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午後２時００分開会 

〇木宮会長 皆様おそろいのようでございますので、ただいまから平成２１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

木宮でございます。よろしくお願い申し上げます。 

 委員の皆様方すでにご案内のように、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ございます。皆様方のご協力をいただきまし

て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にお願いをいたします。 

 それでは、当審議会の開会要件でございます定足数について事務局よりご報告をお願い

します。 

〇部長 私学部長の小笠原でございます。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１１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。 

〇木宮会長 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

いただきたいと思います。合わせて、東京都側の出席者のご紹介をお願いいたします。 

〇部長 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ございまして、都議会議員の方は平成２０年１１月からの任期と

なっております。 

 それでは、会長で、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。 

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。 

都議会議員の矢島千秋委員でございます。 

都議会議員の伊藤まさき委員でございます。 

都議会議員の高倉良生委員でございます。 

都議会議員のたぞえ民夫委員でございます。 
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学校法人富士見丘学園理事長の吉田晋委員でございます。 

学校法人東京成徳大学中学・高等学校校長の木内秀樹委員でございます。 

学校法人啓明学園理事長の平野吉三委員でございます。 

学校法人池上学園理事長の入谷幸二委員でございます。 

なお、立教大学大学院准教授の小島貴子委員、明治大学名誉教授の西野萬里委員、弁護

士の鬼丸かおる委員の３名は本日都合により欠席されております。 

また、毎日新聞社専門編集委員の玉木研二委員でございますが、都合により遅れて出席

する予定でございます。 

以上でございます。 

続きまして都側の出席者を紹介させていただきます。 

秋山生活文化スポーツ局長でございます。 

白石私学振興課長でございます。 

園田私学行政課長でございます。 

馬場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。 

〇木宮会長 ありがとうございました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 ここで秋山生活文化スポーツ局長からごあいさつがございます。 

〇局長 生活文化スポーツ局長の秋山でございます。本審議会の開催に当たりまして、貴

重なお時間をちょうだいして一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

 まず、委員の先生方には大変ご多用の中、本審議会にお集まりを賜りまして誠にありが

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とご協力

を賜っておりますことに厚く御礼を申し上げます。 

 私立学校を取り巻く環境でございますが、少子化の進行や、昨年来の経済状況の大激変

など大変厳しい状況もございます。しかしながら、私立学校の皆様におかれましては、建

学の精神を生かした特色ある教育を展開されておりまして、私立学校への都民の期待と信

頼はこれまで以上に高まっていると考えております。 

 都におきましては、これまでも私立学校の教育条件維持向上に資するための経常費補助

を始めといたしまして、耐震化の促進や保護者負担軽減などの、私学振興のための対策を

広範に展開してきたところでございます。 

 また、国におきましては、経済危機対策といたしまして、私学助成や子育て支援等に関
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する補正予算措置や基金の設立など大きな動きがこのところ出てきております。都といた

しましては、私立学校の自主性を尊重しながら、国や社会の動向等を見据えつつ、振興に

引き続き努めてまいる所存でございます。 

本日は、私立学校の振興施策の基幹となります平成２１年度の経常費補助金の配分方針

につきましてご審議をいただきまして、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でございますが、特別補助のうち、授業料の減免に関する補助

の拡充と預かり保育事業補助の要件拡大でございます。委員の先生方にはぜひとも活発な

ご意見を賜りますようお願いを申し上げまして、簡単でございますが、ごあいさつとさせ

ていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

〇木宮会長 ありがとうございました。 

 ここで、進行の途中でございますけれども、玉木委員が到着されましたのでご紹介をさ

せていただきます。 

 毎日新聞社専門編集委員の玉木研二委員でございます。 

〇玉木委員 玉木でございます。よろしくお願いいたします。 

〇木宮会長 続きまして、当審議会に対しまして知事から、平成２１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。 

 秋山生活文化スポーツ局長、よろしくお願いいたします。 

〔諮問書手交〕 

〇木宮会長 ただいま知事からの諮問をいただきました。これより議事に入らせていただ

きます。 

 最初に、報告事項でございます「平成２０年度私立学校助成予算の執行状況について」

及び「平成２１年度私立学校助成予算について」、これを一括して事務局より報告をお願い

し、その上で、審議事項について審議をお願いしたいと存じます。 

それでは事務局から説明をお願い申し上げます。 

〇私学振興課長 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

ただきたいと思います。 

 初めにお手元の資料を確認させていただきます。座席表のほかに５点ございます。 

 資料１が審議会の次第、資料２が「平成２１年度東京都私立学校助成審議会」という表

題の白い冊子でございます。資料３がＡ４判１枚の「平成２１年度私立学校経常費補助金

配分方針（変更点）」でございます。資料４が「東京都私立学校教育助成条例」の規程関係
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の資料等でございます。資料５は「東京都の私学行政 平成２１（２００９）年」という

黄色の冊子でございます。 

 以上５点のご確認をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

（発言なし） 

〇私学振興課長 それでは、白い表紙の冊子資料２に基づきまして報告事項１のご説明を

させていただきます。８ページをお開き願います。平成２０年度私立学校助成予算の執行

状況でございます。 

 平成２０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、表側の一番左側にご

ざいますように、概ねその性格ごとに、経常費補助、保護者負担軽減、団体補助等という

三つの区分で、２ページにわたりまして記載しております。 

表頭にありますとおり、それぞれ当初予算額、使途変更額、予算現額、執行額、残額、

執行率の順に数値を記載してございますが、まだ正式に確定した数値ではないことをご了

承願います。 

８ページの上半分に記載の経常費補助は、私学助成全体のおよそ８３％を占める基幹的

補助でございます。１番から６番までの小計欄にありますように、当初予算額は 1,117 億

6,400万余円、執行率は、表の一番右の欄にありますように、99.8％となっております。 

経常費補助のうち、１番から４番までの高・中・小・幼を見ますと、２番の中学校、３

番の小学校から、１番の高等学校に 3 億 7,900 万余円、４番の幼稚園に 2 億 7,100 万余円

が使途変更されております。 

  使途変更の理由でございますが、中学校及び小学校において、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執行残が見込まれました。 

  一方、１番目の高等学校では、予算積算時よりもマイナス評価を受ける学校が少なかっ

たために補助実績が増えたこと、幼稚園では、教職員数や園児数が予算積算時よりも増加

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

述の小学校、中学校から使途変更を行ったものであります。 

 ５番目の特別支援学校等経常費補助につきましては、９ページの団体補助の１４番の私

立幼稚園障害児教育事業費補助へ 1,800 万余円を使途変更いたしました。これは特別支援

学校等経常費補助の対象者数が予算積算時よりも実績が少なかったこと、逆に私立幼稚園

障害児教育事業費補助は予算積算時より対象園児数が増えたことに対応するためでござい

ます。 
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  ８ページ下段の保護者負担軽減関係でございますが、７番から１２番まで６項目ござい

ます。一番下の小計欄にございますように、当初予算額が 81億 8.400万余円で、執行率は

93.9％でございます。 

１０番目の私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助につきましては実績減があった

ため、この予算の一部 700 万余円を、１６番の私立専修学校障害児（者）教育事業費補助

の実績増に対応するために使途変更いたしました。 

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項目ございまして、予算額は、９ページ下から２番目の小計

欄に記載されておりますとおり、当初予算額は 144 億 6,500 万余円となっております。執

行率は 90.2％でございます。 

このうち１４番の私立幼稚園障害児教育事業費補助と、１６番の私立専修学校障害児

（者）教育事業費補助につきましては、先にご説明申し上げたとおり、使途変更により予

算を増額しております。 

２５番の私立学校安全対策促進事業費補助でございますが、当初予算額 27億余円は、年

度当初予算 25億 9,500万余円に、昨年１０月、補正予算として組まれました 1億 400万余

円を加えた額となっております。 

なお、２９番の認定こども園運営費等補助の執行残は、規模の減に伴う実績減でござい

ます。 

以上、平成２０年度の私立学校助成予算の執行状況につきましては執行率 98.4％という

ことで、結果的にはほぼ満額に近い執行となっていると言うことができるかと思います。 

続きまして、報告事項２「平成２１年度私立学校助成予算」についてご説明いたします。

資料は１０ページから１３ページにかけて、先ほどの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させていただきます。 

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・幼の経常費補

助金につきましては、先ほども触れましたように、私学助成の柱となる補助でありますこ

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。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、私立学校も公立学校と同様に、都民の
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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持って公費負担をしていく

べきとの考え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・幼の合計予算額は 1,140億 6,100万余円で、

前年度対比で 3.0％、33 億 4,200 万余円の増となっております。これは公立の決算値に基

づく標準的運営費が増加したことのほか、園児数や教職員数などの基礎数値が増えたこと

などが増加要因となっております。 

１１ページは、左側の表側にありますように、保護者負担軽減に関する事業でございま

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

ここでは９番の私立高等学校等特別奨学金補助と、１０番の私立幼稚園等園児保護者負担

軽減事業費補助が大半を占めております。予算額は、最下段の小計欄にございますように

87億 3,500万余円で、対前年度比 6.7％、5億 5,100万余円の増となっております。これは、

表の中ほどにあります９番の私立高等学校等特別奨学金補助の補助対象者の増、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補助要件の緩和が主な要因となって

おります。 

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３１番まで全１９事業で、１３ページ下段の小計欄にござい

ますとおり、合計で 176億 7,800万余円、前年度予算と比較しまして 23.1％、29億 4,800

万余円の増となっております。 

このうち１２ページの１３番、私立幼稚園教育振興事業費補助は、個人立等の幼稚園に

対する補助事業で、第２次財政再建推進プランにより補助単価を段階的に削減することと

しており、平成２１年度予算においては、対前年度比 1.9％、4,600 万余円の減となってお

ります。なお、この削減措置は今年度で終了いたします。 

１３ページをご覧いただきたいと存じます。 

２５番の私立学校安全対策促進事業補助でございます。これは平成１５年度から開始し

たもので、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。都内の私立学校の

耐震化率は１８年度末で７割強であり、平成１８年１月に施行された改正耐震改修促進法
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において定められた耐震化率９割という目標には及ばなかったことから、１８年度以降も

補助対象の拡大や補助率の引き上げを図ってまいりました。２１年度は、「『１０年後の東

京』への実行プログラム２００９」というのがありますけれども、これを踏まえまして、

さらに耐震化を促進するための予算を措置しており、団体補助等の項目における増加額の

多くを占めております。 

具体的には、耐震診断の結果、倒壊の危険性が高いと判断される建物については、補強

工事及び改築工事の補助率を３分の２から５分の４に引き上げるなど補助内容を拡充して

おります。 

３０番の私立学校省エネ設備等導入モデル事業費補助でございます。 

私立学校における省エネ設備等の導入は、地球温暖化対策としてＣＯ２削減に寄与する

ことはもとより、児童・生徒の環境意識の向上につながる意義の大きい取り組みと考えて

おります。 

そこで、今年度は新たに省エネに取り組む私立学校を支援するため、省エネ型の照明器

具や空調設備等、省エネ設備等の導入経費について補助するモデル事業を実施することと

いたしました。今年度のモデル事業の実施状況を検証しながら、省エネ設備等の導入推進

を図ってまいります。 

３１番の私立学校地上デジタルテレビ整備費補助でございます。 

平成２３年度のテレビ放送の地上デジタル化移行を受け、２１年度と２２年度の２カ年

において、既存のテレビにデジタルチューナーを接続する場合のチューナーの購入費や、

地上デジタル放送対応のテレビに買い換える場合の購入費など、私立学校が行う地上デジ

タルテレビ整備経費に対して補助を行うことといたしました。これにより、私立学校の地

上デジタル放送への対応を促進してまいります。 

以上の経常費補助、保護者負担軽減及び団体補助等を合計いたしますと、１３ページの

一番下の合計欄にありますとおり、私学助成予算の合計は 1,416 億円余で、２０年度予算

額と比較いたしまして 73億 2,000万余円、5.5％の増となっております。 

誠に雑駁でございますが、以上により、平成２０年度の執行状況と平成２１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。 

〇木宮会長 どうも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

ましたらばご発言をお願いいたします。 

〇鈴木委員 それでは私から、授業料の減免の補助実績について、まず最初に伺わせてい
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ただきたいと思います。 

 言うまでもなく私立学校は、創立者の建学の精神に基づく個性豊かな教育活動を実践し、

社会の発展に大きく貢献をしています。 

 特に都においては、私立学校に在学する児童生徒の割合は、高等学校では５割以上、幼

稚園や専修学校では９割以上を占めており、公教育の重要な役割を担っていると言えます。 

 また、近年ますます国際化、高度情報化する社会の中で、各私立学校は歴史と伝統の中

で培われた知識と経験を生かし、それぞれの創意工夫により、その建学の精神に基づいて

個性豊かな教育活動を実践し、さまざまな社会のニーズに応えてきております。 

 このように私立学校が公教育に果たしている役割の重要性を考慮し、わが党は私学振興

を都政の最重要課題の一つとして位置づけ、経常費補助をはじめ、保護者の経済的負担の

軽減など助成策を積極的に支援し、私学振興に努めてきているところであります。 

そこでお伺いをいたしますが、米国で起こった金融危機の影響により、わが国は１００

年に１度とも言われる経済危機に直面をしております。 

こうした状況の中、都内の私立学校に子どもを通わす保護者が倒産やリストラにあうこ

とにより家計が急変して学費が支払えなくなり、結果として子どもが学校をやめざるを得

なくなるという事態が増えている現実があります。 

このような家計状況の急変などにより修学が困難になった生徒の修学の機会を確保する

ため、都では経常費補助金の特別補助として、授業料の減免制度を設けておりますが、ど

のような制度なのか改めてお伺いをいたします。 

また、昨年度の補助実績はどうなっているのか、高等学校についてお示しを願いたいと

思います。 

〇私学振興課長 ただいまのご質問は、資料２の８ページにございます項目１、私立高等

学校経常費補助に関する質問でございます。 

 都では、私立学校が生徒に対し、家計状況や家計状況の急変の理由により授業料を減免

する制度を設けて減免を行った場合に、実際に減免した授業料の額の３分の２を私立学校

に対して交付しております。 

平成２０年度の高等学校における補助実績でございますが、家計状況による減免を実施

した学校は７２校、減免対象となった生徒は８８０人、また、家計状況の急変の理由によ

り減免を実施した学校は３７校、減免の対象となった生徒は６９人でございまして、これ

らの学校に対して、都は 1億 2,600万余円の補助金を交付いたしました。 
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〇鈴木委員  ありがとうございました。日本の将来を担う若者が修学を断念せずに継続で

きるということは非常に重要なことであります。その意味でも、授業料の減免制度の意義

は非常に大きいと考えられます。 

  諮問事項の内容に関する意見でありますが、都では、今回の諮問で、授業料の減免制度

のうち、家計状況の急変の理由によるものの補助率を３分の２から４分の３に引き上げる

とのことであります。私立の学校は、少子化などの影響による大変厳しい経営状況の中で、

自らも授業料の一部を負担しながら減免を行い、生徒の修学の継続を支援しているところ

であり、その負担を軽減する今回の補助率アップについては大いに賛成をするところであ

ります。 

 ところで、平成２１年度予算では、喫緊の課題となっている私立学校の校舎や園舎など

の建物の耐震化に関して、わが党は児童生徒の生命の安全を早急に確保することの重要性

に鑑み、知事に対して補助率のさらなる引き上げを要請し、倒壊の危険性の高い建物につ

いての補助率は３分の２から５分の４にまで引き上げられることとなりました。この５分

の４という補助率は、基本的には最大の率であると思います。 

 現在、経済的に修学困難な生徒の増加が大きな問題となっておりますが、このような生

徒の修学の機会を確保することも非常に重要であり、耐震化の場合と同様に、もう一歩踏

み込んで、補助率を５分の４にまで引き上げるなどの対応が必要ではないでしょうか。 

私立学校の負担がさらに軽減されれば、私立学校としてもこの減免制度をさらに積極的

に活用できるようになり、ひいては、修学が困難となった生徒をより多く救えるのではな

いかと考えます。 

国においても、今国会に提案されている１５兆円にのぼる経済危機対策を盛り込んだ補

正予算案において、経済的に修学困難な高校生が学業を継続できるよう、授業料減免補助

や奨学金事業を実施する都道府県に交付金を交付し、財政支援を行う予算を計上しており

ます。 

都においても、国の動向や社会経済情勢を踏まえ、より積極的に対応されることを期待

し、家計急変に伴う授業料減免の補助率をさらに５分の４にまで引き上げることがより望

ましいのではないかと考えます。 

今は報告事項に関する質疑でございますので、この質問はまた後ほどにいたしますが、

まずは意見として申し上げさせていただきます。 

以上です。 
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〇木宮会長 ありがとうございました。 

〇伊藤委員 私から２点質問させていただきたいと思います。 

まず１点目は私立幼稚園における発達障害児童対策についてお伺いしたいと思います。 

現在、私立幼稚園では発達障害を抱える幼児が増え、その対応に追われていると伺って

おります。都における、この分野に対する対策はどのようになっているのでしょうか。 

〇私学振興課長 伊藤委員のご質問は、資料２の１０ページにございます項目５、私立特

別支援学校等経常費補助などに関する質問でございますが、都では、障害児が就園する都

内の私立幼稚園における特別支援教育の振興発展を図るため、障害者手帳や愛の手帳など

の交付を受けている者、児童相談所等の機関において障害児と判定された者、及び医師に

より障害児と診断された者を対象として、私立幼稚園に対し、私立特別支援学校等経常費

補助金などを交付しております。 

委員ご質問の発達障害児童につきましては、今ご説明した障害児の要件に該当する場合

は補助金の対象としているところでございます。 

〇伊藤委員 たしか東京都の調査だったと思いますけれども、小学校の児童の大体４％に

発達障害と申しましょうか、大変手間のかかる子がいるという実態があろうかと思います。 

 「小１プロブレム」をはじめとして、教育の前段階においてきちんと対処して、しかる

べき教育なり対応をとれば、その後の問題はより軽減される問題だと思います。これはひ

とえに私立幼稚園の問題だけではなくて、都としての対応も必要であります。補助金を出

すということになりますと、先ほど答弁がありましたけれども、やはり医師の診断等が必

要になってくるとは思います。しかし、デリケートな問題ですので、なかなか診断という

までもいかない境界例については、ぜひとも教育委員会とも連携をとっていただいて、き

ちんと現場を支援していただければと思います。 

もう１点は、前回の予算委員会でも指摘をさせていただきましたけれども、私立幼稚園

の経常費の補助金制度の充実についてであります。 

現在、都の私立幼稚園経常費補助の一人当たり単価は全国４６位と低くなっております。

また、公立幼稚園と私立幼稚園とでは、教諭の給与格差が、全国の１２万円よりも大きい

１５万円で、勤続年数も、公立 20.5 年に対して、私立 8.2 年となっております。給与格差

の原因もありますが、私立には定着しづらいのが現状だと思います。 

公私間格差是正の観点から、安定的補助金である経常費補助を充実させるべきと思いま

すけれども、ご所見をお伺いします。 
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〇私学振興課長  ただいまのご質問は資料２の１０ページの項目４、私立幼稚園経常費補

助に関するご質問でございますが、幼稚園児の９割以上が通う私立幼稚園は個性的で特色

ある教育を展開して、都民の期待に応えております。そして、東京の幼児教育に大きな役

割を果たしております。 

 都は私立幼稚園の公教育に果たす役割の重要性に鑑み、これまでも基幹的補助である経

常費補助について、必要な水準の確保に努めてまいりました。また、園児保護者の負担軽

減のための事業を実施し、その充実に努めてまいりました。 

引き続き私立幼稚園の振興を図る観点から、適切な予算の確保に努めてまいります。 

〇高倉委員 米国発の金融危機に端を発した日本国内の景気の悪化によりまして、派遣切り

や正規雇用者のリストラなど雇用情勢が悪化の一途をたどっているということは周知の事

実でございます。 

 当審議会の吉田委員が会長を務めていらっしゃる日本私立中学高等学校連合会の調査に

よりますと、私立高校の授業料滞納者は、昨年１２月末時点で全国で 2 万 4,490 人にのぼ

っておりまして、２０年３月末時点の調査からわずか９ヶ月の間に約３倍に増加しておりま

す。 

 この一方で、東京都の増加率は他府県に比べ低くなっておりますけれども、2,224人の授

業料滞納者が発生しておりまして、都内の私立高校生全体の 1.3％にのぼっているというこ

とであります。こうした結果からしても、生徒の修学がより困難な状況になっていると考え

られると思います。 

  そこでお伺いをしたいと思いますけれども、都では私立高等学校に通う生徒や保護者の経

済的負担の軽減策を行っておりますけれども、どのような補助制度になっているのかご説明

をいただきたいと思います。 

〇私学振興課長 高倉委員のご質問は資料２の１０ページにある項目１から４の経常費補

助及び、１１ページにございます項目９、私立高等学校等特別奨学金補助等に関する質問で

ございます。 

 都には、私立高等学校に通う生徒の経済的負担軽減策として私立高等学校等特別奨学金

補助、育英資金事業費補助及び、経常費補助の特別補助である授業料減免制度がございます。 

 私立高等学校等特別奨学金補助は、前年度の所得により、生活保護世帯、住民税非課税

または均等割のみの世帯、住民税が一定基準以下の世帯を対象に補助金を支給するものであ

ります。 
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 育英資金事業費補助は、都内に居住する者で高等学校に在学し、勉学意欲があるが、経

済的理由により修学が困難な者に対し奨学金を無利子で貸し付けるものでございます。 

 また、この補助では、生計維持者の失職、病気等により年度途中に家計が急変し、経済

的に修学が困難となった場合、随時特別貸付を行っております。 

 また、授業料減免制度は、経常費補助金の特別補助として、都内の私立学校に通う生徒

の授業料を学校が減免した場合に、その学校に対して減免額の３分の２を交付するものでご

ざいます。 

〇高倉委員 今ご説明をいただいて、三つの補助制度があるということでありますけれど

も、このうち私立高等学校等特別奨学金補助につきましては、前年度の所得が基準となって

いるために、リストラ等の家計急変への対応は大変難しい側面があろうと思います。 

 また、２番目の育英資金事業費補助につきましては、リストラ等の家計急変への対応を

しておりますけれども、無利子とはいえ貸付金であるために、将来、返還を伴うということ

になろうと思います。 

 これらに対しまして、今、説明がありましたが、３番目の経常費補助金における授業料

減免制度は私立学校に対する補助であるために、生徒や保護者にとっては間接的なものでは

ありますけれども、今まさに問題となっておりますリストラ等の家計急変への対応という面

からは大変有効な制度でありまして、より広く活用されることが望まれていると思います。 

 そういった意味からしますと、今回の諮問事項でありますが、授業料減免制度の補助率

の４分の３へのアップ、これは大変時宜を得た改正であると思っておりまして、ぜひ実施を

していただきたいと思います。 

しかしながら、先ほど鈴木委員からも発言がございましたけれども、できる限り多くの生

徒の修学の機会を確保できるようにするために、私立学校により積極的にこの制度を活用し

てもらうためには、補助率を４分の３より、さらに５分の４とするほうが望ましいのではな

いかと思っておりまして、意見として申し述べておきたいと思います。 

〇木宮会長 ほかにご発言がございませんか。 

（発言なし） 

〇木宮会長 ないようでございましたら、以上で報告事項の質疑を終わらせていただきた

いと存じます。 

続きまして審議事項に移らせていただきます。 

「平成２１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
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から内容について説明をお願いいたします。 

〇私学振興課長 座ったままで失礼させていただきます。 

 諮問内容を説明させていただきます。資料２の白い冊子の１ページをご覧いただきたい

と存じます。「平成２１年度私立学校経常費補助金の配分方針について」でございます。 

 第１の基本方針のうち、「目的」につきましては３点、すなわち教育条件の維持向上、児

童生徒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。 

 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、ご覧のように、補助金は一般補助と特別補助の二つに分けて算定し、その合計額が各

学校の交付額となります。 

 このうち一般補助は、各学校に共通した学校運営費を対象にしたものでございまして、

学校数、学級数、標準教職員数及び生徒数を単位として算定し交付するものでございます。 

 ただし、その際、各学校に一律に交付するのではなく、先の補助目的を十分に勘案して

幾つかの評価項目を設け、その達成度に応じて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から 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るしくみとなっております。これにつきましては後ほどま

たご説明いたします。 

 一方、特別補助は、特別の施策を実施するための配分でございまして、各学校の取り組

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・中・小で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、後ほどまとめてご説明いた

しますので、まず変更点を除く現状の配分方針につきまして説明させていただきます。 

経常費補助におきましては、ただいまご説明いたしました一般補助と特別補助という考え

に従って配分を決めていくわけでございますが、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。 

第１の「私立高等学校経常費補助」ですが、⑴の一般補助におきましては、アの補助単価

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

模や学科の内容によって、ご覧のように単価の補正を行うこととしております。（ウ）の教
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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、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

て積算するものでございます。 

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、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、３ページの表にしてありますが、表側で、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 15％の

減額となるものであります。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最大で 10％の減額となります。 

右側の欄の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。 

３ページの下、⑵の特別補助ですが、冒頭に触れましたように、機械的に補助金を一つず

つ配分するだけでなく、都として促進したい各学校の取り組みに対し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、４ページのオ「生

徒指導の充実補助」では、ティームティーチングなどきめ細かな学習指導の工夫改善を図る

ための教職員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行い、児童生徒の教育条件の維持向上への促進に努めている

ところでございます。 

以下、キ「体験学習等特色ある教育の取組補助」までの７項目が２１年度の対象となりま

す。 

⑶には「補助対象経費」を記載してございます。⑷「使途指定」といたしましては、補助

金交付額の１５％以上を教育研究経費支出及び設備関係支出に充てることとしております。

これは、補助金が補助目的本来の主旨に基づいて使われることを目的として、過度の人件費

支出に歯どめをかけるための措置でございます。 
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ここまでが現状の私立高等学校経常費補助の考え方でございます。 

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。 

基本的な配分方法については、これまで説明させていただきました高等学校と同様のしく

みでございますが、学校割単価の規模の区分については若干異なっておりまして、⑴の表の

ようになっております。 

特別補助につきましては、高等学校にあるもの全てが適用されるのではなく、⑵の記載の

とおりとなっております。 

６ページ、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なしくみとなっておりますが、ウの評価係数では１点だ

け、教育条件の中の「１学級当たりの幼児数」の項目が、他の学種よりも配点が５点高く１

０点となっております。これは、幼稚園設置基準に基づき、教育条件の向上をめざして評価

を強めているものでございます。 

７ページ、⑵の「特別補助」では、アの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します「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」、キの「保育体験の受入れ補助」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。 

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のＡ４判１枚の「平成２１年度私立学校経常費補助金配分方針（変

更点）」という資料をご覧ください。 

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す。１の「授業料減免制度」の拡

充、２の「預かり保育事業補助」の拡充の２点を考えております。 

初めに１の「授業料減免制度」の拡充でございます。 

授業料減免補助は、家計状況または家計状況の急変の理由により、授業料の全部もしくは

一部を減免または支給する制度を有し、かつ、根拠規程を有していることと、生徒及びその

保護者に対して文書等により周知していることの２点を満たしている学校が、生徒に対し、

交付年度の前年度に減免または支給した実績に対して補助を実施しているものでございま

す。 

このような制度ですので、昨今の経済状況の悪化等による家計状況の悪化が顕在化してい

る社会情勢を勘案し、修学上の経済的負担のさらなる軽減を目的として、家計状況の急変を
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理由とする減免につきましては、平成２１年度から当分の間、補助率を３分の２から４分の

３に引き上げようとするものでございます。 

２の「預かり保育事業補助」の拡充でございます。 

預かり保育とは、少子化の進行及び女性の社会進出、共働き家庭の一般化などに伴う保育

ニーズの多様化に応えるため、幼稚園での教育時間終了後に自園児を幼稚園内で過ごさせる

事業でございまして、平成９年度から補助を実施しております。 

この制度につきまして、平成２１年度から補助の対象となる要件のうち、週４日以上実施

しているという要件から、開園日の半数以上実施しているという要件へと緩和することによ

りまして、補助対象となる預かり保育事業の拡大を図り、もって、さらに保育ニーズの多様

化に対応しようとするものでございます。 

以上、大変多岐にわたり駆け足でのご説明となりましたが、ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

〇木宮会長 ありがとうございました。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いたします。 

〇矢島委員 今回初めてですので、基本的なことをお伺いいたします。 

 私立学校の経常費補助金について、一般補助と特別補助に分かれておりますが、特別補

助の項目の選定の仕方はどうされているかお伺いいたします。 

〇私学振興課長 特別補助につきましては、これまでもこの助成審議会に東京都として諮

問いたしまして、その決定をさせていただいております。 

〇矢島委員 そうではなく、７項目ずつありますけれども、どういう基準でお考えになっ

て選ばれているか、簡単にご説明いただければありがたいんですが。 

〇私学振興課長 いろいろ考え方がございますけれども、基本的には、国のほうにも特別

補助の項目がございまして、これを参考に、東京都でもこれに対して補助をしていくという

形でございます。 

〇矢島委員 東京は東京で事情がありますし、状況も違うでしょうから、東京の中での実

際上の必要を勘案していただいて、それをうまく、有効に生かせるような選考項目を考えて

いただければありがたい。これは要望として申し上げておきます。 

 今回の預かり保育の事業費補助の中で、資料によると、全国では、公立、私立合わせま

して 70％を超える幼稚園が預かり保育をやっておられるそうです。そのうち私立につきま

しては 90％近くが実施をしておられると聞いております。 
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 先ほどの項目の問題につながるわけですが、東京都の場合にはどういう状況であるかお

伺いいたします。 

〇私学振興課長 預かり保育事業費補助に関するご質問ですが、東京都私立幼稚園連合会

による、平成１９年度時点の調査では、都内の全幼稚園 837 園のうち 77.1％に当たる 669

園が預かり保育を実施しているとの結果が出ております。 

〇矢島委員  全国では私立幼稚園の 90％近くが実施していて、東京都は 77％、この原因は

何だということになりますでしょうか。 

〇私学振興課長  国の調査ですけれども、預かり保育の実施の課題として、経費の確保や

教職員の負担軽減のための人的措置に関する課題を挙げている幼稚園が多くなっていると

のことでありまして、東京都においても、このために実施率が低くなっているのではと考え

られます。 

〇矢島委員  全国はもちろん数が多いわけですが、東京都は 837 園ということですので、

少ないだけに、きめの細かい対応が非常に重要になってくると思います。 

  対象がどの程度かわかりませんけれども、旧から新に変わる内容が実際に即した対応だ

ろうと思います。 

お聞きするところによると、837園のうちの、実施していないところ、しているけれども

補助金の対象とならない 40にわたる園が今回対象となると聞いておりますので、こういう

内容を含めて、保育ニーズを、親御さんのニーズに合わせた対応をきめ細かく、深くやって

いただくようにお願い申し上げます。この内容については賛成いたします。 

〇たぞえ委員  先ほど来から各委員からも指摘がされておりますけれども、授業料滞納者

が前年に比べて３倍に急増するという深刻な事態が指摘をされておりますが、とりわけ景気

の悪化を受けて、雇用関係が厳しい地区ほどこの数字が高いところです。 

 東京は特にこうした影響をもろに受けておりまして、私立の中高連調査でも、こうした

事態が大都市部にも集中的にあらわれているというご指摘があります。 

 そこで、東京の私立高校の初年度納付金ですが、一覧で見てみますと、初年度で約 90万

円かかる。愛媛県の約２倍の納付金を必要としているわけであります。 

 これに追い打ちをかけるように、この４月に東京では、233校中 54校、約 23％の高等学

校で学費の改定、いわば値上げをせざるを得なかった。これがまた拍車をかけて、ますます

授業料滞納者数が急増しかねない。ですから、雇用と学費の負担は両輪で進んでいかざるを

得ない状況におかれているのではないかと思います。 



 18 

  本当に払えない生徒を救う手だてが必要でありますけれども、公的な授業料支援を行う

上で、今、何割の学校で、この制度で子どもたちが救済をされているのか、また、この制度

があっても活用が進まない主だった理由はどんなことなのかお示しいただきたいと思いま

す。 

〇私学振興課長  たぞえ委員のご質問は資料２の３ページ、授業料減免制度に関するご質

問ですが、都内の私立学校における制度の導入状況ですが、平成１９年度に授業料減免制度

を導入している学校は、高等学校が約６割、中学校で約５割となっております。 

授業料減免制度を導入するかどうかは各私立学校が自主的に判断するものでございまし

て、個別の理由までは把握しておりませんが、私立学校の負担を軽減することにより、制度

の活用につながるのではないかと考えられます。 

〇たぞえ委員 活用は自主的な判断というお答えがありましたけれども、自主的というの

は、学校側にとっても負担がある、都からの補助もあるけれども、学校負担が残る以上、な

かなかこの制度を活用できないという、まさにここに大きな壁があるのであろうと思うわけ

です。 

 補助率を４分の３に引き上げるということですが、現行３分の２補助が約 66％、４分の

３だと 75％、約 25％の負担が学校に今後残っていくことになります。この負担額では、学

生生徒に周知徹底をすると人数が増えてしまいかねないとか、いろいろな経営的な困難が生

じるわけであります。 

  ですから、ほかの委員からも出ているように、４分の３を５分の４に引き上げるなど、

極力、学校側の負担を軽減して、生徒のほうは、ほぼ授業料額に匹敵する支援を受ける、こ

の両方のところにきちんと水を入れてあげるということが必要だと思いますけれども、今回、

とりわけ４分の３による効果はどのようにあらわれてくるのか、お答えいただけませんか。 

〇私学振興課長 家計急変にかかる私立学校への補助率を４分の３に引き上げて負担を軽

減することによりまして、私立学校が授業料減免に取り組みやすくなりまして、今までより

も多くの生徒が修学を継続できるようになると考えております。 

〇たぞえ委員 最後になりますが、この制度は大変貴重な、有効な制度だと思います。 

 ただ、家計急変というのは年度の初めに起こるわけでなく、途中で保護者の収入が減っ

たり、倒産で解雇されたり、想定できない事態を高校生たちは持っているわけです。 

こういう事態になった場合に即刻、この制度を活用できるように窓口を広げておかなけれ

ばいけないと思います。 
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とりわけ新入生の皆さんにとっては、東京都にこういう制度があります、こういう手続を

すれば減免を受けられますよということは学校から周知されると思いますけれども、年度途

中でそういう事態になった場合に、たしかあのとき言ってたなあと思ってもなかなか手続を

しにくいというものもあると思います。 

同時に、２年生、３年生になって急変事態になっても、今さら申請するのも恥ずかしいな

とか、今言って、自分の子どもが減免を受けているということで、生徒の中で知れたらあん

ばい悪いなとか、そういうことも、子どもたちの中には遠慮しがちになりかねないと思いま

す。 

ですから、この制度を大いに公的に、１年生の新入生に対しては、入学式後の保護者会で

も徹底していただきたいと思うんです。 

徹底といっても、言葉だけでは一回でスッと流れてしまいますから、行政として、こうい

う制度がありますよという、共通のメニューといいましょうか、これを各協会さんや各学校

の皆さんに文書として提示して、最低これだけは説明をしていただきたいとか、在学生にと

っても、急変した場合には手続きができるようなマニュアルといいましょうか、そういうも

のも用意しておかれることが大切だと思いますけれども、都として、こうした取り組みにつ

いて、どのように各学校に対して行っていくのかお伺いしたいと思います。 

〇私学振興課長 東京都では授業料減免制度の適用を図るため、毎年度開催しております

経常費補助金説明会や私学団体主催の会議などにおいて、補助制度について周知を図ってま

いりました。今後とも各私立学校に対しまして、補助制度の趣旨、今回の改正内容等を説明

するとともに、制度の積極的な活用を働きかけてまいります。 

〇吉田委員 今のご質問に対しまして、私学側としてご発言させていただきますけれども、

先ほどもお話がございましたように、東京都の場合も授業料滞納者が１９年度末から１２月

において増えたということでございますが、２０年３月の状況を見ますとさほど増えており

ません。 

どういう経緯かといいますと、たぞえ先生のご質問の中で、生徒が授業料を滞納している

ということが、周りの子どもに対して…というようなお話もございましたけれども、東京都

からのご指導もございますし、文部科学省からも、助成事業について周知徹底をするように

ということがございまして、ある意味、家計急変につきましては、２年前、３年前、もっと

前の状況を考えた場合、今現在、非常に制度がとりやすく、すぐに申請できるように変わっ

てきております。 
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実際に東京都における滞納者の割合は 0.4となっております。この調査、全国県ごとに発

表できなかった理由がございますが、地域によって非常に大きな格差があります。それは何

かと申しますと、各都道府県の対応が大きく違うということです。特に東北地方、九州とか、

県によっては、この制度自体が県にないとか、私学が奨学金を出したり授業料減免をしたり

しても、それに対して補助をしてくれない。そのような状況があったものですから、文部科

学省に、国としての補助をお願いしたのが実態でございまして、今回の１５兆円の第２次補

正でも、さらに 488 億円、公立を含めて入れていただいた状況でございます。東京都は、

おかげさまで非常に制度が良いために、全国的に最も少ない形になっているのが事実でござ

います。 

生徒のほうで滞納があった場合に、われわれ学校サイド、教員が一番気にすることは、今

たぞえ先生がおっしゃったとおり、子どもがどういう気持ちがするかということです。 

ですから、そういう場合にはご父兄に連絡をし、各学校ごとに、ご父兄に対して、それぞ

れ学校にはこのような制度がありますとか、東京都の奨学金にはこのようなものがあります、

他の奨学金にはこのようなものがありますということを、子どもたちには直接わからずに連

絡できるような体制をとっているのも事実でございます。 

ちょっと話が違うかもしれませんけれども、昨年、高校野球の特待生の問題がございまし

た。あのときに、特待生を全部やめろという高野連からの話がありまして、そのときに大会

出場を辞退した学校がたくさんありました。これはなぜかといいますと、あの特待生も、子

どもたちの中では、だれが特待生かわからないような配慮をしている学校がほとんどだから

です。もしそれによって、この子は特待生だから授業料を払わなければいけない…というこ

とで、その子だけ出場させないということにすると、そのことがはっきりわかってしまうた

め、教育的配慮ということで、学校として辞退させていただいているのが私立学校の実態で

ございます。我々からしますと、先生方のお力で少しでも多くの補助をしていただけるとい

うことは大助かりでございますし、各学校が一生懸命やっているのも事実でございます。 

それと、もう一つありますのは、ご父兄の方々も一生懸命授業料を払ってくださっている

ということです。ご父兄が一生懸命払ってくださっているから、この数字でおさまっている

ということです。これは公立学校でよく言われている給食費の問題とか、調査をしていただ

いても全然結果を出していただけませんが、公立学校の授業料滞納者の状況はもっとひどい

状況があると思っています。 

そのことを含めて、ぜひ先生方にご理解をいただいて、今日のようなご支援をまたいただ
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きたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇木宮会長 ほかにございませんか。 

〇鈴木委員 先ほど授業料減免の補助率のことを聞きましが、補助率をアップしたときの

影響額に関して、３分の２から４分の３にしたとき、５分の４にしたときにどういう状況が

生まれるのかご説明願えますか。 

〇私学振興課長 授業料減免制度に関するご質問ですが、平成２０年度における補助実績

で見た場合、補助率を３分の２から４分の３に引き上げますと、特別補助の補助額は約 170

万円増加いたします。また、５分の４に引き上げた場合、同じく補助額は約 270 万円増加

いたします。それに伴う一般補助額の減少は、ただいま述べた額でありまして、限定的であ

りますので、いずれも経常費補助金の一般補助と特別補助の枠組みに大きな影響は生じない

ものと考えます。 

〇鈴木委員  経常費補助金の枠組みに支障がないと今お答えいただきましたので、これは

最優先課題として、できれば５分の４の方向で、影響がないということであれば検討してい

ただきたいということを改めて要望させていただきたいと思います。 

〇近藤会長代理 今、鈴木委員のお話がありましたけれども、我々私学としては、補助率

を上げていただくことは大変ありがたい話だと思います。直接現場で悩む子どもたちの話を

本当に短期間で掌握できて、学校にいられる状況をつくり出せるわけですから、できれば補

助率アップの方向でご審議をお願いしたいと思います。 

〇木宮会長 そのほかにご発言ございますか。 

（発言なし） 

〇木宮会長 なければ、私から、答申の取りまとめということでお諮りをさせていただき

たいと存じます。 

 今、鈴木委員からもお話がございました。知事の諮問のとおり配分することは適当であ

るとした上で、審議の過程で多数の委員の方からご発言がありましたように、「家計状況の

急変の理由における授業料減免制度については、５分の４の補助率がより望ましい」という

ことで答申書に記載をしたらいかがかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

〇木宮会長 よろしゅうございますか。事務局に、そのようにすることについて問題がな

いかどうか確認しておきたいと思います。 

〇部長 先ほど鈴木委員からのご質問に対しまして、私学振興課長からもご答弁申し上げ
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ましたとおり、授業料減免に対する補助率を５分の４まで引き上げた場合の、特別補助金と

一般補助金の枠組みにつきまして大きな影響は生じない私どもは考えております。 

 そこで、本審議会におきまして、さらに補助率を引き上げるべきとのご意見、ご答申が

ございましたら、事務局といたしましては、それは正面から受けとめさせていただきまして

検討させていただきたいと考えます。よろしくお願いいたします。 

〇木宮会長 ありがとうございました。それではそのようにさせていただきたいと存じま

す。事務局には、ただいま私からお諮りしたことに沿った答申書の作成をお願いしたいと思

います。 

 暫時時間をいただきたいと存じます。 

（事務局退室 答申書作成ののち入室） 

〇木宮会長 先ほどご審議いただきました知事からの諮問事項に対する答申書を、私から

生活文化スポーツ局長にお渡しすることにいたします。 

〔答申書手交〕 

〇木宮会長 ここで秋山生活文化スポーツ局長からごあいさつがございます。 

〇局長 木宮会長はじめ委員の先生方には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。 

 平成２１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

尊重いたしまして、また、私立学校の自主性を十分に尊重しながら、私立学校教育の振興に

向けて効果的、効率的な執行に努めてまいる所存でございます。 

 とりわけ家計急変の理由による授業料減免の補助金に関しまして、多くの委員の皆様方

から貴重なご意見をいただきまして、ただいまいただきました答申にも、最終的に５分の４

の補助率が望ましいというご意見を賜りました。 

 本審議会は、補助金配分の基本方針等の私立学校の振興助成に関する重要事項を審議す

る目的で、条例によって設置された知事の付属機関として設置されておりますので、そうい

う意味では、大変重要な審議会のご意見をちょうだいしたということでございます。 

 したがいまして、そのご意見を重く受けとめまして、都といたしましても、家計急変の

理由による授業料減免の補助率を５分の４として配分に反映したいと存じます。 

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ご協力を賜りますよう

お願い申し上げましてあいさつにかえさせていただきます。誠にありがとうございました。 

〇木宮会長 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
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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賜りまして誠にありがとうござい

ました。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の近藤委員にご一任をいただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

 これをもちまして本日の審議会を閉じたいと思います。ありがとうございました。 

午後３時１７分閉会 

 

 

 

  

 

 


