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                午前10時06分開会 

○私学部長 お待たせいたしました。定刻を若干過ぎましたので、ただいまから、平成18年

度第１回東京都私立学校助成審議会を開会いたします。 

 私は、私学部長の新行内でございます。よろしくお願いいたします。 

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

びいただくまでの間、私が会の進行を務めさせていただきたいと存じます。 

 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にお願いいたします。 

 それでは、当審議会の開会要件であります定足数について、事務局からご報告申し上げ

ます。 

○私学振興課長 私学振興課長の渡邊でございます。よろしくお願いいたします。 

 定足数についてご報告申し上げます。本日は、15名の委員のうち12名の委員が出席して

おります。東京都私立学校助成審議会条例第７条第１項に定められております定足数に達

しておりますので、本日の審議会は有効に成立していることをご報告いたします。 

○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。 

 昨年の審議会以降、各委員の変更がありまして、都議会議員の委員の方々は平成17年10

月から、学識経験者及び私学関係者の委員の方々は平成18年５月からの任期となっており

ます。 

 それでは、ご紹介いたします。 

 都議会議員の坂本たけし委員でございます。 

 都議会議員の石森たかゆき委員でございます。 

 都議会議員の増子博樹委員でございます。 

 都議会議員の高倉良生委員でございます。 

 財団法人東京都弘済会理事長の木宮進委員でございます。 

 東京女学館大学副学長の天野正子委員でございます。 

 日本経済新聞社論説委員の柴崎信三委員でございます。 

 学校法人八雲学園理事長の近藤彰郎委員でございます。 

 学校法人富士見丘学園理事長の吉田晋委員でございます。 

 学校法人東京成徳大学中学・高等学校校長の木内秀樹委員でございます。 
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 学校法人啓明学園理事長の平野吉三委員でございます。 

 学校法人みなと幼稚園理事長の北條泰雅委員でございます。 

 なお、都議会議員のたぞえ民夫委員、明治大学商学部教授の西野萬里委員、弁護士の鬼

丸かおる委員におかれましては、本日はご都合により欠席されております。 

 以上で委員の方々のご紹介を終わらせていただきます。 

 続きまして、都側の出席者を紹介させていただきます。 

 山内生活文化局長でございます。 

 渡邊私学振興課長でございます。 

 鳥田私学行政課長でございます。 

 白石指導担当副参事でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ここで、当審議会の会長をお選びいただきたいと思います。 

 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、

会長は委員の互選により選出と定められております。会長を決めるまでの間、会議を運営

していただく座長を選出していただきたいと存じますが、いかがいたしましょうか。 

              （「事務局一任」の声あり） 

○私学部長 ただいま「事務局一任」という発言をいただきましたが、よろしゅうござい

ますでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○私学部長 それでは、僣越でございますが、座長を近藤彰郎委員にお願いしたいと存じ

ますが、いかがでございましょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○私学部長 それでは、近藤委員、よろしくお願いいたします。 

              （近藤委員、座長席へ移動） 

○近藤座長 皆さん、おはようございます。ただいま座長にご指名をいただきました近藤

でございます。会長選出までの間、よろしくご協力をお願いしたいと思います。 

 本審議会におきましては、会長の選任は互選となっておりますので、どなたかをご推薦

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

              （「座長一任」の声あり） 

○近藤座長 ありがとうございます。「座長一任」とのご発言がありましたが、よろしい
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でしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○近藤座長 それでは、私からご提案を申し上げたいと思います。 

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

すが、いかがでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○近藤座長 それでは、木宮委員、よろしくお願いをいたします。 

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

 ご協力ありがとうございました。 

              （木宮委員、会長席へ移動） 

              （近藤委員、自席へ移動） 

○木宮会長 ただいま会長にご指名をいただきました木宮でございます。浅学非才でござ

いますけれども、せっかくのご指名でございますので、お引き受けをさせていただきたい

と存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 本審議会は、経常費補助金に関する配分の基本方針や私立学校の振興助成に関する重要

事項について審議をすることになっております。皆様ご案内のように、東京都におきまし

ては、私立学校が占める割合が非常に高く、その意味でも、本審議会の役割は極めて重要

であると認識しております。皆様のご協力をいただきまして、東京都の補助金が有効に活

用され、私立学校の振興に役立ちますように審議を進めてまいりたいと存じます。よろし

くご協力のほどをお願い申し上げます。 

 それでは、座って進行させていただきます。 

 早速ですけれども、会長代理の選任に入らせていただきたいと存じます。 

 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。私のほうから指名させていただきたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。 

 会長代理につきましては、近藤委員にお願いをいたしたいと存じます。 

 お願いできますでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○木宮会長 ありがとうございました。 

 それでは、近藤委員、よろしくお願い申し上げます。 

             （近藤委員、会長代理席へ移動） 
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○木宮会長 それでは、近藤委員からご挨拶をいただけますでしょうか。 

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

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

○木宮会長 ありがとうございました。 

 それでは、山内生活文化局長からご挨拶がございます。よろしくお願いいたします。 

○生活文化局長 生活文化局長の山内でございます。東京都私立学校助成審議会の開催に

当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 委員の皆様方には、ご多用中にもかかわらず当審議会にご出席をいただきまして誠にあ

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つきまして格別のご理解、

ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、近年、社会経済状況の大きな変化に伴いまして、あらゆる分野で改革が推し進め

られているところでございます。教育の分野におきましても、教育基本法改正案が今週か

ら国会で審議されております。その改正案の中に、私学教育の振興を、国及び地方公共団

体の責務として位置づける規定が新たに盛り込まれております。 

 また、本格的な少子高齢社会を迎えまして、保護者の就労の有無にかかわらず、小学校

就学前の子どもの教育や保育に関する多様な需要に適切に応えるため、いわゆる認定こど

も園制度を新設する法案についても国会で審議されております。都におきましても、今後、

法の施行に向けた準備を関係局と進めていかなければならないと考えております。 

 一方、学校現場に目を転じてみますと、生徒が減少する中で、校内における事故発生率

は年々増加傾向にありまして、中でも生徒の死亡理由の半数以上が心臓系疾患となってお

ります。こうしたことを受けて、本日の審議会の中でも、生徒の安全の向上のための取組

みについてお諮りすることとしております。 

 このように、教育をめぐる社会環境の急激な変化がありますが、このような中で公教育

において私学の果たす役割は非常に大きなものがあると考えております。都民からも大変

厚い信頼と期待が寄せられているところでございます。公教育を担う私立学校のさらなる

発展に向けた取組みに大いに期待しつつ、東京都といたしましても、厳しい財政状況では

ありますが、私立学校の振興に引き続き努めてまいりたいと考えております。 

 本日は、この私立学校の振興施策の基幹となる平成18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ます。そしてまた、答申を賜りたいと存じております。 

 簡単ではございますが、開催に当たりまして、一言ご挨拶とさせていただきました。 
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 どうぞよろしくお願いいたします。 

○木宮会長 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、知事から、「平成18年度私立学校経常費補助金の

配分方針について」の諮問がございますので、お願いいたします。 

 山内局長、お願いします。 

○生活文化局長 「東京都私立学校助成審議会『平成18年度私立学校経常費補助金を別紙 

のとおり配分することについて、東京都私立学校教育助成条例第３条第３項の規定により、 

諮問する。』平成18年５月19日。東京都知事 石原慎太郎」。代読 生活文化局長。 

 よろしくお願いいたします。 

                 （諮問文手交） 

○木内会長 ただいま山内局長より諮問を承りました。 

 これより議事に入らせていただきたいと存じます。 

 冒頭に私学部長から申し上げましたとおり、傍聴に当たりまして、「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

ないように、傍聴人の方にお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、報告事項でございます「平成17年度私立学校助成予算の執行状況について」

及び「平成18年度私立学校助成予算について」を一括して事務局よりご報告をお願いした

いと存じます。その上で審議事項に入っていきたいと考えておりますのでよろしくお願い

いたします。 

 それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

○私学振興課長 誠に恐れ入りますが、着席して説明させていただきますことをお許しい

ただきたいと存じます。 

 はじめに、お手元の資料を確認させていただきたいと存じます。 

 資料１は、審議会次第でございます。資料２は、「平成18年度東京都私立学校助成審議

会」という表題の白い冊子でございます。資料３は、Ａ４判１枚の「平成18年度私立学校

経常費補助金配分方針（変更点）」という資料でございます。資料４は、東京都私立学校

教育助成条例等の規程関係の資料でございます。最後の資料５は、「東京都の私学行政 

平成18（2006）年」というブルーの冊子でございます。以上、５点のご確認をお願いいた

したいと思います。よろしゅうございましょうか。 

 それでは、白い表紙の冊子、資料２に基づきまして、報告事項１のご説明をさせていた
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だきます。 

 ８ページをお開きいただきたいと存じます。「平成17年度私立学校助成予算の執行状

況」でございます。平成17年度に執行いたしました私立学校助成事業につきまして、表側

の一番左側にありますように、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２ページにわたって記載しております。表頭

にありますとおり、それぞれ「当初予算額」、「使途変更額」、「予算現額」、「執行

額」、「残額」、「執行率」の順に数値を記載してございますが、まだ正式に確定した数

値ではないことをご了解いただきたいと存じます。 

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

幹的補助でございます。ナンバー１から６までの小計欄にありますように、当初予算額は

1,039億2,800万余円、予算現額は1,039億1,000万円弱、執行率は表の一番右のＤ／Ｃ欄に

ありますように、99.9％となっております。この経常費補助のうち、１～４までの高・

中・小学校、幼稚園を見ますと、２番の中学校と３番の小学校の執行残が大きくなってお

り、中学から高校に１億3,200万円、中学・小学校から幼稚園に計４億400万円が使途変更

されています。この小・中学校の執行残の主な要因は、ともに授業料納付金の水準などの

評価項目で評価減が出ていることが大きな要素となっております。逆に、１番目の高等学

校では、予算の積算時よりもマイナス評価を受ける学校が少なかったために補助実績が増

えたこと、また、４番目の幼稚園では、教職員数や園児数が予算の積算時よりも増加し、

補助実績が増えたことなどがありまして、これらに対応する必要がありましたことから、

前述の中学校と小学校から使途変更を行ったものでございます。 

 ５番目の「私立盲・ろう・養護学校等経常費補助」につきましては、対象園児の実績増

に対応するため、実績減により執行残となっておりました９ページ18番の「産業・理科教

育施設設備整備費補助」から2,200万余円を使途変更させていただきました。 

 次に、８ページ下段の「保護者負担軽減」関係では、７番から12番まで６項目ございま

す。一番下の小計欄にありますように、当初予算額が75億3,000万余円、予算現額が75億2,

800万余円で、執行率は96.2％でございます。このうち８番の「私立高等学校定時制教育

振興費補助」におきましては、対象生徒数の実績増による経費増に対応するため、次の９

ページ中段にあります22番の「私立学校教育振興資金融資利子補給」におきまして、想定

した金利よりも市中金利が低かったことなどによる実績残から60万円を使途変更したもの

でございます。 
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 引き続きまして９ページをご覧ください。表側の区分欄に「団体補助等」としてござい

ますが、ここには、先の経常費補助及び保護者負担軽減関係以外の補助を一覧にしてござ

います。13番から29番まで17項目ございますが、26番の「私立学校施設環境整備事業費補

助」につきましては、全国的な社会問題となりましたアスベストにつきまして、私立学校

におきましても緊急かつ集中的に対策を講じる必要がございましたため、平成17年度の補

正予算で計上させていただいたものでございます。これを除く当初予算で計上された16項

目の合計は、９ページ下から２段目の小計欄の上のほうに記載されております117億4,800

万余円でございました。これに補正予算で計上された額を加えますと、その下に記載され

ておりますとおり、118億5,100万余円となっております。 

 Ｂの使途変更額欄以降は、補正予算額を含めた額となっておりまして、予算現額が118

億7,100万余円で、執行率は96.1％でございます。このうち一番上の13番の「私立幼稚園

教育振興事業費補助」の執行残は実績の減によるものでございますが、関連の14番の「私

立幼稚園障害児教育事業費補助」及び27番の「私立幼稚園預かり保育推進補助」の実績増

に対応するため、所要額を使途変更いたしました。 

 また、16番の「私立専修学校障害児（者）教育事業費補助」の実績増には、８ページ10

番の「私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助」からの使途変更で対応させていただ

いております。 

 さらに、耐震補強工事等に対する経費の一部を補助する25番の「私立学校安全対策促進

事業費補助」と、先ほどご説明させていただきましたアスベスト対策の26番の「私立学校

施設環境整備事業費補助」につきましては、予算を大幅に上回る申請がございました。こ

れにつきましては、児童・生徒の安全確保を重視いたしまして、実績減により執行残とな

っておりました８ページ６番の「私立通信制高等学校経常費補助」より使途変更させてい

ただきました。 

 以上、平成17年度の私立学校助成予算の執行状況につきましては、一部やむを得ない事

情により執行率が低いものもございますけれども、総体といたしましては執行率99.3％と

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

す。 

 続きまして、報告事項２の「平成18年度私立学校助成予算」についてご説明させていた

だきます。資料は、10ページから13ページにかけて、先ほどと同様の区分で一覧にしてご

ざいます。額の大きなものなどを中心にご説明させていただきます。 
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 まず、10ページに記載の「経常費補助」のうち１番から４番までの高・中・小・幼稚園

の経常費補助金につきましては、先ほども触れさせていただきましたように、私学助成の

太宗を占めますことから、当審議会におきまして、毎年度、その配分方針についてお諮り

することとなっているものでございます。 

 １番の「私立高等学校経常費補助」から３番の「私立小学校経常費補助」までは、基本

的に、公立学校の決算値を基礎に学校として必要な標準的運営費を算出し、その２分の１

を補助額として予算を計上しております。これは、私立学校といえども公立学校と同様に

都民の公教育を担っておりますことから、公私間で一定のバランスをもって公費負担をし

ていくべきとの考え方に立っているものでございます。 

 なお、４番の「私立幼稚園経常費補助」につきましては、標準となるべき公立幼稚園が

極めて少ないという実情を踏まえまして、学校法人立幼稚園の決算値と公立教員に適用さ

れている給料表をもとに標準的運営費を算出し、同じくその２分の１を補助額として予算

計上しております。 

 表の中段にございますように、高・中・小・幼稚園の合計予算額は1,046億8,068万余円

で、前年度対比で1.5％、約15億円の増となっております。これは、公立の決算値に基づ

く標準的運営費が増加したことのほか、学種によっては、園児数や教職員数などの基礎数

値が増えたことなどもその増加要因となっております。 

 次に、11ページは、左側の表側にありますように、「保護者負担軽減」に関する事業で

ございます。内容、規模等につきましては、それぞれ右側の概要欄に記載のとおりでござ

いますが、ここでは、９番の「私立高等学校等授業料軽減補助」と10番の「私立幼稚園等

園児保護者負担軽減事業費補助」が大半を占めております。 

 最下段の小計欄にありますように77億6,500万余円で、対前年度で3.1％、約２億3,500

万余円の増となっております。これは、表の中ほどにある10番の「私立幼稚園等園児保護

者負担軽減事業費補助」における対象人数の増が主な要因となっております。 

 次に、12ページをご覧いただきたいと存じます。「団体補助等」でございます。13番か

ら次のページの29番まで全17事業で、13ページ下段の小計欄にありますとおり、合計で11

7億7,200万余円。先ほど、平成17年度私立学校助成予算の執行状況の中でご説明いたしま

した平成17年度の補正予算で計上された「私立学校施設環境整備事業費補助」分を含む平

成17年度予算額と比べて0.7％減でございます。 

 このうち、12ページの13番「私立幼稚園教育振興事業費補助」は、個人立等の幼稚園に
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対する補助でありますが、第２次財政再建推進プランによる５カ年の経過措置の３年目で、

平成17年度予算において第２次財政再建推進プランの経過措置の削減幅を半分にする緩和

措置を講じたことにより、平成18年度予算は、本来の削減幅対前年度比で約２億2,000万

円の予算減となるところを、激変緩和のために１億3,000万円、率にして4.5％の減にとど

まっております。 

 次の13ページの25番「私立学校安全対策促進事業費補助」でございます。これは、平成

15年度、16年度の時限で措置された事業でしたが、なお耐震補強などのニーズが高いとい

うことで、平成17年度におきましても１年間延長して事業を実施してまいりました。しか

しながら、都内私立学校の耐震化率は６割強でありまして、平成18年１月に施行された改

正後の耐震改修促進法におきまして目標とされている９割には及ばないことから、平成18

年度におきましても耐震補強工事への補助を継続して実施することとし、予算措置をさせ

ていただいております。 

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

正予算において新設したアスベスト対策につきまして、緊急かつ集中的に実施する必要が

あるため、平成18年度予算においても予算措置を行い、引き続き事業を実施してまいりま

す。 

 次の27番「私立幼稚園預かり保育推進補助」でございますが、これは、保育ニーズの多

様化に対応いたしまして、通常の教育時間を超えて園児を預かる幼稚園に対してその経費

の一部を補助するものでございます。実施規模の増に対応し、予算額が対前年度で13.2％

増となっております。 

 以上の「経常費補助」、「保護者負担軽減」及び「団体補助等」の合計をいたしますと、

13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約1,250億円余り、

補正予算計上分を含む平成17年度予算額と比較して、約17億4,400万余円の増となってお

ります。 

 誠に雑駁でございますが、以上で平成17年度の執行状況と平成18年度の予算措置の状況

についてのご報告を終わらせていただきます。 

○木宮会長 報告が終わりました。ご質問などがございましたら、ご発言をお願いいたし

ます。 

○坂本委員 私から２点ほどご質問を申し上げます。 

 まず１点目は、前年度の執行状況、また、新年度の予算について伺ったわけですが、そ
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の中で、私ども自民党といたしましても、少子化、子育て支援については大変重要な問題

と考えております。その関連します預かり保育について、たしか平成17年度予算につきま

しては、自民党をはじめ都議会の各会派で復活予算等を利用させていただいて、積極的に

預かり保育の充実を働きかけるように、前年度よりも41％増の予算をつけていただいたと

思います。そこで、平成17年度予算の執行状況を見ますと、当初予算を超えた満額以上の

執行となっておりまして、大変有効に補助金が活用されたと評価するものでございます。 

 この点について伺いたいのですが、これまでの預かり保育の何年かの予算の推移、そし

て、実際に幼稚園の預かり保育の実施状況はどのようになっているのか、伺えればと思い

ます。 

 さらにもう１点。まとめてお伺いしますが、私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補

助について、平成18年度予算で充実が図られたようでございますが、その内容につきまし

てもあわせてご説明いただければと思います。 

 以上でございます。 

○木宮会長 お願いします。 

○私学振興課長 まず１点目の預かり保育推進補助についてのお尋ねでございますが、預

かり保育の実施状況の推移についてご説明をいたしますと、少子化の進行及び女性の社会

進出、共働きの増加などに伴います保育ニーズの多様化に応えるために子育て支援を強化

しようということで、平成14年度に、幼稚園の経常費補助とは別枠で私立幼稚園預かり保

育推進補助を新設いたしまして、約１億5,000万円の予算化を図りました。平成16年度に

は約２割増の１億8,000万円、そして平成17年度ではさらにその４割増しの２億6,000万円

を、平成18年度はその実施の伸びに合わせまして１割強増しの２億9,000万円を措置して

ございます。 

 この間、幼稚園での預かり保育の実施率は、新規事業開始前の平成13年度の504園から、

平成17年度は591園と17％上がりまして、全体の69.9％となっております。預かり保育の

園児数も、平成13年度の5,308人から、平成17年度は7,767人と、47％の伸びとなっており

ます。 

 続きまして、私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業についてのお尋ねでございますが、

まず、この事業は、私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対しまして、区市町村が行う

保護者負担軽減事業の一部を、定額でございますが、都が補助しているものでございます。

平成18年度予算におきましては、子育て支援の一環として、同時期に子どもを２人以上私
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立幼稚園に就園させている保護者の経済的負担の軽減を図るため、第２子以降の園児に適

用する補助単価を増額させていただいたものでございます。 

 具体的には、生活保護世帯と住民税所得割非課税世帯以外は一律年額５万4,000円とな

っていたものを、所得区分に応じまして、夫婦と子２人のモデル世帯で年収290万円超か

ら360万円までという区分につきましては７万4,400円に。年収360万円超から680万円まで

の区分につきましては６万7,200円に、年収680万円を超えて730万円までの区分につきま

しては６万円に増額をさせていただいたものでございます。 

 以上でございます。 

○木宮会長 ほかにご発言はございませんか。 

○増子委員 ２点だけ発言させていただきたいと思います。 

 今、質問の中で幾つか回答をいただいたところもありますが、預かり保育については前

年比で13.2％増ということで、私ども民主党も要望させていただいたところでありまして、

昨年の大幅増の上にまた今年も増になったということで、この点については、預かり保育

は進むということで評価させていただいております。 

 幼保一元化の流れの中で、幼稚園を取り巻く環境が変わって、子育て支援機能を一層強

く求めようと、そういう時代に入ったと認識しております。特にこの数年大変急激な伸び

があって、園にとっても大変な負担であると思っておりますので、今後ともぜひ、この少

子高齢化が進んでいる中で、東京は特に核家族世帯が多いということで言いますと、いわ

ゆる母子密着とか密室ということが大変心配されていて、その意味で、夏休み等の長期休

暇の預かりなども大変重要な支えとなっていて、必要性がさらに高まっていくと認識して

おりますので、今後ともぜひ一層の取組みがなされるように期待をし、あわせて取組みの

評価をさせていただきたいと思います。 

 また、今の保護者負担軽減につきましても、今年度は増額だということで、この点につ

いても私どもは高く評価させていただいております。第１子、第２子の補助金額がだいぶ

近くなってきたということで、第２子のほうが経済負担が重いのは当然のことですので、

今後、ぜひ、この点についても大きな課題として捉えていただきたいと、意見だけ申し述

べさせていただきます。 

○木宮会長 ほかにご発言はございませんか。 

○北條委員 ただいま、お二方の委員の先生及び幼稚園の預かり保育と保護者負担軽減事

業のことについて、私どもとしては大変ありがたいと思っております。また、東京都にお
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かれましても、この間、私どもの願いに誠実にお応えいただきまして、感謝を申し上げま

す。 

 そこで、念のために１点だけつけ加えさせていただきたいことは、子育て支援に関して、

私立幼稚園で積極的に取り組む意欲はしっかりと持っております。ここに参りまして、国

の施策の方向が、企業における働き方の見直しに重点を置いた施策展開が行われるという

ことと聞いております。また、ご承知のように、ただいまのご発言にもございましたが、

認定こども園については、原則、全体として８時間程度の保育を提供していく、こういう

ことになっております。 

 したがいまして、私どもも子育て支援の観点から預かり保育を推進していくことに変わ

りはありませんが、ただいまの国の施策の展開の一定の変更ということではありませんが、

明確に示された、子どもの視点に立った、子どもの最善の利益のために施策を展開すると。

企業に対しては働き方の見直しを求め、保育時間はおおむね８時間程度とするという方向

は極めて大切だと思いますので、その方向を踏まえた対応を今後ともよろしくお願いした

いと思います。 

 ありがとうございました。 

○木宮会長 ありがとうございました。 

 ほかにご発言がございますか。 

 それでは、以上をもちまして、報告事項についての質疑を終わらせていただきたいと思

います。 

 続きまして、審議事項に移らせていただきたいと存じます。「平成18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、内容についての説明をお願いいたします。 

○私学振興課長 引き続き説明をさせていただきたいと存じます。 

 それでは、諮問内容を説明させていただきます。資料２の１ページをご覧いただきたい

と思います。「平成18年度私立学校経常費補助金配分方針について」でございます。 

 第１の「基本方針」のうち、「目的」につきましては３点、すなわち、教育条件の維

持・向上、児童・生徒の修学上の経済的負担の軽減、私立学校経営の健全性の向上の３点

を掲げております。 

 また、２の「配分の考え方」では、その全体像を俯瞰できるよう概観図をお示ししてご

ざいますが、ご覧いただきますように、補助金は「一般補助」と「特別補助」の２つに分
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けて算定し、その合計額が各学校への交付額となります。このうち「一般補助」は、各学

校に共通した学校運営費を対象にしたもので、学校数、学級数、標準教職員数及び生徒数

を単位として算定し、交付するものでございます。ただし、その際、各学校に一律に交付

するのではなく、先ほどの補助目的を十分に勘案し、幾つかの評価項目を設け、その達成

度に応じた評価係数により配分することとしております。評価係数0.7～1.0とありますが、

基準に適合して初めて満額が交付され、達成度に応じて最大３割までマイナスを掛けさせ

ていただく仕組みとなっております。これについては、また後ほどご説明をいたしたいと

存じます。 

 一方、「特別補助」につきましては、特定の施策を実施するための配分でありまして、

各学校の取組みに応じて交付させていただきますので、どちらかといえばプラス評価を行

う部分と言えるかと存じます。１ページ下段の表に記載のとおり、高・中・小学校で８項

目、幼稚園で６項目の事項につきまして、実績に即して配分させていただくこととしてお

ります。 

 なお、下線部分につきましては今回変更する部分であり、後ほどまとめてご説明させて

いただきますので、まず変更点を除く現状の配分方針につきまして、ざっとご説明させて

いただきたいと存じます。 

 経常費補助におきましては、ただいまご説明いたしました「一般補助」と「特別補助」

という考え方に従いまして、各学種とも配分を決めていくわけですが、具体的な配分に当

たりましては、各学校の規模や学科の違いなどにより、学種ごとに単価の補正や基礎数値

の調整を行っております。それが２ページから始まる第２の「学校種別配分方針」でござ

います。 

 まず第１の「私立高等学校経常費補助」です。(1)の「一般補助」におきましては、ア

「補助単価」のうち(ア)の学校割単価や(イ)の学級割単価及び生徒割単価につきましては、

学校規模や学科の内容によって、ご覧のように単価の補正を行うこととしております。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、ここで言う「標準教職員数」とは、いわゆる高校標準法といいまして、公立高等

学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律で定められている公立学校の標準教

職員数に準拠して積算しているものでございます。 

 次に、イの「基礎数値」についてはご覧のとおりとなっておりまして、ウの「評価係数

数」につきましては、先ほど少し触れさせていただきましたが、補助金が単に基礎数値だ
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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

を行わせていただき、より目的に沿ったメリハリのある補助金配分にさせていただこうと

するものでございます。 

 具体的には、高等学校の場合には、３ページに表にしてありますが、保護者負担、教育

条件、財務状況といった視点から、それぞれの欄にある評価項目ごとに配点を行います。

評価点は、１点につき、一般補助額の１％が減額となるものでございます。例えば保護者

負担では、各学年の授業料の合計額が基準よりも高い場合には、その程度に応じて最大で

15％の減額となるというものでございます。また、教育条件の項目では、定員に対する現

員の割合が基準を超える場合には、最大で10％の減額となります。これらをすべて合計し

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

とさせていただいております。 

 次に(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はなく、都といたしまして、促進したい各学

校での取組みに対しましてプラスの配分を行うものでございます。アの「入学支度金制

度」から順次説明が記載されておりますが、例えばイの「授業料減免補助」では、現在の

社会経済情勢の中、家計急変等の理由により修学の継続が困難となる生徒さんも出ており

ますので、各学校に授業料減免制度を設けていただくため、各学校での前年度の減免実績

に即しまして、補助率を３分の２まで拡大して重点配分を行い、その促進に努めていると

ころでございます。以下、次の４ページのク「生徒等の安全対策推進補助」までの８項目

が平成18年度の対象となります。 

 なお、クの「生徒等の安全対策推進補助」の平成19年度拡充は、19年度から適用とする

新たな項目ですので、後ほど説明させていただきます。 

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

ご覧いただければと思います。 

 また、５ページの(4)では、特に「使途指定」として、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、補助の目

的の本来の主旨に基づいて使われることを目的として、過度の人件費支出に歯止めをかけ

させていただくための措置でございます。 

 ここまでが現状の高等学校経常費補助の考え方でございます。 

 次に、２の「私立中学校及び私立小学校経常費補助」についてでございます。基本的に、
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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です

が、学校割単価の規模の区分につきまして若干異なっておりまして、(1)の表のようにな

っております。また、「特別補助」につきましては、高校にあるものすべてが適用される

のではなく、(2)に記載のとおりとなっております。 

 次に、３の「私立幼稚園経常費補助」についてでございます。こちらも、基本的な配分

方法は先ほどの高等学校とほぼ同様の仕組みとなっておりますが、６ページのウ「評価係

数」では、１点だけ表中の「教育条件」の中の「１学級当たりの園児数」の項目が、他の

学種よりも配点が５点高く10点となっております。これは、幼稚園設置基準に基づき、教

育条件の向上を目指して評価を強めているものでございます。 

 また、次の７ページの(2)の「特別補助」では、幼児教育に関する知識・方法を年間を

通じて無料で地域住民のために提供している場合に補助するアの「地域教育事業補助」や

ウの「３才児就園促進補助」、さらにエの「預かり保育事業補助」が、高・中・小学校と

異なる点でございます。 

 以上が現状の配分方針の全体像でございます。 

 そこで、次に、これらのうち、今回お諮りする変更点につきましてご説明させていただ

きます。 

 これにつきましては、資料３「平成18年度私立学校経常費補助金配分方針（変更点）」

をご覧いただきたいと存じます。今回お諮りいたしますのは特別補助のみとなっておりま

して、１の「入学支度金制度」の廃止、２の「定時制高等学校に対する40人学級編制推進

補助の導入」、３の「生徒等の安全対策推進補助」の拡充の３点を考えております。 

 はじめに、１の「入学支度金制度」の廃止についてでございます。こちらは、私立高等

学校における入学支度金貸付制度の実施を促進する観点から、財団法人東京都私学財団の

私立学校入学支度金貸付制度またはこれに準ずる制度を採用し、交付年度の４月入学者に

貸付けを行ったときは、当該生徒数に補助単価の２万円を乗じて得た額を補助してまいっ

たものでございます。その結果、約９割が現在では制度を採用しているという状況を踏ま

えまして、促進する役割を終えたことから、周知の期間を設けまして、平成19年度に廃止

させていただくことといたしたいと思います。 

 次に、２の「定時制高等学校に対する40人学級編制推進補助の導入」でございます。定

時制高等学校につきましては、教育条件の維持・向上などに向けて誘導していく観点から、

平成18年度から評価を実施することを、昨年度の助成審議会においてご了承していただい
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ているところでございます。評価は全日制高等学校と同様に行われることになっておりま

す。また、平成16年度から施行された改正後の高等学校設置基準によりまして、定時制高

等学校につきましても、１学級の生徒数は40人以下とされました。以上を踏まえまして、

特別補助の補助対象につきまして、全日制高等学校と同一とすることとし、現在、全日制

高等学校のみが対象となっている40人学級編制推進補助を定時制高等学校にも導入させて

いただきたいと考えております。 

 次に、３の「生徒等の安全対策推進補助」の拡充でございます。「生徒等の安全対策推

進補助」につきましては、昨年度の助成審議会において新設が了承されたものでございま

す。学校における防犯対策のうち、防犯カメラや門、フェンスなどの設備や施設の整備な

どのハード面につきましては、平成13年度の、いわゆる「学校１１０番」、非常通報装置

の整備費補助や、平成15年度から実施してまいりました私立学校安全対策促進事業費補助

により充実を図ってきたところでございます。しかしながら、平成17年２月の寝屋川中央

小学校の事件などの痛ましい事件等、学校を取り巻く動向を踏まえまして、ハード面だけ

ではなく、校内体制の整備などソフト面での対策を促進いたしますため、学校安全マニュ

アルの策定、教職員及び生徒等の安全対応能力向上の取組みを実施していただいた学校に

対しまして、平成18年度から、前年度の実績に基づく補助を実施することといたしており

ます。 

 これに加えまして、高等学校、中学校、小学校につきましては、さらに、学校における

安全体制を拡充し、生徒等の安全確保を一層図る観点から、学校内での事故等に迅速に対

応できる人材の育成を進めていただきたいことから、教職員の方を対象に、いわゆるＡＥ

Ｄ（自動体外式除細動器）などの機器を活用した心肺蘇生法実技講習会などの取組みを実

施している学校に対しましても補助を実施することといたしまして、生徒等の安全対策推

進補助の内容を拡充したいと存じます。拡充しました部分につきましても、実績に対して

翌年度に補助するという考え方をとりますので、平成19年度以降に補助を実施してまいり

ます。 

 以上によりまして、平成19年度から、高等学校、中学校、小学校の生徒等の安全対策推

進補助につきましては、防犯研修・訓練等の実施に対する補助を「安全対応能力向上の取

組」と、心肺蘇生法実技講習会等の実施に対する補助を「事故対応能力向上の取組」とい

う名称をつけまして、２つの内容についてそれぞれ補助を実施してまいりたいと存じます。 

 以上、大変多岐にわたり、また、駆け足でのご説明となりましたが、ご審議のほどよろ
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しくお願いいたします。 

○木宮会長 ありがとうございました。 

 説明が終わりました。ご意見、ご質問などがございましたら、ご発言をお願いいたしま

す。 

○坂本委員 １点、ご質問いたします。 

 「生徒等の安全対策推進補助」の拡充につきまして、確認を含めて伺いたいと思います。

先ほど、局長さんのご挨拶の中にもございましたけれども、校内事故発生率が年々増加し

ていると伺っております。具体的に、校内事故がどのくらい増加しているのか、また、こ

の補助額はどの程度を考えているのか、さらに、国や他県では同様な取組みがあるのかど

うかについて、わかる範囲で結構ですので、ご説明いただきたいと思います。 

○木宮会長 お願いします。 

○私学振興課長 「生徒等の安全対策推進補助」の拡充についてご質問をいただきました。

まず、校内事故発生率の増加の件ですが、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度

の医療費の給付状況によりますと、児童・生徒数の減少に伴い、東京都の加入者数は年々

減少しているのに対しまして、災害発生件数は、平成８年度以降継続して増加しておりま

して、加入者数に対する割合では、平成８年度が事故発生率が4.52％に対しまして、平成

15年度では5.58％となっております。また、死亡見舞金の支給状況では、おおむねその半

数以上を心臓系疾患などの突然死が占めていると報告されております。 

 次に、補助額についてであります。まず、大きな前提といたしまして、この経常費補助

の中の特別補助につきましては、実際にかかる経費の何分の１という考え方ではございま

せん。促進していただきたい取組みに対しましてプラス評価を行うために、本来、標準的

運営費として配分すべき額の一部を財源として一定額を報奨的に上乗せをさせていただく

という考え方に立っております。このため、補助額については現在精査をさせていただい

ているところでございますが、積算に当たりましては、心肺蘇生法実技講習会の受講料や

自動体外式除細動器、いわゆるＡＥＤなどの機器を使って訓練することなども勘案いたし

ますと、促進効果を期待できる補助額としては30万円程度になるのではないかと考えてい

るところでございます。 

 それから、補助要件についてですが、補助金申請年度の前年度に、少なくとも年に１回

以上、教職員を対象とした校内事故に関する研修や訓練の取組みが行われていることを必

須要件としたいと考えております。その際の実施形態は、単独実施ではなくても、防災訓
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練など他の取組みとあわせて効率的に行う場合など、実質的な取組みの事実が確認できれ

ば足りるものと考えております。なお、実施の確認につきましては、補助金交付年度の調

査表受付時に、その訓練等の事実が確認できる資料等を持参していただくことで対応した

いと考えております。 

 次に、国や他県の取組み状況についてでございます。国は、ＡＥＤにつきまして、平成

18年３月24日の参議院予算委員会におきまして、文部科学大臣が、ＡＥＤが有効であるこ

と、学校が応急避難場所であることから、教員への研修を実施したり、全国調査を行うな

ど、各自治体への意識を高め、学校設置者への設置の判断を促していきたいと答弁してお

ります。しかし、現在のところ、具体的な動きは承知しておりません。また、他県の取組

み状況についてでありますけれども、佐賀県が行いました私立学校におけるＡＥＤに関す

る全国調査によりますと、高知県が、経常費の中でＡＥＤに特定しないで学校の安全対策

の取組みに対して、上限40万円を限度に特別補助を出しておりますが、それ以外は全国的

にはないと承知いたしております。 

 以上でございます。 

○木宮会長 ほかにご発言はございませんか。 

○平野委員 生徒等の安全対策推進補助を新しく平成18年度から実施していくという、こ

れは、現場を預かる者としては大変ありがたいものだと思っております。具体的に言えば、

すでに本校では、先週の土曜日、防災と災害の講習会を専門家の講師を２人呼んで、教職

員の研修を始めました。これからは、継続的に、子どもの安全管理を守ることが学校とし

ては最大のプライオリティになると考えております。したがって、こういう制度が充実し、

我々教員の防災に対する力をつけるという意味で研修費を充ててもらって、非常にうれし

いことだと我々も高く評価させていただきたいと思います。 

 それから、ＡＥＤなどの機器導入についても、地下鉄とかいろいろな公共機関にも置か

れていて、私が伺っている範囲では、それがあって使用したことによって助かったという

例が幾つか挙がっていると聞いております。これは、学校においては、それだけ大ぜいの

子どもたちを預かるわけで、義務づけることができるかどうかは別としても、我々として

も積極的に設置していくことが大事なのかなと。そういうことで、私たちも今後は前向き

に考えいきたいと。 

 防犯・防災に関しては、学校法人としては、これはものすごくお金がかかります。ここ

までやればすべてがオーケーという話ではなくて、いろいろな隙間があるわけです。それ

 - 18 -



を我々としては最大限の知恵を出しながら、防犯・防災のために学校は努力されていると

思いますので、こういうところには、現場としては大変ありがたいと思っております。 

○木宮会長 ほかにございませんか。 

 これまでの関係者の協議を経て、私立学校助成予算が精緻に組み立てられておりまして、

現状をカバーするような制度になっておりますけれども、今、幾つか、報告のほうの質疑

も含めてご理解をいただいたと思っております。 

 意見も大体いただいたように思いますので、当審議会としての諮問事項に対する意見を

取りまとめたいと思います。 

 ４名の委員の方からご発言もいただいておりますし、そうした議論の過程から、大筋に

おいて、先ほど来ご説明いただいた内容等についてご理解をいただいたと思いますので、

諮問どおり配分して差し支えないということで答申したいと思いますけれども、いかがで

しょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○木宮会長 それでは、事務局で答申書の作成をお願いしたいと存じます。 

 その間お待ちいただきたいと存じます。 

                 （答申書作成） 

○木宮会長 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、私からお渡しすることにいたします。 

 局長、お願いいたします。 

 平成18年５月19日。東京都知事 石原慎太郎様。東京都私立学校助成審議会会長 木宮

進。平成18年度私立学校経常費補助金の配分について（答申）。「平成18年５月19日付け

１８生文私振第２３６号により諮問のあった平成18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。」 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

                 （答申書手交） 

○生活文化局長 ありがとうございました。 

○木宮会長 ここで、生活文化局長からご挨拶がございます。 

○生活文化局長 どうもありがとうございました。木宮会長をはじめ委員の皆様方には、

極めてお忙しい中、長時間にわたるご審議を賜りまして誠にありがとうございました。 
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 平成18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を尊

重しますとともに、また、ご審議の中でいただきました貴重なご意見等を踏まえまして、

私立学校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りたいと存じます。 

 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協力を賜りますよ

うお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 

 本日はありがとうございました。 

○木宮会長 どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の議事はすべて終了いたしました。委員の皆様方には、長時間

にわたりご審議をいただきまして、大変お疲れさまでございました。 

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

ます。よろしくお願い申し上げます。 

 以上で本日の審議会を閉じさせていただきます。ありがとうございました。 

                午前11時11分閉会 
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