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午前10時00分開会 

○小笠原私学部長 皆様おそろいですので、ただいまから平成22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、私学部長の小笠原でございます。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。 

本審議会は、東京都私立学校助成審議会の公開に関する要綱第１条に基づき、公開とし

ております。 

傍聴の皆様に一言申し上げます。傍聴に当たりましては、要綱の定めるところによりま

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、まず最初に、配付資料の確認をさせていただきます。 

○濵田私学振興課長 私学振興課長の濵田と申します。よろしくお願いいたします。 

それでは、お手元の資料を確認させていただきます。座席表のほかに７点ございます。 

まず、審議会の本日の次第、次に、３枚ものの諮問文の写し、審議事項の参考資料とい

たしまして、「学校種別配分方法」という表題の資料がございます。報告事項資料１「平

成21年度私立学校助成予算の執行状況」、報告事項資料２「平成22年度私立学校助成予算

一覧」、それから、参考資料１は「東京都私立学校助成審議会条例ほか関係資料」、最後

に、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点の資料のご確認をお願いいたします。 

また、都議会議員以外の委員の方の机上には委嘱状を置かせていただいておりますので、

よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○小笠原私学部長 次に、当審議会の開会要件であります定足数について報告いたします。 

○濵田私学振興課長 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、

現時点で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。 

○小笠原私学部長 それでは、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、都議会議員の委員の方は平成21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。 

 - 1 -



それでは、ご紹介いたします。 

都議会議員の和田宗春委員でございます。 

都議会議員の増子博樹委員でございます。 

都議会議員の中屋文孝委員でございます。 

都議会議員の鈴木隆道委員でございます。 

都議会議員の高倉良生委員でございます。 

株式会社建設資源広域利用センター代表取締役社長の高橋信行委員でございます。 

筑波大学大学院教授の本澤巳代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。 

東京成徳大学中学・高等学校校長の木内秀樹委員でございます。 

立教女学院小学校校長の清水良一委員でございます。 

学校法人池上学園理事長の入谷幸二委員でございます。 

なお、立教大学大学院准教授の小島貴子委員は、本日都合により欠席されております。 

続きまして、都側の出席者を紹介させていただきます。 

並木生活文化スポーツ局長でございます。 

濵田私学振興課長でございます。 

佐藤私学行政課長でございます。 

馬場企画担当副参事でございます。 

小川私学振興課助成係長でございます。 

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、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、会長は委員の互選とすると

定められておりますので、どなたかご推薦をいただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○近藤委員 それでは、私から申し上げたいと思います。私学振興、私学行政に造詣の深

い高橋信行委員を本審議会の会長に推薦したいと思います。 

○小笠原私学部長 ただいま近藤委員から高橋委員をご推薦したいというご提案をいただ
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きましたが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○小笠原私学部長 ありがとうございます。それでは、高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存じます。 

（高橋委員、会長席へ移動） 

○小笠原私学部長 それでは、会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○高橋会長 それでは、一言。ただいま会長にご選出をいただきました高橋でございます。

会長就任に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと存じます。 

ご承知のように、東京の私立学校は各校の建学精神に基づきまして、東京の教育をリー

ドする質の高い教育を行っておりまして、東京の公教育におきまして大きな役割を果たさ

れていると思います。本審議会は、その私立学校の補助金配分の基本方針や、私立学校の

振興助成に関する重要事項について審議するものでございまして、その役割は極めて重要

であると認識をしております。 

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

よう審議を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

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存じます。

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になって

おりますので、僣越でございますが、私から指名をさせていただきたいと存じます。 

会長代理は、近藤委員にお願いをしたいと思いますが、いかがでございましょうか。よ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○高橋会長 ありがとうございました。それでは、近藤委員、よろしくお願い申し上げま

す。 

（近藤委員、会長代理席へ移動） 

○高橋会長 それでは、一言。 

○近藤会長代理 力不足ではありますけれども、会長に協力して頑張りたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

○高橋会長 ありがとうございました。 

それでは、並木生活文化スポーツ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。 
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○並木生活文化スポーツ局長 ただいまご紹介賜りました生活文化スポーツ局長の並木で

ございます。東京都私立学校助成審議会の開催に際しまして、一言ご挨拶申し上げます。 

委員の皆様方には、ご多用中のところ、当審議会にご出席いただきまして、まず感謝を

申し上げます。また、日ごろより東京都の私学行政につきまして、格別のご理解とご協力

を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

さて、私立学校は、建学の精神を生かした特色ある教育を展開しており、都内の児童・

生徒数の割合では、高等学校では６割、幼稚園に至っては９割以上が私立学校に在学し、

私学への都民の期待と信頼は非常に高いものとなっております。しかしながら、近年にお

ける少子化の進行、今朝の新聞ですと６大銀行では一部黒字が出るということでございま

すけれども、全体では改善が見られない経済状況など、私立学校が置かれている経営環境

は一層厳しい状況になってございます。 

都は、これまで私立学校の教育条件の維持向上に資するための基幹的補助金である経常

費補助をはじめ、耐震化の促進や、高校生や幼稚園児の保護者負担軽減のための補助を実

施するなど、私学助成のための対策を広範囲にわたって展開してきたところでございます。

東京都といたしましては、私立学校の自主性を尊重しながらも、国や社会の動向、時勢を

見据えつつ、その振興に引き続き努めていきたいと考えております。 

本日は、私立学校の振興施策の基幹となる平成22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、答申を賜りたいと存じております。 

配分方式における変更点は、実情に応じて補助が適切に行われるよう、特別補助のうち

帰国子女の受入れ要件及び幼稚園における保育体験受入れ要件を拡大しようとするもので

ございます。委員の皆様方には、ぜひとも活発なご意見をいただきますようお願い申し上

げまして、簡単で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い

たします。 

○高橋会長 ありがとうございました。 

続きまして、当審議会に対して、平成22年５月12日付で知事から「平成22年度私立学校

経常費補助金の配分方針について」の諮問がございました。同諮問文の写しにつきまして

は、当審議会事務局に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、

机上にも配付しております。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

上で審議に入らせていただきたいと思います。 

それでは、報告事項でございます「平成21年度私立学校助成予算の執行状況について」
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及び「平成22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をしていただき、

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、事務局から説明をお願い

します。 

○濵田私学振興課長 報告させていただきます。恐れ入りますが、着席して説明させてい

ただきます。 

それでは、次第の報告事項、アについてご説明をさせていただきます。資料の中で、報

告事項資料１というものをご覧ください。「平成21年度私立学校助成予算の執行状況」を

ご覧ください。 

平成21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ページにわたりまして記載

しております。表頭にありますとおり、それぞれ議決予算額、使途を変更した額、予算現

額、執行額、残額、執行率の順に数値を記載してございます。これらの数字につきまして

は、まだ決算が完全に終わっておりませんので、正確に確定した数字ではないことをご了

承いただきたいと存じます。 

まず、１ページの上半分に記載の経常費補助は、私学助成全体の８割以上を占めます基

幹的補助でございます。１から６までの小計欄にありますように、議決予算額は 1,152億

 1,500万余円、執行率は表の一番右から２番目の欄にありますように、99.8％となってお

ります。この経常費補助のうち、２の中学校から１の高校に４億 9,700万余円、また、３

の小学校から４の幼稚園に３億 5,400万余円の使途変更を行っております。この理由でご

ざいますが、中学校及び小学校において、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、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、また、幼稚園では教職

員数が予算積算時よりも増加して補助実績が増えたことなどがあり、これらに対応する必

要がありましたことから、前述の中学校及び小学校から使途変更を行ったものであります。 

次に、１ページ下段の保護者負担軽減関係では、７から12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、議決予算額90億 7,900万余円で、執行率は94.2％でござ

います。10の私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助の残額は、対象園児数が予算の

見込みよりも減ったことによるものでございます。 

次に、２ページをご覧ください。団体補助等でございます。ここには先ほどの経常費補

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から32まで20項目ござ
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います。合計額ですが、３ページ目をご覧ください。下から２段目の小計欄に記載してあ

りますとおり、議決予算額は 178億 7,300万余円となっております。執行率は84.4％でご

ざいます。 

残額が発生しております主なものですが、２ページ目の25、私立学校安全対策促進事業

費補助がございます。14億 6,900万余円の残額が出ておりますが、これは耐震化改築工事

における複数年度工事の工事進捗率の影響等により、１棟当たりの補助額が減となってい

ることなどによるものでございます。そのほか、22の私立学校教育振興資金融資利子補給、

29の認定こども園運営費等補助、31の私立学校地上デジタルテレビ整備費補助などにおい

て実績減による残額が出ております。 

以上、平成21年度の私立学校助成予算の執行状況につきましては、全体で執行率97.5％

となり、結果的にはほぼ満額に近い執行となっていると見ることができると存じておりま

す。 

続きまして、報告事項イ「平成22年度私立学校助成予算」についてご説明いたします。

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。金額の大きなもの、また新規事業を中心にご説明させていた

だきます。 

まず、１ページに記載の経常費補助ですが、１から４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から３までの高・中・小学校の経常費補助ですが、基本的に、公立学校の決算値をも

とに、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の幼稚園につきましては、標準となるべき公立幼稚園が極めて少ないという実

情を踏まえまして、学校法人立幼稚園の決算値と公立教員に適用されている給料表をもと

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に計上しております。

表の中段にございますように、高校・中学校・小学校・幼稚園の合計の予算額は 1,169億

 3,500万余円で、前年度比 2.5％、28億 7,400万余円の増となっております。これは、公
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立の決算値に基づく標準的運営費が増加したことなどがその増加要因となっております。 

次に、２ページをご覧ください。保護者負担軽減に関する事業でございます。内容・規

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

９の私立高等学校等特別奨学金補助、10の私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助、

そして、今年度から事業が開始されております、13の私立高等学校等就学支援金、14の私

立幼稚園就園奨励特別補助が大宗を占めております。これらのうち、新規事業であります

私立高等学校等就学支援金は国の施策でございまして、いわゆる公立学校の無償化に伴い、

私立学校に通う生徒に就学支援金を支給するものでございます。都道府県を通じて、学校

設置者に代理受領していただきまして、授業料に充当する仕組みとなっております。22年

度予算は、資料にもございますように、 249億 600万余円でございます。 

また、14の私立幼稚園等就園奨励特別補助でございますが、これは国の幼稚園就園奨励

費の改定によりまして、一部の階層で保護者の負担が増える見込みとなったことから、そ

の負担額を緩和するために都が独自に創設した補助制度でございます。 

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ように、 356億 9,600

万余円で、対前年度比 308.7％、 269億 6,100万余円の増となっております。これは、先

ほどご説明しました私立学校等就学支援金、また、私立幼稚園等就園奨励特別補助の新設

のほか、９の私立高等学校等特別奨学金補助の補助対象者の増加見込みなどが主な要因と

なっております。 

次に、３ページをご覧ください。団体補助等でございますが、15から次のページの34ま

で全20事業となっております。予算額は４ページ下段の小計欄にありますとおり、合計で

 206億 1,600万余円、前年度予算と比較しまして16.6％、29億 3,700万余円の増となって

おります。 

４ページの27、私立学校安全対策促進事業費補助でございますが、これは耐震補強工事

経費などの一部を補助するものでございます。「10年後の東京」への実行プログラム2010

を踏まえまして、更に耐震化を促進するための予算を措置しております。具体的には、耐

震化工事の実施見込みの建物棟数の増加や、耐震補強工事に係る補助対象経費の上限額を

２億円から３億円に引き上げたことなどにより、予算額の増を見込んでおります。 

以上の経常費補助、保護者負担軽減及び団体補助等を合計すると、４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 1,745億円余で、21年度予算額と比較し

まして 328億 8,100万余円、23.2％の増となっております。 
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誠に雑駁ではございますが、以上で平成21年度の執行状況並びに平成22年度予算措置の

状況についてご報告とさせていただきます。 

○高橋会長 報告が終わりました。ご質問などございましたら、どうぞ発言をお願いいた

したいと存じます。 

○中屋委員 中屋文孝でございます。今ありましたけれども、今年度から開始した私立高

等学校等の就学支援金についてちょっとお伺いをさせてもらいたいのですけれども、この

制度自体は、昨年、新政権が発足をいたしまして、この政権の目玉といいますか、我々も

必死で闘ったのですけれども、結果的には負けてしまったわけで、公立高校の無償化に伴

って導入された制度で、私立高校の生徒に対しての就学支援金を支給するというものです。

制度自体の善し悪しについては、私は今ここで、審議会ということもありますから、多く

は言いませんけれども、現場からの声も踏まえて２点ほど、できればお時間をいただきた

いと思います。 

そもそも公立高校授業料は、公立高校は当然、徴収しないだけで済むわけですけれども、

私立高校は就学支援金を、今説明がありましたけれども、学校設置者が一旦代理受領して、

生徒からはその分を差し引いた授業料を徴収するという仕組みになっています。ご承知の

とおり、この法案自体が本年の３月31日に成立をして、４月１日に施行されたわけでござ

いますから、現場は大変な混乱だったと私は思います。この制度、つまり導入に伴って、

学校の負担が非常に大きくなった。これに対して東京都は、学校の現場の負担軽減を図る

ためにどういう対策を講じたのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○高橋会長 では、事務局からお願いします。 

○濵田私学振興課長 他県におきましては、就学支援金の支給事務の大半を学校が担って

いるというふうに聞いております。東京都におきましては、学校における事務の負担の軽

減を図るとともに、円滑な支給を行うために、現在、私立高校生の授業料軽減助成という

のをやっているのですが、この実績のあります東京都私学財団、これは私学関係者が中心

となって設立された財団ですが、ここのノウハウをお借りして活用していくことによりま

して、審査に必要な事務を委託したり、そういうことをやっております。連休明けの５月

７日に千代田区の都のフロアに東京都就学支援金事務センターというのを設立しまして、

学校ですとか、保護者からの問い合わせへの対応、あるいは申請書類の確認業務等の事務

を本格指導を開始したところでございます。まだまだ各学校の負担が残っているというこ

とは十分承知しているのですが、今後とも学校の負担がより一層軽減されるように努力し
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ていきたいというふうに考えております。 

○高橋会長 中屋委員、どうぞ。 

○中屋委員 東京都は、他県と比べても比べものにならないぐらいに学校数とか生徒数を

抱えているわけですから、効率よく事務処理を行っていく上でも、今お話がありましたけ

れども、ノウハウのある私学財団の活用というのは私は非常に有効的だと思います。 

次に、就学支援金の支給方法についてちょっとお尋ねするのですが、この中身は、よく

見ますと、就学支援金を四半期ごとに分割して支払うということになっていますけれども、

私立高校のほうは恐らく授業料の徴収時期というのは定まっているわけではないでしょう

から、まちまちでしょう。ですから、就学支援金を授業料に充当するに当たっての手続上

の煩雑さというのをよく聞いております。これに対しての対応策というのはどんなふうに

お考えなのか、ちょっと教えてください。 

○濵田私学振興課長 委員ご指摘のとおり、私立学校におきます授業料の徴収の仕方、徴

収時期とか回数などは学校によって異なっております。確かに、国から東京都のほうを通

じて支給するということで、国から都に対しては年４回という形でお金がくるわけですけ

れども、制度本来の趣旨である保護者の授業料の負担を軽減するということで、早期に就

学支援金を各学校に支給して、あらかじめ授業料に充当していただく必要がありますこと

から、都では生徒全員に一律で支給する支援金の年間分は６月までに支給する予定でおり

ます。また、低所得者の加算分につきましても、９月までに都のほうで一括して支給して

いきたいというふうに考えております。 

○高橋会長 中屋委員、どうぞ。 

○中屋委員 今努力しているというのはよく分かりますけれども、今の加算支給というこ

とについて、これは保護者が区役所などへわざわざ出向いて課税証明書を取得しなければ

いけない。私は、大変なことだと思うんです。やはりこういうことも何らかの改善の余地

がまだ残されていると思います。都として、学校はもちろんですけれども、生徒とか保護

者の負担が減るように引き続き努力を続けてもらいたい、このように思います。私学助成

は、就学支援金のように保護者とか生徒を支援するというものも大事だと思うのですけれ

ども、やはり今回、諮問事項でもありますけれども、経常費補助を通じての私立学校の経

営安定を図るということが一番大事な事だと私は思いますし、この制度を更に充実してい

くということをここで改めて申し述べたいというふうに思います。以上です。 

○高橋会長 一言ありますか。では、事務局のほうから今のご質問につきまして。 
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○濵田私学振興課長 先生ご指摘のとおり、区役所から課税証明書を取るというのは、区

役所は平日しかやっていませんので、お仕事をされている保護者の方などは休みをとって

取りに行くという負担が結構多いというふうな話も重々伺っております。４月から６月ま

での加算分につきましては、前々年度、いわゆる一昨年の所得に応じて支給するというこ

とになっています。これの手続は、課税証明書を取っていただいております。６月以降の

ものにつきましては、昨年の所得に応じて支給するというふうなことになっています。こ

れにつきましては、先生ご指摘のような保護者の皆様の声もありますことから、課税証明

だけではなくて、我々サラリーマンは６月に特別徴収税額通知書というのが給料袋に入っ

ております。あと、自営業の方は住民税の納税通知書というものが送られてきます。それ

のコピーを提出していただいても大丈夫なようにさせていただきたい。こういう形で、な

るべくわざわざ区役所に出向いてというようなことがないような形で負担を軽減させてい

ただこうというふうに考えております。 

○高橋会長 中屋委員、よろしいですか。 

○中屋委員 はい、お願いします。 

○高橋会長 和田委員、どうぞ。 

○和田委員 私学助成そのものは制度的にいろいろ変遷があって、その時の経済・社会情

勢のもとで、国の私学助成に対する地方行政の受けとめ方など千変万化いろいろございま

す。東京都における私学助成そのものも、戦後、昭和26年から復興期に合わせて、東京都

の私立学校の助成条例というようなものを作って、公私立を公平に都行政の中で扱おうで

はないかということからスタートし、そして今日まで、あるときは新しい制度を作り、あ

るときは、今回も22年度から廃止になりましたけれども、そういう制度が廃止をされると

いう中で、常に社会あるいは国家の情勢も含めて、そういう他力的なところで変動してき

ているという歴史があると私は思っているんです。そういう中で、いつまでも従来どおり

のフレームといいましょうか、枠組みでいていいのか。常に時代とともに、今抱えている

東京都の一般補助にしても、特別補助にしても、この時代に合っているのか、また将来に

向かってこの制度が機能できるだろうかというような基礎的な点検も私はこの審議会の中

では当然言葉に載っていいだろうと思っているんです。 

そういう立場で一、二の質疑を続けさせていただきたいと思うのですが、保護者負担軽

減事業費補助というのがございます。先ほど申し上げたとおり、一般補助の中には、学校、

学級、教職員、生徒という４つの区分があって、それぞれ補助単価をそこに乗ずることに
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よっていろいろな数字が出てくるわけですし、それから、特別補助については、各学校の

学種によって実績を評価するという形で補助させていただく、そういう二面性を持って今

日まで運用されてきました。そういう中で、保護者負担軽減事業費補助でありますけれど

も、昨今言われていますとおり、経済的な１つの事情から、働き手であるお父様やお母様

が派遣で切られるとか、あるいは突然解雇されるとか、もろもろの経済的な余波で子弟の

教育的な継続が不可能、あるいは苦しくなるというような状態がございます。その都度、

家計急変に対する制度を東京都で打ったりして、私が先ほど申し上げたとおり、対応策は

時代とともに打ってきているとは思うのですけれども、授業料の軽減補助でございますが、

これについて、それぞれ高・中・小までどういう現状にあるのかということをまずお伺い

しておきたいと思います。 

○高橋会長 それでは、事務局のほうからお願いします。 

○濵田私学振興課長 授業料減免補助でございますけれども、授業料の減免補助には整備

促進補助というものと減免補助という、ちょっと似たような名前で恐縮ですが、２種類ご

ざいます。まず、整備促進補助というのは、実績にかかわらず、減免制度を整備している

学校に対して補助するものでございまして、単価30万円という形になっております。平成

21年度の補助実績でございますが、高校で 124校、中学で94校、小学校で16校になってお

ります。金額で言いますと、高校では約 3,700万円、中学校が 2,800万円、小学校が 500

万円というような形になっています。 

それから、実績に応じて補助するものがございまして、家計状況を理由とする場合には

３分の２を補助する。それから、家計急変を理由とする場合は５分の４補助するという制

度になっておりまして、21年度の補助実績は高校で人数で約 1,000人、中学校で約 160人、

小学校で20人弱というような形になっております。金額でいきますと、これを全部合計い

たしますと、高校で１億 7,200万余円、中学校で 5,600万余円、小学校で 700万余円とい

うことで、合計２億 3,600万余円の補助の実績となっております。 

○高橋会長 和田委員、どうぞ。 

○和田委員 トータル水準は２億 3,000万余ということで、これはその場その場における

父兄なり子弟にとっては大変救いといいますか、継続できるわけでありますから、東京都

の持っている１つの光というか、明かりになるだろうと思っています。このことがどれほ

ど社会的な経済変動を東京都の助成制度によってカバーして、継続して、授業が受けられ

る、教育が受けられるということになっているかということを考えたときに、私は、この
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防波堤の役割を果たしている今の制度そのものは評価されるべきだろうというふうに思っ

ています。 

私どもは、すぐに東京都は頑張っているということを考えるのですけれども、それにつ

きましても、やはり保護者負担軽減事業費補助が結果として、先ほど高・中・小と数字が

出てまいりましたし、金額も出ましたけれども、やはり無理をして、学校での申告の問題

やいろいろあるかもしれませんけれども、こらえているというか、我慢しているというか、

そういうことがなく、自然な形でこの制度の恩恵に浴すような形の風土に持っていく必要

があるだろうというふうに思っています。今、小・中・高合わせてどのぐらいのパーセン

トでこの対象となる人がいらっしゃるのでしょうか。 

○濵田私学振興課長 ただいま申し上げました授業料の減免の制度を実施して、生徒さん

の数でパーセントでいきますと、高校生で 0.6％程度、中学生で 0.2％、小学生で 0.1％、

概ねこのような数字になっております。 

○和田委員  1,000とか、 160とか、20とか、数字そのものは小さいし、パーセンテージ

に表しても 0.1とか 0.6と少ないんですけれども、やはり数字では表せない生活が裏づけ

されているし、それから将来の自治体や地方を担う子弟がここで学んでいるということの

実際を考えますと、この数字を超えた、ある１つの政策的な評価をしておくべきだという

ふうに私どもは思います。ともすると、数字が小さいんじゃないかなどという声もありま

すけれども、意図的に増やすわけにもいきませんし、減らすわけにもいかないわけですか

ら。ただ、素直に、この補助に当たるような、そういう雰囲気を学校現場も含め教育庁全

体で持ってもらいたいということを申し上げておきたいというふうに思います。 

それから、もう１つは、学級割単価に対する補助の問題です。これは、やはり40人学級

を現実的に下げて、教育効果を上げていくというような風潮に世界的にもなっていますし、

日本の各地でもそういう傾向があるようです。したがって、東京都においても、やはり積

極的に40人以下学級への誘導をしていくべきだというふうに思うのですが、今、高・中・

小で40人学級の達成率はどうなっていますか。 

○濵田私学振興課長 40人学級ですが、達成率は学級数で見ますと高校で65.9％、中学校

で64.2％、小学校で87.2％となっております。 

それから、先ほどのお話につけ加えさせていただきますが、授業料減免は各学校で生徒

さんや保護者の各々の実情に応じて柔軟に対応しているということで、数字の多寡の評価

というのはあるかとは思うのですけれども、各学校それぞれの実情に応じて取り組んでい
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ただいているというふうに認識しておりますので、ちょっと申し添えさせていただきます。 

○高橋会長 和田委員、どうぞ。 

○和田委員 よく言われる少子化という現象が小学校で87％、中学校で64％、高校で66％

という数字に符合してくるのかなと思うんです。少なくとも、小学校では90％近くが40人

を達成している。しかし、高・中は70％未満で、停滞しているか伸びてきているかはとも

かくとして、現状は70％未満になっているというときに、やはり小学校の学級割単価に対

する補助というものについて、小・中・高、三位一体で考えていくべきなのか。小につい

ては進歩しているわけでありますから、これについては、次なるテーマである、例えば35

とか、数字はともかくとして、40にとどめずに、もう少し先に目標を設定していくという

ことも必要ではないか。いつまでも87％、90％近い数字で中・高に歩調を合わせる必要は

ないのではないか。また、合わせるつもりはないというふうに当局は思っていらっしゃる

のかどうなのか。ここの分離的な考え方についてのお考えをお聞きします。 

○高橋会長 事務局。 

○濵田私学振興課長 私立の小学校・中学校、高等学校の学級編成につきましては、文部

科学省令におきまして、40人以下を原則としつつ、特別の事情があって、かつ教育上、支

障がない場合はこの限りではないというふうになっております。また、都においても、設

置認可基準を40人以下としております。もともと従前は基準は50人以下というようなこと

も聞いておりまして、これを40人学級に近づけていくというようなことで、40人学級編成

推進補助というようなことでやらせていただいております。これは、まだ小学校のほうは

学級数で87.2％ということでございますので、これを直ちに、例えば先生がおっしゃるよ

うな35というようなものにした場合には、先生を増やさないといけないとか、教室を増や

さないといけないとか、学校によってはさまざまな問題も生じてまいりますし、私ども、

例えば補助単価を小学校の場合、１学級当たり10万円ということで40人学級を達成してい

る学級に応じて出していますけれども、これらも、例えば35ということになりますと出せ

なくなるというようなことになり、学校経営に与える影響も大きいというふうに考えてお

りますので、これは現時点で学級編成の基準を変更するというのは適切ではないというふ

うに考えておりまして、今後慎重に検討していかないといけない事項だというふうに認識

しております。 

○和田委員 国の１つの決まりはもちろん承知はしているのですが、ただ、よく事業効果

を上げるために、これは外部指導員も含めてティームティーチングのような形で効果を上
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げようというようなことが、特に専門化されている教科については出てきています。それ

は何を物語るかといえば、やはり１人で教えるよりも２人で教えたほうが生徒・児童の理

解が早まるということの証左だろうと私は思うんです。したがって、今、濵田課長がおっ

しゃるように、先生の費用や教室の増築などの経済の問題はもちろんわかりますけれども、

ただ、政策的な教育行政の方針としては、ほぼ小学校については90％近く40人学級が達成

しつつあるということの中で、次なる課題というのは、やはり先ほど申し上げたとおり、

世の中の変遷をしっかり受けとめる教育という姿を考えれば、当然これは東京都が積極的

に考えていくべきことではないか。国が考えを変えるまでとか何とかではなくて、現状を

しっかり追認する形で、その数を現状に合わせて、目標を達成していく中で、いわゆる補

助もインセンティブを導入するための補助という機能もあるわけですから、そういう考え

は積極的に取り上げていくべきだというふうに思うのですが、もう一回考えをお聞きしま

す。 

○高橋会長 吉田委員のほうからお手が挙がっていますが、これについてですか。 

○吉田委員 今、先生からいろいろご指摘いただいたことで、私立学校の立場で一言お話

しさせていただきますと、現実に今、40人学級という話で、35人、30人という話が国のほ

うでも出ているように思います。ただ、実際に公立学校の場合は40人学級が41人になれば、

21人と20人のクラス編成をする。ただ、私ども私立学校は、ご承知のように、各校独自の

自主性を強調した自らの教育をやっているわけですけれども、そういう中で、逆にホーム

ルーム、学級の人数が少なければ本当にいいのかどうか。我々からすれば、逆に20人、21

人などという学級ができた場合に困るものもあります。現実に、私どもが今多くの学校で

取り入れられておりますのが、ホームルーム、学級というものはその人数でやる。ただ、

そういう中で、今、ティームティーチング云々のお話がございましたけれども、例えば

英・数・国のような主要教科については少人数編成をして、そしてまた、それを同時解体

して、そういう中で今度は習熟度別の授業をやったりとか、そういった、ある意味、私ど

も私立学校は国の教育のパイロットスクール的な要素で、いろいろな手を加えて努力をし

ていると思っています。ですから、そういう意味では、私はホームルーム、学級の人数の

固定というよりも、そういった特色あるフレキシビリティーを持った教育、そういうもの

をもっと実践できる、そのために、先ほど事務局のほうから話がありましたような、例え

ば教員の配置をもう少し増やしていただくとか、そういうことによってカバーしていただ

くという方法もあるのかなと。公立学校のように国が決め、都道府県が決め、そういった
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定数というものをただ守ってやっていけばいい教育ができるかといえば、私立学校は、そ

ういう中で自分たちの与えられた中でよりよい教育をするための努力をする、そういう環

境づくりをしていただけるほうがありがたいのかなと思いまして、あえて一言申し上げさ

せていただきました。 

○高橋会長 和田委員、どうぞ。 

○和田委員 現場の当然の声だと思います。しかし、やはり私立学校の持っている側面と

しての教育の面もそうですし、経営的な面ももちろんあります。ですから、公立と違って、

経営的な面が大きく比重を占める、公立と比較すればあると思いますから、そういうお答

えもこの審議会の中ではあって然るべきだと思いますが、ただ、教育というパーフィック

な面における要素としては、今、私どもが申し上げたようなことなどについても検討に値

する時代になってきたのではないかということは申し上げておきたいというふうに思いま

す。以上です。 

○高橋会長 ほかに報告事項に関連しまして、何かご質問、ご意見等ございますでしょう

か。玉木委員、お願いします。 

○玉木委員 意見というよりも、ちょっとご説明を補足的にお願いしたいところがあるの

ですが、私立学校安全対策促進事業のところで、団体補助等となっているところの25番、

先ほど数字の説明がございました。耐震化の進行状況が遅れていて予算を残したというよ

うなご説明であったかと思うのですが、これは具体的に言いますと、どういうような実態

を指しているのか、お願いします。 

○濵田私学振興課長 これは執行が悪いということではなくて、耐震化ですと、例えば改

築する場合は、壊して、その後建てたりとか、あるいは改修する場合でも、１年で終わら

ない場合が生じてきます。当初は21年度で終わる予定だったのが、その後の工事の進捗等

によりまして今年度にずれ込むケースが結構ございます。これは、こういうふうな建設関

係のものですと結構あるのですけれども、そういう関係で今年度にずれ込んだということ

で執行率が下がっているということでございますので、決して耐震化自体が進んでいない

とか、遅れているということではないというふうに理解しております。 

○高橋会長 玉木委員、どうぞ。 

○玉木委員 それと、安全に関することでもう１つ、アスベストの件に先ほどちょっと触

れられましたね。これは入っていませんでしたか。これは終わっているんですか。 

○濵田私学振興課長 はい。 
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○玉木委員 わかりました。どうも済みません。これは取り下げます。 

○高橋会長 よろしいですか。 

○玉木委員 はい。 

○高橋会長 ほかにございますでしょうか。 

それでは、これで報告事項の質疑については終わらせていただきまして、続きまして今

回の審議事項に入らせていただきたいと存じます。よろしゅうございますか。 

「平成22年度私立学校経常費補助金の配分方針について」ということでございます。こ

れを議題といたしたいと存じます。事務局のほうから説明をお願いしたいと思います。 

○濵田私学振興課長 それでは、諮問内容につきましてご説明させていただきます。諮問

文の別紙「平成22年度私立学校経常費補助金の配分方針」をご覧いただきたいと存じます。 

１の目的につきましては、本経常費補助金の目的でございます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化の向上、この３点を掲げ

てございます。 

また、２の配分の考え方では、１の目的を達成するため、配分の基準や評価の項目にお

きましてさまざまな要素を組み入れ、補助効果を最大限に発揮するよう努めております。

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つに分けて算定しておりまして、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としたものでござい

まして、高校・中学校・小学校・幼稚園の各学種ごとに、学校割、学級割、教職員割及び

生徒割の４つの区分の補助単価を設定いたしまして、各学校の規模に応じまして補助額を

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ということで

はなく、先の補助目的を十分勘案いたしまして、幾つかの評価項目を設け、その達成度に

応じた評価を加味して配分することとしております。評価係数 0.7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、達成度に応じまして最大３割までマイナスされる

という仕組みとなっております。これにつきましては、また後ほどご説明させていただき

ます。 

次に、特別補助ですが、特定の施策を実施するための配分でございまして、各学校の取

組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
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ます。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、後ほどご説明

いたします。 

まず、経常費補助の具体的な配分方法につきまして、学校種ごとにご説明をさせていた

だきます。 

審議事項の参考資料として、「学校種別配分方法」というのがございます。これをご覧

いただきたいと思います。１、高等学校経常費補助ですが、 (1)の一般補助ですが、アの

補助単価は、（ア）の学校割単価、（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、ここでい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、イの基礎数値につきましてはご覧のとおりとなっておりまして、また、ウの評価

係数につきましては、先ほど触れましたが、補助金が単に基礎数値だけをもとに配分され

るということではなく、一定の評価基準を設けて、是正すべきもの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ページに表がございますが、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

ですと、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ございます。また、教育条件の項目では、学則定員に対する現

員の割合が基準を超える場合には、最大で10％の減額となります。これら全てを合計いた

しますと60点となりますが、その影響も考慮いたしまして、30点を上限として減額するこ

ととしております。 

次に、２ページの下、 (2)の特別補助ですが、これは冒頭触れましたように、単に機械

的に補助金を基礎数値に基づいて配分するということだけでなく、各学校での取組を促し

たい事項につきまして、プラスの配分を行うものでございます。アの授業料減免補助から

順次説明しておりますが、例えば３ページのオ、生徒指導の充実補助では、ティームティ

ーチングなど、きめ細や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
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を加算し、児童・生徒の教育条件の維持向上を促進していこうというものでございます。 

22年度の対象項目は全部で７項目となっております。 

次の４ページ、 (3)には補助対象経費を記載してございます。 

また、 (4)では、特に使途指定といたしまして、補助金交付額の15％以上を教育研究経

費支出及び設備関係支出に充てることとしております。これは、補助金が補助目的本来の

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。 

ここまでが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、これまで説明させていただきました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、高校と若干異なりまして、 (2)に記載

のとおりとなっております。 

次に５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の仕組みとなっておりますが、ウの評価係数では、１

点だけ、表中の教育条件中の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まして、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６ページ、 (2)の特別補助では、幼児教育に関する知識や方法を、年間を通

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

３歳児就園促進補助、エの預かり保育事業補助、更に、キの保育体験の受入補助が、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、これらのうち今回お諮りする変更点につきまして、ご説明をさせていただきます。

これにつきましては、公印がついております諮問文の３枚目になります。「配分における

平成22年度の変更点」という資料がございます。こちらをご覧いただきたいと存じます。

今回お諮りする変更点は、特別補助に関する項目２点のみとなっております。 

初めに、１の国際化推進補助（帰国子女受入れ補助）の拡充でございます。こちらの対

象学種は高校・中学・小学校でございます。現在、帰国子女等の補助要件は、日本国籍を

持つ親の海外への転勤に同伴して日本を出国した後に帰国した生徒・児童を対象としてお

ります。しかし、生徒・児童が外国籍を持つ一方の親の転勤に同伴した場合や、親の海外
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への転職・起業に同伴した場合、また、生徒・児童が海外で出生した場合などは現在対象

になっていないという問題点が指摘されております。国際化が進み、家族構成や就業形態

が多様化する中、制度が十分に対応できていないという面がございます。このことから、

日本国籍を持つ親の海外転勤に同伴した者に限定している帰国子女等の要件を緩和し、補

助対象となる帰国子女等の受入れの拡大を図るものでございます。 

次に、２の保育体験の受入れ補助の拡充でございます。こちらの対象学種は幼稚園でご

ざいます。現在、保育体験の補助要件は、都内の私立高校生の保育体験を受け入れた場合

に限っております。しかし、保育体験は私立の高校生だけではなく、中学生や公立の生徒

を受け入れる実例も多く、私立幼稚園からは補助対象を拡大してほしいという要望がござ

います。本事業を通じて、多くの生徒やその保護者、生徒が在籍する学校関係者に幼児教

育の実態を広く知ってもらうことは、幼稚園への理解を一層深めることにつながると考え

ております。また、生徒にとっても、保育体験を通じて自己の職業適性や将来設計につい

て考えることや、幼稚園児とのふれあいを通じて家庭における親の役割を認識することは

大変有益であります。このようなことから、私立幼稚園において、保育体験の更なる受入

れを促進するため、都内私立高校生の受入れに限定している補助要件を緩和し、保育体験

受入れの拡大を図るものでございます。 

諮問内容についての説明は以上でございます。大変多岐にわたり駆け足のご説明となり

ましたが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○高橋会長 ありがとうございました。説明は終わりました。それでは、これからご意見、

ご質問等がございましたら、審議に入らせていただきたいと思います。高倉委員。 

○高倉委員 高倉でございます。ただいま説明をいただいた配分の変更点のうちの保育体

験の受入れ補助の拡充についてお伺いしたいと思います。 

厳しい経済状況が続く中で、雇用環境も改善の兆しがなかなか見えてこない状況が続い

ていると思います。特に若い世代の雇用が厳しい状況でありまして、総務省の調査では、

24歳以下の若い世代においては３割以上が非正規雇用者である、そういったデータも明ら

かになっております。こうした雇用状況のもとにあっても、一方では、2007年に実施され

た労働政策研究・研修機構の調査では、およそ２割の新入社員が、特に希望する勤め先が

ないままに就職をしているというような結果も出ているわけであります。今後は、若い

方々が主体的に進路を選択する態度、また、その能力を育成していくということが急務で

あると思います。そこで、都として、今回の保育体験の受入れ補助の拡充の意義というこ
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とについてどう捉えていらっしゃるのか、改めてお伺いしたいと思います。 

○高橋会長 事務局のほうから答弁をお願いします。 

○濵田私学振興課長 委員ご指摘のとおり、保育体験はキャリア教育の一環として行われ

ているものでございまして、生徒の勤労観とか職業観を養う上で非常に有効な教育方法の

１つというように考えております。この教育を推進していくためには、幼稚園をはじめ、

地域社会における受入れ先を確保するということが課題であることから、受入れのインセ

ンティブとして、この制度を平成20年に導入したところでございます。しかし、幼稚園の

現場からは、私立高校生に限らず、中学生、あるいは公立高校生の受入れも行っていると

いうような多くの声をいただいております。また、保育体験の受入れによりまして、幼児

教育の現場を生徒やその保護者、学校関係者に広く知ってもらうということは、幼稚園へ

の理解を一層深めることにもつながることから、更なる受入れの推進を図るべく、対象の

拡大を実施したいというような考えで提出したものでございます。 

○高橋会長 高倉委員。 

○高倉委員 今ご説明いただきましたけれども、確かに、保育体験の受入れということは、

将来の社会の担い手であります生徒の皆さんに、幼稚園を職業選択の１つとして考えてい

く大変よい機会にもなるのではないかと思います。そして一方では、園児にとっても、違

う世代との交流ということも非常に刺激のあることになるのではないかというふうに思い

ます。そこで、今回の拡充による効果ということについて、どれぐらいを見込んでいらっ

しゃるのかご説明いただきたいと思います。 

○高橋会長 事務局の方、お願いします。 

○濵田私学振興課長 まず、この制度の受入れを実施している実績でございますけれども、

平成20年度は49園で実施しておりまして約10.6％、21年度は56園で11.8％となっておりま

す。今回の拡充により実際どの程度増えるかという効果の算出はなかなか簡単ではないの

ですけれども、都立高校ですとか、都内の公立中学校の昨年度に行った職業体験、あるい

はインターンシップでは、40校程度が幼稚園における保育体験を実施したというような報

告もございます。こういうことから推測いたしますと、今回、これを拡充することにより

まして、40園以上の増加が見込まれまして、実施の割合も20％以上ぐらいまではいくんじ

ゃないかというように見ております。参考ですが、これによる影響額は 500万円強程度と

いうように考えておりますが、こういうようなことを通じて、先ほども申し上げましたが、

キャリア教育の一環で中学生・高校生の生徒さんの職業教育、あるいは幼稚園にとって、
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幼稚園を知ってもらうというような効果が十分発揮できるというように考えております。 

○高倉委員 今回諮問されている保育体験の受入れ補助の拡充については、生徒一人ひと

りの勤労観とか職業観を育成するキャリア教育というものを推進していくということであ

って、時代に大変合ったものであるというふうに考えます。これからの我が国を担ってい

く若い世代に、職業体験や世代間交流によってコミュニケーション力を高めてもらうとい

うことは本当に大切なことではないかというふうに思います。私たちは私学助成を通して

子どもたちの教育を考えているわけでありまして、そうした意味でも、本審議会の判断と

いうのは大変重要であると思います。今後も必要な見直しを積極的に行っていくべきであ

るということを申し述べておきたいと思います。以上です。 

○高橋会長 ありがとうございました。和田委員、どうぞ。 

○和田委員 ２点、それぞれ１点ずつお伺いいたしたいと思うのですが、まず国際化推進

補助でありますけれども、先ごろ配られました東京都の私学助成、平成22年の資料でも判

明しますが、国際化推進補助は、外国人の留学生受入れ補助と、外国人の教員及び助手の

採用、帰国子女の受入れ、この３点セットで今までは国際化推進補助となっておりました。

ところが、外国人留学生の受入れについては、19年の諮問を受けて、22年度、今年度から

廃止になるということで、３本柱の１本が今年度から欠けるということになります。これ

について振り返って、どういう理由なのかを端的に１つお伺いいたしたいと思います。 

○高橋会長 事務局、お願いします。 

○濵田私学振興課長 外国人留学生の受入れ補助が今回廃止になるということで、これは

平成19年度の助成審議会の答申に基づきまして、今年度から廃止ということになっている

わけでございますけれども、当時の廃止をすることとした理由といたしましては、国際理

解教育というものを推進する目的で開始をした制度ではございますが、補助実績が全高校

の１割程度という低い率で、かつ減少傾向にあったということで、補助する学校も固定さ

れていたというようなことでございます。 

また、なかなか伸びなかった理由につきましては、はっきりとは当時も分析はされてい

なかったのですけれども、これは補助単価が75万円という比較的高い金額なんです。この

金額というのは、私立高校の１人当たりの平均年額授業料と施設費ということですが、た

だ、学校のほうでは、これ以外のさまざまな負担というのもございまして伸びなかったの

ではないかというように考えております。ただ、これは廃止をしておりますけれども、こ

のほかの事項で、体験学習等特色ある教育の取組補助も活用していけるということもあっ
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て廃止に至ったというように認識しております。 

○高橋会長 和田委員、どうぞ。 

○和田委員 先ほど申し上げたとおり、時代の変遷という中で、この審議会も先取りした

り同調したりということは十分あり得るわけでございます。ただ、今おっしゃったとおり、

単価が１人当たり75万という形の高いものでありながら、今、10％程度だというような報

告でありましたけれども、これについて、もう既に今年度から廃止になるということは受

け入れざるを得ませんが、やはりもう少し政策目的に沿った形での広報宣伝なり、学校に

対する理解を深めていくようなことも必要だったのではないか。国際化と言われていると

きに、なぜ外国人留学生の受入れ補助が廃止されるような形になってしまったのかという

ことの原因を、結果的にそうじゃなくて、なぜそうなのか、東京都の外国人留学生受入れ

の視点に何か問題はなかったのかというところまで遡って私は考えるべきだというふうに

思いますし、場合によっては、これは、私どもも調査いたしますけれども、時代の変遷の

中で再構築をするというような場面もあり得る、そういうように私どもは考えるわけです。 

そういう中で、今回、帰国子女の枠の拡大ということで、これは先取りするというよう

な形で歓迎するものでありますけれども、今回、この枠の拡大によってどれだけの対象が

想定されるのでしょうか。 

○高橋会長 事務局、答弁をお願いします。 

○濵田私学振興課長 帰国子女につきましては、今、高・中・小合わせて 2,330人、正確

に言いますと 2,337人受け入れております。どのぐらい増えるかというのは、ちゃんとし

た調査をしたわけではございませんのではっきりしたことは申し上げられないのですけれ

ども、関係者の話もいろいろ伺っていきますと、概ね５％から10％ぐらい、人数でいきま

すと 100人から二百数十人ぐらいの間で増加するのではないかというふうに見込んでおり

ます。 

○高橋会長 和田委員、どうぞ。 

○和田委員 現状 2,337人の方がいて、この新制度の拡充によって５％から10％、 100人

から二百数十人ぐらい増えるだろうというようなことですけれども、これは当然、確たる

データがないわけでしょうから、基礎的なものは類推するしかないと思うんです。ただ、

捕捉しにくいところではあったにしても、今、濵田課長がお話しのとおり、時代の傾向と

いうか、トレンドを受けて拡充になり、 2,337人プラス二百数十人になるかなということ

を読まれるわけですから、やはりそういう政策的な１つの根拠の基礎的なものは、はっき
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り１つの数字として、この種の審議会にはアバウトでいいですけれども報告できるような

形での確実性をもって提案をしてもらいたいというふうに思います。これは１点、私の注

文にいたします。１人９万円ということになっておりますが、それにその人数を掛ければ

それだけの人数が出てくるわけですけれども、 2,000万近い金額が帰国子女に対して支給

されるということになれば、金額の多い少ないというよりも、中身の内容的には応援にな

るかなと思うものですから、その根拠づけをしっかりお願いしたいと思います。 

それから、保育体験の受入れ補助でありますけれども、これについては１園12万という

形で、例えば１園に３人行っても12万、１人でも12万という理解をいたしております。こ

れに、まず私立が平成20年に先行したわけですけれども、公立についても、あるいは中学

生についても、ぜひどうだということのようですが、それに踏み切った公立の実際におや

りになっている数字というのは、今つかんでいらっしゃるのですか。これから出てくるの

ですか。 

○高橋会長 事務局の方、お願いします。 

○濵田私学振興課長 先ほど若干申し上げたと思うのですが、公立で現在、保育体験のほ

うで幼稚園に出している数ですけれども、高等学校で29、中学校で８、小学校で５、合計

42という実績になっております。 

それから、申し訳ありません、先ほどの国際化の帰国子女の受入れにつきましては、は

っきりした数字自体、なかなか推計が難しいというようなことを申し上げましたけれども、

いわゆる国際化が進んで、家族構成とか収入形態が多様化する中で、帰国子女という捉え

方が限定的だったという問題点が指摘されたということで拡大しておりますので、数につ

いてなかなか予測が難しいところはございますけれども、私どもとしては、そういうよう

な実態も踏まえて、適切に今回諮問をさせていただいたと認識しております。 

○高橋会長 和田委員、どうぞ。 

○和田委員 国のキャリア教育の制度を受けて、小・中、高という形で、一応国はそうい

うことを想定して今、制度構築をしています。それを受けて、東京都が、小はともかく、

公立の場合、中・高にこれを広げようという形で歓迎をするものでありますけれども、問

題は、受け入れる側のほうの幼稚園の、どこの企業・組織でもそうですけれども、初めに

入ってこられる新人の方に対するリクルートといいましょうか、それは大変難渋をされる

ということをよく聞いています。ましてや、中学生とか公立の高校の生徒となりますと、

まだ発育途上でもありますし、社会的な常識もまだ未完成かもしれません。そういう中で、
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受入れ側のほうの、受け入れてくれればそれはそれでいいよという話になると思うかもし

れませんが、やはり受入れ側のほうが一定の児童なり生徒に対して、何か統一した形での

マニュアルといいましょうか、こういう形にはこうだというようなことが、東京都がこの

制度を拡充するわけでありますから、東京都サイドの持っている、それを希望する児童な

り生徒に対する教育というか、リクルートといいましょうか、そういうものについての導

入に際しての考えは何かおありでしょうか。 

○高橋会長 事務局、お願いします。 

○濵田私学振興課長 保育体験の目的は先ほどからるるご説明しているとおりですけれど

も、この具体的な内容といたしましては、相手がいわゆる高校生・中学生と幼稚園児とい

うことでございますので、難しいことを高校生・中学生にしてもらうということにはなり

ません。例えば絵本の読み聞かせとか、自宅に帰るときの付き添いとか、あるいは幼稚園

教諭の手伝いとか、あるいは園児とのふれあい、遊び等、そういうものも含めてやってい

ただく、こういうものを想定しております。あとは、具体的にどういうことをやらせるか

というのは、制度の趣旨も踏まえた上で、各幼稚園さんのほうでいろいろ工夫をしていた

だいているところでもございます。 

○和田委員 中学生や公立の高校の生徒がそういうところに行きますと、当然、土日を抜

きにした形で、本来、学校にいるべき時間に行くと思うのですが、授業の評価との関係は

どういうふうに調整される予定ですか。 

○高橋会長 事務局、お願いします。 

○濵田私学振興課長 学習指導要領にもございますけれども、中学生・高校生につきまし

ては、職業体験というのが１つ上がっております。ですから、確かに授業を抜けるという

こともあるのかもしれませんけれども、現に都庁におきましても、中学生の職業体験とい

うことで、これは３日間ぐらいだったと思いますけれども、中学生何人かを職場で受け入

れたりというようなことをやっております。そういうこともございます。ただ、学校側の

ほうも、授業の延長線上というような形で捉えていると思いますので、これによって学習

に影響が生じるとか、そういうことは考えていないというように考えております。 

○高橋会長 ちょっとすみません、入谷委員、これに関連して。 

○入谷委員 先ほど幼稚園の現場のほうからというようなお話もございましたので、参考

までにお話をさせていただきます。ご案内のように、公立の中学校で数年前から望ましい

勤労体験、あるいは自立や社会参加を促す教育を進める観点から、東京都の教育庁のほう
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で、主に公立中学校の生徒さん、２年生が対象だそうですけれども、最初１日から始まっ

て、今は５日まで、できれば年間で５日間体験するようにという指導があるそうです。ほ

とんどの公立の中学校でそれを導入して、その中に、いろいろな商店ですとか、企業の中

に、その一環として公的な施設、幼稚園や保育園も対象になっているということでござい

ます。その受入れに際しては、受入れを依頼される中学校の校長先生、あるいは担当の先

生から幼稚園のほうに依頼がございまして、最近は文書でくるようになっております。そ

れで、必要があればオリエンテーションも事前にして、１日の活動の流れなどを確認して、

何日から何日まで、どういう子どもが来るのかというような報告を受けて、それを踏まえ

て幼稚園のほうも受入れをさせていただいている。もちろん、保育に支障がない範囲・人

数でございます。ただ、私立幼稚園の場合には、ご案内のように、地域に密着した施設で

ございますので、公立の小・中学校と日ごろから学区の小・中学校とは連携をとっており

ますので、そういう意味の意思の疎通はご心配はないのではないかと思います。 

それから、つけ加えて恐縮ですけれども、先ほどのように、望ましい勤労体験というこ

ともさることながら、特に幼稚園あるいは保育所のような施設で受け入れることについて

の意義、先ほど高倉先生もお話しになりましたけれども、特に子どもの側面から見ますと、

今の少子化社会の中で、地域において異年齢集団と関われる、昔で言うと、がき大将文化

が今はもはや地域にない。しかも、兄弟関係が少ないですから、中学生ぐらいの子どもた

ちにとって、乳幼児と関わる体験が極めて少ない。幼稚園や保育所で乳幼児と関わる体験

というのは、ある意味では命の大切さを学習する、あるいは生きる力を育むという面で、

極めて高い効果があるのではないか。今、児童虐待のもとになっている大きな原因として

は、育児不安というものがあります。幼い子どもと関わることが恐くてできない。小・中

学生のときから、昔のように異年齢と関わるこういう機会を設けて対策をしていただけれ

ば、将来、保育園、幼稚園の先生になりたい、あるいは親として立派に子どもを育ててみ

たい、安心して安全に自身をもって接したいという力も育まれるのではないかと思います

ので、ぜひ少子化対策の観点からも、長いスパンで見れば効果があると思いますし、また

幼稚園の側からすると、地域社会で議会も行政も、みんなが幼児教育あるいは保育につい

てこれだけ関心を持ってきてくれている。金額の多寡ではなくて、そういう意味のみんな

が関心を持ってくれているということに対するインセンティブといいますか、モラール

（士気）が高まるのではないかと思いますので、ぜひ導入方をご検討いただきたいと思い

ます。 
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○高橋会長 和田委員。 

○和田委員 要望にしますが、どこのボランティアも、そのボランティアの施設に行く、

帰る時の傷害の保険、これは当然義務化されていることはご承知のとおりです。この児童

や生徒がある施設に行く。施設の中での事故もあるかもしれません。それから、行き帰り

ももちろんあるかもしれません。そういうことに対して、起こってからではなくて、当然、

歓迎すべき業種体験と言ってもいいかもしれませんけれども、そういうことの中で、もし

ものときの備えもしっかりした上でこの種の政策に踏み込んでいくべきだということだけ

は要望しておきます。 

○高橋会長 お答えはよろしいですか。 

○和田委員 結構です。 

○高橋会長 それでは、審議事項に関連しまして、ほかにご意見、ご質問等、どうぞ忌憚

なくいろいろおっしゃっていただきたいと思います。本澤委員、どうぞ。 

○本澤委員 先ほど留学の件で、３本柱の１本が欠けるというお話だったので。私自身は、

筑波大学の中で留学生受入れの英語コースを立ち上げる現場の責任者ですので。やはり

中・高校生ぐらいまでは、むしろ短期留学の促進のようなものを考えたほうがいいと私は

正直思っています。やはり大学でも４年間ですし、高校と中学は３年間ありますので、そ

れを親御さんが長期出すというのは、いろいろな外国への調査団を派遣した結果ですけれ

ども、むしろ高校生ぐらいだと、本当に１週間とか１ヶ月とかの交流から始めるのが一番

いいんじゃないかというのが今のところ調査の結果ですので、これは大学側での国際化推

進の中で出てきた結果ですが、それで高校との交流は私学でないとなかなか難しいので、

筑波地区でもそういうインターナショナルスクールの亜流のようなものを考えて、今、大

学は動き出していますので、ちょっと情報提供ですけれども、そういうこともお考えいた

だいたらと思います。 

○高橋会長 事務局のほう、今の点について何かありますか。 

○濵田私学振興課長 ただいま本澤先生からも貴重な意見、また各先生からも貴重な意見

をいただきまして、今後の参考にさせていただきたいというふうに考えております。 

○高橋会長 ほかにご質問なり、ご意見は。野田委員、お願いします。 

○野田委員 先ほど保育体験の受入れ補助について事務局の方からご説明があった点で、

分からないことがありまして教えていただきたいのですが、平成20年に49園、平成21年に

56園というふうに数字を教えていただいたのですが、これは１人受入れて、１日受け入れ
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たときの単価ということでしょうか。 

それと、今後、今回受入れ補助を拡大するということで、40園以上になるというふうに

おっしゃったのは、受入れの対象が増えるために単価が下がるという意味でしょうか。基

本的な質問で申し訳ありません。 

あともう１つ、11.8％とか20％というような割合もおっしゃったのですが、これは何に

対する割合なのか。申し訳ありませんが。 

○高橋会長 では、事務局、お願いします。 

○濵田私学振興課長 先ほど29園とか８園とか、合計42園というのは、これは幼稚園が何

人でも、何回でも、１年間に１回でも、１人でも受け入れれば１というふうにカウントし

ています。ですから、１人受け入れても、５人受け入れても、同じ受入れ園１というカウ

ントになります。それから、単価は変わりません。単価は１園12万円という補助単価なの

で、これは変わりません。それから、11.8％の分母ですけれども、これは全幼稚園の経常

費補助を受けている幼稚園のうちの11.8％という形になります。この経常費補助というの

は、いわゆる学校法人化志向園というのがあるのですけれども、これを含んだものになり

ます。このほかにも個人立とか、宗教法人立というのもあるのですが、それはこの経常費

とは別の補助になります。ですから、 475分の56が11.8というふうな数字になっておりま

す。 

○高橋会長 野田委員、いかがですか。よろしいですか。 

○野田委員、はい、ありがとうございます。 

○高橋会長 ほかに何かありますか。よろしいですか。 

それでは、大体ご質問、ご意見等が出尽くしたように思われますので、答申の取りまと

めに入らせていただきたいと存じます。幾つかの要望、あるいはご意見、あるいは趣旨へ

の協賛、いろいろなご意見があったと思いますが、基本的なところでは諮問どおりの配分

をして差し支えない旨のご意見というふうに思います。そういう方向でまとめさせていた

だいてよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○高橋会長 それでは、そのようにさせていただきます。事務局には、答申の作成をお願

いしたいと思いますので、委員の皆様はしばらく自席で少々お待ちをいただきたいと思い

ます。 

（答申書作成・配付） 
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○高橋会長 それでは、ただいま答申書（案）をお手元にお配りいたしましたが、本案を

ご覧になりまして、これで答申することにご異議はございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○高橋会長 ありがとうございます。それでは、先ほど審議していただきました知事から

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たいと存じます。 

（答申書手交・拍手） 

○高橋会長 ここで並木生活文化スポーツ局長からご挨拶がございます。 

○並木生活文化スポーツ局長 高橋会長をはじめ、委員の皆様方には、お忙しい中、長時

間にわたるご熱心なご審議を賜りまして、誠にありがとうございます。 

平成22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によ

り、私立学校教育の振興に向け、効率的かつ効果的な執行に努めてまいる所存でございま

す。委員の皆様方には、今後とも東京都の私学行政に対しまして格別のご協力を賜ります

ようお願い申し上げまして、挨拶にかえさせていただきます。本当にありがとうございま

した。 

○高橋会長 それでは、どうもありがとうございました。 

以上をもちまして、本日の議事は全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、議事録の取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存

じます。 

それでは、これで本日の審議会を終わらせていただきます。どうもありがとうございま

した。 

午前11時44分閉会 
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