のほうで

補助単価が拡充されて、それに伴って東京都のほうでも加算をされた。こういうお話で、先ほ

どちょっと説明があったかと思っているのですけれども、国のほうは271名以上についての補

助単価の加算というお話でしたが、東京都の場合は全部を単価増にしたということでよろしい

のでしょうか。 

○髙橋会長 事務局のほうからご説明をお願いします。 

○私学振興課長 そのとおりでございます。東京都の場合は、より一層きめ細かな対応を求め

られているのは大規模園に限ったことではないという認識から、都は施設規模にかかわらずに

単価増を行わせていただきたいと考えております。以上です。 

○植木委員 昨年の審議会で、私ども共産党の小竹委員も発言して要求していたことが前進

したということで非常にいいことなのですが、単価増をされたばかりでさらに言うのはどう

かと思うのですけれども、幼稚園の教育課題や保育の課題、さまざまな課題や役割がふえて
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きて今回このようになったということは大変いいことだと思うのですが、先ほど量的な面と

質的な面というお話もありましたけれども、やはり配置基準ということについて今後も考え

ていかなければいけない時期に来ているのかと思います。 

 国に対しての幼稚園教諭の配置基準の見直しを求めたらいいのではないかという意見も出

ておりますし、幼稚園は１クラス35人以下ということで加配が今後いろいろあったりするわ

けですけれども、一方で保育という意味合いがどういうふうになってくるのかということも

あると思うのですが、都条例でいえば３歳児は子供20人に対して保育士１人と保育のほうで

はなっていて、２歳児保育でいえば子供６人に保育士１人となっている。発達障害などの軽

度の障害と思われる子供さんの増加であるとか、３年保育などでおむつもとれない子供がい

るとか、いろいろなことできめ細かな学習改善の必要性から出たと思うのですけれども、や

はりこのように配置基準なども考えていくと、教育という面でどういう基準がいいのかとい

うのは量質ともに改めて考える時期にきている。先ほども言ったとおりなのですけれども、

そうなってきていると思います。 

 保育士のほうでは保育士確保や給与の引き上げ問題が社会問題になっているのはご承知の

とおりでありますし、幼稚園の先生についても確保、定着、増員のためのさらなる努力も必

要かと私どもは思っているのですけれども、そういう意味で国の基準はそう簡単に変わるわ

けではないとは思うのですが、やはり都として幼稚園のほうで全面的に努力するといっても

財源の限りもありますし、そうした新たな考え方や実情の考え方を今後も視野に入れてみた

場合に、今後の課題として充実の必要性があるかと私は思うのですけれども、その点につい

ていかがでしょうか。 

○髙橋会長 事務局のほうからお願いします。 

○私学振興課長 今、ご意見をいただきましたとおり、経常費の特別補助単価増についてで

ございますけれども、こちらにつきましては経済状況等、今後の状況ですとか各幼稚園さん、

保護者の方、それぞれ皆様からの要望、必要性等に応じて検討をしていくことになるかと考

えております。 

○髙橋会長 植木委員、どうぞ。 

○植木委員 ぜひ、新しい角度としてそのような新しい私立幼稚園のニーズや内容、質、そ

ういうものを加味して、今後の検討課題として視野に入れていただきたいということを要望

しておきます。 
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○髙橋会長 ほかにご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 それでは、野田委員どうぞ。 

○野田委員 今回、特別補助として３項目ありまして、２、３が拡充で、１が新設というこ

とだと思うのですが、この１の申請されるものにつきましてもある程度の継続性が取り組み

として必要だと思うのです。 

 こういった場合に、ある程度中長期の見込みをもっておられるものなのか。素人的な質問

で申しわけないのですが、そこを教えていただけますでしょうか。 

○髙橋会長 事務局のほうからお願いします。 

○私学振興課長 こちらの特別補助の前提となっております補助金につきましては、特段３

年間とか５年間とか年度を限った予算のつけ方はしておりません。グローバル化を東京都と

して進めていきますので、今後の状況、実績等を見ながら引き続き進めていくことになるか

と考えております。 

 それに連動して、今回のこの特別補助も前提となる補助がある限り行っていくことになる

かと考えております。 

○髙橋会長 よろしいですか。 

○野田委員 はい。 

○髙橋会長 ほかにはいかがですか。どうぞ。 

○近藤会長代理 私の意見というか、考え方なのですけれども、この会は私立学校の助成審

議会ですね。そういう意味で、確かに保護者の立場から言うといわゆる受益者負担の部分が

減るというのはすばらしいことなのですが、先ほど植木委員のほうからもご発言がありまし

たけれども、埼玉との比較とか、あるいは大阪との比較というのは数字的にはそのとおりな

のですが、その背景としては、埼玉は簡単に言うと、ある部分、経常費は我々学校に対する

助成金を減らして直接助成しているだけなのです。そこで差が出てきている。 

 大阪もそうですね。大阪も、私立学校については58万でしたか。要するに、維持費とか授

業料を入れた58万という上限を決めて、それ以上授業料をとっているところはそのシステム

には入れない。簡単に言うと、それ以上の授業料をとっているところで、例えば500万以下

の生徒がその学校を選んで入学してもその子には補助金は出ないということですから、極め

てシステム的には自由でないんです。私立学校というのは自由であることが原点ですから、

そういう意味で私立学校のいわゆる上限を決めたり、あるいは私立学校に対する助成金を減
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らして個人に増やしている。これは、つけかえの部分です。 

 学校というのは、当然ご承知のように地面があり、建物があり、そこに働く先生たちがあ

り、そういうものがどうしても必要だから、多分基幹的な形で私立学校振興助成法というも

のをつくって、いわゆる補助金は学校に渡すけれども、その中でその目的としては父母負担

で、学校が安定していることですという形で３つの目的があるわけです。その中で、行われ

なければいけないということだけは押さえておかなければいけないと思います。 

 大阪の場合には、極めて私はパフォーマンスだと思います。どなたかということは言いま

せんが、最初に府知事になった方が、なった途端に私立学校の補助金を小学校は31％、中学

校は25％、高校は11％にいきなり減らしたんです。その結果、翌年、私立学校は大阪の50％

の学校が授業料を上げざるを得なかった。上げたら今度は生徒が入れないということで、公

立の定員を1,000人ふやした。そういう中で、大批判を受けたんです。 

 その中で、国の基金を使って何百名以下はただにするというシステムをつくったのですけ

れど、授業料を言うとおりにしない。58万円以上とっているところは入れないということで、

私は極めて偏っていると思うので、そこの部分だけはちょっと押さえておいて比較をしてい

ただければと思います。なかなかわかりにくいところなのですけれども、以上です。 

○髙橋会長 どうもありがとうございます。 

 吉田委員、どうぞ。 

○吉田委員 時間が過ぎてしまって申し訳ございませんけれども、先ほど来、野田委員から

もグローバルの問題等を含めて非常に重要なものである、また、植木委員からも私学の意見

等を聞いているのかというお話がございましたが、実は昨年のJETプログラムの採用、これ

も全国の都道府県で東京都が初めてでございました。 

 特に東京都の場合は、２分の１の部分についても全て教育委員会と同等に東京都で出して

いただける。380万円の費用のうちの全てが東京都によって支給されたことによって、現在

私立学校で約160名、JETのALTの先生方を採用させていただきました。これによってどうい

う現象が起きたかというと、今年度からおかげさまで今までなかった他県においてもやっと

10県それができるようになりました。 

 ただ、それも全額というところが８割方で、やはり３分の１とか４分の１は私立学校が負

担しろというところが出てきているくらいで、東京都が恵まれているというのは事実だった

のですが、さらに今回、我々はこのグローバル化社会の中で必要な教職員の研修ということ



 28 

を含めて先生方にお願いしたところ、先生方のほうから教員の海外派遣を昨年から教育委員

会のほうが既にやっているということもありまして実現していただくことができました。 

 そういう意味では、東京都のグローバル化社会に対する今の新しい教育に対するご理解と

いうのは、私は非常に深いものがあると思って、私立学校全体としては大変感謝していると

ころでございます。 

 そういう中でも、さらに先ほど授業料の問題等もございましたが、これも難しい問題があ

るんです。ただ、実際に実は今、円安という一つの大きな壁もございます。実際に海外の

我々が姉妹校としているような学校というのは、どうしても私学同士ということになると年

間授業料だけでも500万などというところもあるわけですから、そういうところが実際に交

換留学制度で授業料をただにしてくれていれば助かるのですが、あちらもやはり３カ月、６

カ月とはいえワンタームの授業料を払う云々とやれば、一人の負担が都から補助をいただい

ても100万円を超してしまうとか、そういう状況もあるものですから、最近ちょっと厳しく

なってきています。 

 ただ、そういう中では、やはり私立学校がそれぞれ生徒を海外に出したい。高校時代に留

学を経験した子は、ほとんどの子が大学に行って留学しております。今、文部科学省で行わ

れている「トビタテ！ 留学」のプログラムにしても、ほとんどが高校時代に最低でも２～

３週間、長い子は３カ月、６カ月行った子は必ず行っているという状況がありますので、東

京都の私学に対して行っていただいているこういった研修授業というのは大変ありがたいも

のですし、私立学校としても生徒たちを行かせるために少しでも授業料を減らしたいとか、

そういう努力をしていることも事実だと思いますので、ぜひその辺のところをご理解いただ

きましてさらなる拡充をお願いしたいと思っております。 

 また、これからの社会において、実は今回も我々は外国語教員だけに本当は絞りたくない

のです。今、イマージョン教育とか新しい教育が始まってきていますし、英語で授業を教え

るということも出てきているわけですので、生徒には高い英語力を求めるのに、理科の先生、

社会の先生、国語の先生だったら英語は要らないのか。これは、私は文科省に今、言ってい

る最中なのですけれども、国のほうでも変えていただきたいと思っておりますが、ぜひとも

そういった意味ではもっと枠を広げて、一人でも多くの教員もグローバルになって、グロー

バルな子供たちを育てて、そしてこの21世紀の日本のリーダーになってもらえる。そういう

教育を私立学校は先導的にやらせていただいているという実態があることを一応ご説明させ
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ていただくとともに、御礼を申し上げたいと思います。 

 時間が過ぎているところで申し訳ございませんが、ご意見とさせていただきます。 

○髙橋会長 それでは、時間も大分たっておりますし、また、大体意見も出尽くしたように

思いますので、答申の取りまとめに入らせていただきます。 

 議論の過程から、大筋においてはいろいろ先生方からそれぞれの項目についてご意見が出

ておりましたけれども、この諮問の議題については大体ご理解をいただいているというふう

に私も理解しますので、諮問どおり配分して差し支えないという旨で答申をしたいと思いま

すが、よろしいですか。 

（「異議なし」と声あり） 

○髙橋会長 それでは、知事の諮問のとおり配分することが適当であるということで答申を

したいと思います。 

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

く自席お待ちいただきたいと思います。 

（答申書配付） 

○髙橋会長 ただいま答申書をお手元にお配りしていただいておりますが、皆さん回りまし

たでしょうか。よろしいですか。 

 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

お渡しをすることにいたしたいと思います。 

 それでは、読み上げさせていただきます。 

 

平成28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  高橋 信行 

平成28年度私立学校経常費補助金の配分について（答申） 

 平成28年５月12日付28生私振第248号により諮問のあった平成28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 
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  知事の諮問のとおり配分することが適当である。 

 

 以上でございます。 

（会長より局長へ答申書の手交） 

○髙橋会長 それでは、ここで多羅尾生活文化局長からご挨拶がございます。 

○多羅尾生活文化局長 平成28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

より知事にかわりまして答申を頂戴いたしました。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した。 

 ただいまいただいた答申により、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。髙橋会長を初め、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りますようお願いを申し上げまして、挨拶とかえさせていただ

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。 

 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、大変お疲れ様でございました。 

 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43分閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 


