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             平成２４年５月１８日（金） 

都庁第一本庁舎42階北  特別会議室Ａ 



                午後３時29分開会 

○私学部長 定刻前ではございますが、おそろいということでございますので、ただいま

から、平成24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。 

 私は私学部長の石井でございます。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

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは、着席して進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、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。 

○私学振興課長 私学振興課長の山根でございます。 

それでは、お手元の資料を確認させていただきます。座席表の他に８点ございます。 

まず審議会の次第、次に諮問文の写し、審議事項の参考資料１が「学校種別配分方

法」でございます。審議事項の参考資料２は「『震災対応マニュアル改訂支援のための手

引き』の作成について」、続きまして、報告事項資料１「平成23年度私立学校助成予算の

執行状況」、続きまして、報告事項資料２「平成24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、ご確認をお願いいたします。 

○私学部長 それでは、本日の出席委員について、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名の委員の方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、委員の方々をご紹介させていただきます。 

このたび、委員の改選があり、都議会議員の委員の方は平成23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、先ほどご紹介いたしましたお手元にお配りしている委員名簿の記載順にご
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紹介申し上げます。 

都議会議員の島田幸成委員でございます。 

都議会議員の神野吉弘委員でございます。 

都議会議員の鈴木隆道委員でございます。 

都議会議員の山田忠昭委員でございます。 

都議会議員の高倉良生委員でございます。 

株式会社ナイスク顧間の高橋信行委員でございます。 

一人飛びまして、筑波大学人文社会系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。 

学校法人内野学園理事長の内野光裕委員でございます。 

なお、東洋大学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。 

井澤生活文化局長でございます・ 

山根私学振興課長でございます。 

臼井私学行政課長でございます。 

佐々木企画担当課長でございます。 

 高田調整担当課長でございます。 

矢中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。 

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たいと思いま

す。いかがでしょうか。 

○近藤委員 私のほうからご推薦をさせていただきたいと思います。 
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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。 

○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きまし

たが、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、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思います。 

 会長席のほうへお移りください。 

（高橋委員、会長席へ移動） 

○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 ただいま、会長に選出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思います。 

東京都の私立学校は、皆さんご存じのように、東京の教育をリードする質の高い教育

を行っており、また、東京の公教育において大きな役割を果たしております。本審議会は、

その私立学校へ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

て審議するものであり、その役割は極めて重要であると思います。 

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申し上げます。 

それでは、座らせていただきますが、早速ですが、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とな

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、近藤委員にお願いしたいと思いますが、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、よろしくお願いします。 

（近藤委員、会長代理席へ移動） 

○高橋会長 それでは、近藤委員から、ここで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
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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、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、ここで井澤生活文化局長からご挨拶がございます。よろしくお願いします。 

○生活文化局長 生活文化局長の井澤でございます。 

会長、それから会長代理、よろしくお願いいたします。 

私立学校審議会の開催に際しまして一言ご挨拶を申し上げます。 

委員の皆様方には、ご多用中にもかかわらず、当審議会にご出席賜りまして心から感

謝申し上げます。また、日ごろから東京都の私学行政に格別のご理解、ご協力を賜ってお

ります。厚く御礼を申し上げます。 

３月、いわゆる予算議会、第１回都議会定例会が終わりました。やはり、防災対策を

中心にさまざまな審議が行われました。私立学校につきましても、従来からの経緯を踏ま

えました、さまざまな振興策に対する質疑のほかに、私学の特性を踏まえた防災対策、例

えば、遠距離通学される方が多いんじゃないかとか、そういうものを含めた質疑がござい

ました。 

昨年度は緊急対策といたしまして、40億円の補正予算を組みまして、省エネ設備等の

導入モデル事業、あるいは防災用品の緊急整備事業補助など私立学校の安全対策を促進す

るための緊急事業に取り組ませていただきました。 

今年度予算におきましても、引き続き、被災生徒に対する就学支援や耐震化、あるい

は発災時にも慌てることなく、児童・生徒さんの安全を確保するために、最低３日分の物

資等を備蓄するなど、防災対策を一層促進するための補助金を計上させていただいており

ます。また、後ほどご説明させていただきますが、防災マニュアルの作成も鋭意進めてお

ります。 

私学予算全般につきましては、経常費補助や教育環境の整備に対する補助など、東京

都の一般歳出額が前年度を下回る中ではございましたけれども、都議会の先生方、私学団

体の皆様をはじめ、関係各位のご支援をいただきまして、対前年４％増の予算を組むこと

ができました。改めて御礼申し上げますとともに、今後ともさらに私学振興施策の充実に

努めてまいります。 

本日は、私立学校の振興施策の基幹となります平成24年度の経常費補助金の配分方針
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についてご審議賜り、答申をいただきたいと存じております。 

配分方針におけます変更点は、各学校の防災対策を支援するため、特別補助のうち、

生徒等の安全対策推進補助を拡充しようとするものでございます。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○高橋会長 ありがとうございました。 

続きまして、当審議会に対しまして、平成24年５月11日付で、知事から「平成24年度

私立学校経常費補助金の配分方針について」の諮問がございました。 

諮問文の写しにつきましては、当審議会事務局より、事前に各委員にお渡ししている

ところでございますが、本日机上にも配布してございます。 

この諮問事項については、後ほど事務局から内容の説明を受けた上で、ご審議をお願

いしたいと思います。 

それでは、これより議事に入らせていただきます。 

最初に報告事項でございます「平成23年度私立学校助成予算の執行状況について」及

び「平成24年度私立学校助成予算について」を一括して事務局より報告していただき、そ

の上で審議事項に入っていただきたいと思います。 

それでは、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ご説明を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。 

まず、報告事頃アでございますが、報告事項資料１「平成23年度私立学校助成予算の

執行状況」をご覧ください。 

平成23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

わたりまして記載をしております。 

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、平成23年度は東日本大震災に伴う緊急対策事業といたしまして、私学助成関係

で38億5,200万余円の補正予算を追加計上いたしましたが、議決予算額はこれを含んだも

のとなっております。 

また、執行額につきましては、４月30日現在の集計数字でございまして、決算値とし
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て正確に確定した数値ではないことをご了承願います。 

それではまず、１ページの上半分に記載の「経常費補助」につきまして、ご説明いた

します。「経常費補助」は、就学支援金を除く私学助成全体の約８割を占める基幹的補助

でございます。１から６までの小計欄にありますように、議決予算額は1,138億2,100万余

円でしたが、東日本大震災に伴います学校経費の増加に対応する必要があったことから、

震災対策関連ということで21番の「私立学校安全対策促進事業費補助」から、11億7,600

万余円の使途変更を行っております。さらに、これとは別に予算執行に当たりまして、経

常費補助の中で学種ごとの状況を踏まえ使途変更を行っております。 

具体的には、中学校及び小学校におきまして、授業料・納付金の水準などの評価項目

で、評価減が出たことによりまして、執行残が見込まれた一方、高等学校では、学級数及

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

算積算時よりも増加したことなどがあり、中学校及び小学校からそれぞれに使途変更を行

ったものでございます。 

経常費補助全体の執行率は、小計欄の一番右にありますように、99.9％となっており

ます。 

次に１ページ下段の「保護者負担軽減」でございますが、７から14まで８項目ござい

ます。合計額ですが、一番下の小計欄にありますとおり、議決予算額は358億7,800万余円、

執行率は95.4％となっております。残額が発生しております主な事業は、７番の「私立高

等学校等特別奨学金補助」で６億5,100万余円、８の「私立高等学校等就学支援金」で６

億6,200万余円となっております。いずれも、対象となる生徒数が予算積算時の見込みよ

り少なかったこと等によるものでございます。 

14番の「私立学校被災生徒等受入支援事業費補助」は、東日本大震災に伴います緊急

対策事業といたしまして、平成23年度の補正予算で計上したものでございまして、学用品

等の補助を行います「私立学校被災生徒等臨時支援金」及び被災生徒等の授業料減免措置

を行う学校に対して補助を行います「私立学校被災生徒等授業料等減免事業補助金」で構

成されております。議決予算額は３億300万余円でございますが、こちらも対象生徒数が

見込みより少なかったことなどにより１億7,400万余円の残額が生じたところでございま

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。 
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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。15から34まで20項目ございます。 

まず、21の「私立学校安全対策促進事業費補助」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、緊急対策事業を含めまして、議決予算額98億

5,200万余円を確保いたしました。執行に当たりまして、震災対策への対応のため、先ほ

どご説明しました経常費補助などに使途変更を行う一方、各学校で行いました耐震改築工

事の１棟当たりの規模が見込みと比べて少なかったことなどによりまして、24億円の残額

が生じたものでございます。 

さらに、25の「私立学校省エネ設備等導入モデル事業費補助」は、私立学校のＣＯ２

排出量削減の取組を支援するものでございますが、緊急対策事業といたしまして、５億円

を追加計上しまして、電力不足に対する私立学校における節電の取組及び防災力の向上を

図るため、新たに太陽光発電等の整備に要する経費を補助対象とするとともに、幼稚園を

補助対象に加えるなど拡充を図ったところでございます。実施の申請が多く使途変更によ

り予算枠をさらに拡大して対応したところでございます。 

また、27の「私立学校防災用品緊急整備事業費補助」につきましては、14億9,500万余

円の議決予算額、すべて緊急対策事業として補正予算で新たに計上したものでございます。

私立学校における防災備蓄物資や防災用具の整備に要する経費を補助することで、生徒等

が学校にいる間に災害が発生した場合であっても、最低３日間安全を確保できる環境を構

築しようとするものでございます。製品の供給力に懸念があった中ですが、私立学校の皆

様には積極的な取組みをいただきまして、約85％の執行率となっています。 

こうしたことによりまして、団体補助等の合計額ですが、３ページ目をご覧ください。

下から２番目の小計欄に記載しておりますとおり、使途変更後の予算現額229億5,200万余

円に対する執行率は81.7％でございます。 

以上、平成23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

補助の着実な執行を図るとともに、東日本大震災に機動的に対応するなど全体で執行率

96.6％となり、ほぼ満額に近い執行となっているところでございます。 

続きまして、報告事項のイでございます。「平成24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ページにかけて、先ほどと同様の区
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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。 

なお、23年度予算の数字は、先ほど来ご説明しております緊急対策事業の補正額を含

まない当初予算額になっております。補正予算額につきましては、それぞれの項目の概要

欄にお示ししております。 

それではまず、１ページに記載の「経常費補助」でございますが、１から４までの高

校・中学・小学校・幼稚園の経常費補助金につきましては、私学助成の柱となる補助であ

りますことから、当審議会におきまして、毎年度その配分方針についてお諮りしているも

のでございます。 

このうち高校・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、幼稚園につきましては、標準となるべき公立幼稚園が少ないという実情を踏ま

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

運営費を算出しまして、同じく、その２分の１を補助額として予算計上しているところで

ございます。 

24年度の経常費補助予算につきましては、６の「私立通信制高等学校経常費補助」が

微減となっているほかは、すべての学種で増額となっております。 

先ほども局長から申し上げましたが、東京都の一般会計予算総額が対前年度1.4％の減

となる中、表の一番下にございますように、合計予算額は1,153億6,900万余円と、対前年

度比で15億4,800万余円、1.4％の増を確保したところでございます。 

続きまして、２ページをご覧ください。「保護者負担軽減」に関する事業でございま

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

ここでは、７の「私立高等学校等特別奨学金補助」、８の「私立高等学校等就学支援金」、

そして12の「私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助」の３つの事業で「保護者負担

軽減」の総額の96.8％を占めております。また、14の「私立学校被災生徒等受入支援事業
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費補助」は、23年度の緊急対策事業に引続きまして、24年度予算におきましても、６億

1,900万余円を計上しております。 

これらの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、360

億200万余円で対前年度比1.2％の増となっております。 

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

までの20事業ございます。予算額は、４ページの下から２段目の小計欄でございますが、

254億1,500万余円、前年度の予算と比較しまして23.6％の大幅な増となっております。 

３ページにお戻りいただきまして、21の「私立学校安全対策促進事業費補助」でござ

いますが、昨年12月に策定された「2020年の東京」計画を踏まえまして、さらに耐震化を

促進するための予算を措置しております。 

次に、４ページ、25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

すが、24年度も引き続き、太陽光発電を含む省エネ設備器機等の整備に要する経費の一部

の補助を行ってまいります。24年度は、申請校のさらなる増加に対応すべく23年度補正後

予算６億円の約３倍に当たります18億6,000万円余を計上しておるところでございます。 

続きまして、27「私立学校防災用品緊急整備事業費補助」でございますが、24年度は

29億5,700万余円を計上いたしまして、23年度補正予算と合わせまして、２か年で約45億

円をもちまして、すべての私立学校が生徒１人当たり１万円の防災備蓄物資を整備できる

予算を確保したところでございます。 

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、４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額は1,767億8,600万余円で、平

成23年度当初予算額と比較して68億1,900万余円、４％の増となっております。 

雑駁ではございますが、以上により、平成23年度の執行状況と平成24年度予算措置の

状況についてのご報告とさせていただきます。 

○高橋会長 報告を承りました。ご質問などがございましたら、どうぞご発言をお願いし

たいと思います。鈴木委員。 

○鈴木委員 それでは、報告に関して少し確認の意味での質問をさせていただきたいと思

います。 

この審議会の役割というのは、経常費補助の配分方針について審議することであるわ

けでありますが、今回の諮問事項が防災対策の評価に関することでありますので、防災対
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策について少し発言させていただきたいというふうに思います。 

東日本大震災では、東北地方を中心に死者・行方不明者合わせて１万8,000人以上とい

う未曾有の被害が発生いたしました。学校関係者で600人を超える児童・生徒が亡くなっ

たということも聞いております。 

私の家内の親戚も、やはり向こうで教師をしておりまして、そのときの被害状況、津

波の中で生徒または家庭との関係のことも、すぐに行かせていただいて聞かせていただき

ましたが、それはもう聞くと見るとは大違いで、大変な中でしているという現状も聞かせ

ていただいたりしてきました。 

そういう中ではありますが、震源から遠く離れた東京都内においても、校舎・園舎の

損壊など多くの被害があったように聞いております。 

こうした被害を踏まえ、先般、東京都は、新たな首都直下地震等による被害想定をと

りまとめ発表いたしました。これによりますと、東京湾北部を震源とする直下型地震が発

生した場合、区部の７割の地域が震度６強の揺れに見舞われるとされております。 

これまで想定されていなかった強い地震によって、校舎等が倒壊をしてしまうような

ことがあれば、将来を担う子供たちの命を守るということもできない可能性もあります。

児童・生徒そして教職員の皆様にとって、安全で安心な教育環境を提供するために、校舎

の耐震化対策は喫緊の課題であります。より強力に取り組んでいく必要があると考えます。 

東京都は、これまで校舎の耐震化を促すため支援には強力に取り組んでまいりました

が、学校等の耐震化はどこまで進んでいるのでありましょうか。都は、毎年夏に全私立幼

稚園・学校を対象に耐震化率の調査を行っており、正式な調査結果はこれを待つとして、

私学部としてどこまで直近の状況を把握しているのか、最新の耐震化の状況があればお教

えをいただきたいというふうに思います。 

○高橋会長 事務局のほうからお願いします。 

○私学振興課長 鈴木委員ご指摘のとおり、耐震改修状況等の調査につきましては、本年

９月ごろの予定となります。しかしながら、昨年度調査いたしました23年４月１日現在の

耐震化率の実績に、私学部で現在把握しております23年度の耐震化補助の執行状況を加え

て推計値を算出いたしますと、24年４月１日現在の耐震化の状況でございますが、幼稚園

につきましては79.7％、小学校が95.4％、中学校が92.6％、高等学校が84.9％、特別支援

学校が84.2％、専修学校・各種学校で75.3％、全体で81.3％という推計値となります。 
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ちなみに、東京都が耐震化に対する補助制度を設ける前の平成14年度末時点の耐震化

率は、全体で52.9％でございましたので、９年間で約28ポイント上昇したということにな

ります。 

 以上でございます。 

○高橋会長 鈴木委員。 

○鈴木委員 今、耐震化率についてお答えをいただきました。全体で52.9％であったのに

関し、９年間で約28ポイント上昇したと、努力は認められるわけであります。ただ、学校

の耐震化について、最も進んでいるのは小学校の時点で、今答弁がありましたように95％

を超える。これは補助制度の導入もあって、着実に進んできているというふうに判断をし

ていいと思いますので、安心をいたしました。 

ただ、今の説明を聞きますと、学種によっては、まだ耐震化に状況に差があるように

感じるということは、私だけでなくても、皆さんそういうふうに思われたと思いますが、

それには、恐らく各学校でのさまざまな事情があるやに思います。ただ、今後耐震化をさ

れていない学校の取組みに関しては、その辺の事情をいろいろかんがみながらも、やはり

促進をしていく方向で対応するということが重要になるというふうに思います。ですから、

耐震化をされていない学校について、都として今後どのような耐震化の支援を具体的に行

っていくのか、今後の取組みについてお伺いをいたします。 

○高橋会長 事務局からお願いします。 

○私学振興課長 これまで東京都では、平成15年度から私立学校の耐震化補助制度を設け

まして、順次充実に努めてきたところでございます。現時点では、すべての学種を対象に

いたしまして、最高で対象経費の５分の４という高い補助率を適用しまして、補助を実施

しているところでございます。 

また、昨年度から新たに実施しました取組みといたしまして、公益財団法人東京都私

学財団と連携いたしまして、希望する学校に対し、耐震化の専門家であります建築士を派

遣いたしまして、簡易な耐震診断とアドバイスを行う事業を開始したところでございます。 

昨年度は、まず小学校に比べて耐震化が遅れております幼稚園を対象として実施いた

しまして、36の幼稚園に建築士を派遣いたしました。現場での具体的なアドバイスによっ

て耐震化計画の策定につながる事例が出るなど、効果を上げているところでございます。 

東京都といたしましては、補助制度のほかに、こうした取組みもあわせて行うことで、
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今後も各学校の耐震化を一層支援してまいりたいと思っております。 

○高橋会長 鈴木委員。 

○鈴木委員 少し意見を言わせていただきたいと思っておりますが、今答弁を聞いていま

すと、耐震化が遅れている原因は、もちろん経費的な問題もありますが、各学種のそれぞ

れの現場ごとにさまざまな事情を抱えていることがあるような気がしてなりません。そこ

を忘れてはならないと思うんですね。 

例えば、幼稚園や学校法人だけでなく個人立の幼稚園も多いことから、耐震化の必要

性は認識しつつも、少子化の中で将来を見据えた大きな工事になかなか踏み切れない。ま

た規模も小さく職員数も限られていることから、耐震化計画をつくるといっても手が回ら

ないといったようなことも現状としてはあるのではないかというふうに思います。 

こうしたことから、まず幼稚園に対して建築士の派遣の取組みを始めたとの判断とい

うのは、現場の事情を考えた非常に適切なものであったというふうに考えます。このよう

なきめ細やかな支援を、ぜひこれからもお願いをしたいということが第１点目であります。 

また、学校におかれては、ぜひ耐震化に積極的に取り組んでいただくことをお願いさ

せていただきたいと思います。 

また、私立学校は、各学校が自主自立的な運営を行っておりますし、昨今の少子化の

中では相当の我々に言えないような苦労、また現場でのいろいろなご苦労があろうかと思

います。都は、学校運営に対して基幹的な補助である経常費補助のほかに、耐震化をはじ

め、各学校の教育環境を向上させるさまざまな支援を行っています。しかし、前にも言い

ましたように、今まで以上に意見交換をして、学校の安心・安全を守るために現場の意見

をもっと聞く、またある程度、現場の先生方また学校のほうも東京都にどんどん言ってい

けるような、そして意見交換ができるような、そういうような場をぜひ、今まで以上に進

めていただいて、お互いの情報交換をしていただきたい。 

また、それが実際に子供たちにとって、または教職員の皆さんにとっても、安心で安

全な学校生活を送ることにつながっていくと思いますので、ぜひ、そういう関係をより強

固にしていただくことをお願いしたい。 

きょうは都議会の各先生がいらっしゃっていますが、都議会としても、そういうこと

であれば、全力でバックアップをさせていただきたいと思いますので、一言申し上げさせ

ていただきたいと思います。 
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○高橋会長 ほかにどなたかいらっしゃいますでしょうか。野田委員。 

○野田委員 報告事項の資料１の14番「私立学校被災生徒等受入支援事業費補助」につい

てお伺いしたいんですけれども、被災地からの生徒とか児童を受け入れているということ

についての補助ということだと思いますが、執行率が42.6％と低いのは、対象生徒の数が

少なかったというご説明でございましたが、もし教えていただけるようでしたら、対象生

徒の数と、あとは１人当たり補助金額などの補助の内容ですが、これを教えていただける

範囲でお願いできたらと思います。 

○高橋会長 事務局からお願いします。 

○私学振興課長 ただいまご質問いただきましたのは14番ですね。「私立学校被災生徒等

受入支援事業費補助」の執行率が低いというお尋ねかと思います。 

 こちらの事業につきましては、東日本大震災の被災者支援対策ということで、事業とし

ましては、国の特例交付金を活用いたしました全額国庫補助の制度になっているところで

ございます。東京都におきましては、災害対応、緊急対応ということから、予算の不足が

生じないように、人数につきましては、最大限の見込みをつくりまして予算化をしたとこ

ろでございます。希望される方が補助を受けられないという事態に陥らないようにという

予算措置でございました。 

ちなみに数で申し上げますと、小学校・中学校・高校・幼稚園に関しましては、予算

見積としましては、140人で見込んでいたところですが、実績としては93名でございまし

た。一方、さらに専修学校・各種学校におきましては、630名で見積もっていたところで

すけれども、実際の規模が290名となっている状況でございます。 

あと、補助の内容でございますけれども、被災生徒を受け入れた学校に対して、学校

が授業料を減免した際に学校に対して補助するという制度でございまして、直接被災者に

交付するものではないということを申し上げておきます。 

対象経費は、当該年度の授業料の実際に減免した額ということになっておりまして、

補助率は、実際に減額した補助額すべてが補助の対象になります。ただし、上限がござい

まして、幼稚園で約33万9,000円、小学校が78万5,000円、中学校が77万5,000円、高等学

校が71万3,000円といった上限が設けられております。 

以上でございます。 

○野田委員 ありがとうございました。 
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○高橋会長 ほかにどなたか。玉木委員。 

○玉木委員 防災とはちょっと離れますけれども、執行状況を簡潔にお聞きしたいんです

が、26番の、今非常に学校現場で関心が高いんですが、ＩＣＴの整備費補助の執行率が２

割程度ということですが、これはどういう事情なんでしょうか。 

○私学振興課長 ご質問は26番の「私立学校ＩＣＴ整備費補助」についてでございます。

こちらにつきましては、23年度から３年間でＩＣＴ、具体的には電子黒板のようなもので

すけれども、これを整備しようということで、毎年５億円の予算を計上しているものでご

ざいます。事業の概要は以上ですが、今回、規模が当初の見込みに達していなかったとい

うことでございます。 

学校数で言いますと、1予算上は130校の申請を見込んだんですが、実際の申請は97校

ということでございました。それから、１つの学校当たりの導入台数が、それぞれ想定し

ていたよりも少なかった。予算上、上限は１学年２台プラス特別教室分１台。ですから、

３学年の学校であれば、７台が上限になるわけですが、なかなかそこまで一遍に整備する

ことには至らなかったということでございます。 

ちなみに、補助率は２分の１となっており、残りの２分の１の自己負担が生じてくる

ということでございます。なお、ＩＣＴにつきましては、技術の進歩も著しく、導入にあ

たっては様子見という部分も一部にはあったのかなというふうには考えておりますが、今

後、原因につきましては分析しまして、ご利用いただけるように努めていきたいと考えて

おります。 

○高橋会長 玉木委員、よろしいですか。 

○玉木委員 はい。 

○高橋会長 ほかに、どなたか質問はございませんか。 

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、本諮問事項でございます審議事項でございます。「平成24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いたします。 

○私学振興課長 それでは、諮問内容につきまして説明をさせていただきます。諮問文の

別紙「平成24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
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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、配分の基準や詳価の項目に

おきまして、さまざまな要素を組み入れ、補助効果を最大にするように努めております。 

下にその全体像を俯瞰できるよう概念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つに分けて算定しまして、その合計額が各学校の交付額

ということになります。 

まず、一般補助でございますが、これは各学校に共通しました学校運営費を対象にし

たもので、高校・中学・小学校・幼稚園の学種ごとに、学校割、学級割、教職員割及び生

徒割の４つ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しま

して、いくつかの評価項目を設け、その逢成度に応じた評価を加味して配分するというこ

とにしております。そのために評価係数を設けておりますが、これにつきましては、後ほ

どご説明させていただきます。 

次に、特別補助でございますが、特定の施策を実施するための配分でございます。各

学校の取組みの実績に応じて配分をいたすものでございます。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、後ほど詳しくご説明させていただきます。 

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

ただきます。恐れ入りますが、審議事項参考資料１「学校種別配分方法」をご覧ください。 

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、アの補助単価は、

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

の内容によりまして、ご覧のように単価の補正を行うこととしております。また、(ウ)の

教職員割単価につきましては、記載のような単価設定となっているところでございます。 

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す。ウの評価係数

ですが、先ほど触れましたように、補助金が単に基礎数値だけをもとに配分されるのでは

なく、一定の評価基準を設けて、是正すべきはマイナス評価を行い、より目的に沿ったメ

リハリのある補助金の配分にしていこうとするものでございます。 
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具体的には、高等学校の場合には２ページに表にしてありますが、保護者負担、教育

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

価点は１点につき一般補助額の１％が減額となるということにしております。 

例えば、保護者負担では、一番上の欄、各学年の授業料の合計額が基準よりも高い場

合には、その程度に応じて最大で15％の減額になるというものでございます。これらすべ

てを合計いたしますと60点となりますが、その影響の大きさを考慮いたしまして、30点を

上限として減額するということにしております。 

次に、２ページの下、(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なく、各学校での取組みを促し

たい事項について、プラスの配分を行うものであります。 

アの「授業料減免制度」から順次説明を記載しておりますが、例えば、３ページの

「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、補助を加算し、児童・生徒の教育条件の維持向

上への促進に努めようとするものでございます。 

24年度の対象項目は全部で７項目となっております。３ページ下の(3)には経常費補助

の対象経費を記載してございます。 

次の４ページ(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

的本来の主旨に基づいて使われることを目的とするものでございます。 

ここまでが、私立高等学校経常費補助の配分方法でございます。 

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

配分方法につきましては、高等学校と同様の仕組みでございますが、学校割単価の規模の

区分については若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も、高校にあるものすべてが適用されるのではなく、(2)

の記載のとおりとなっております。 

続きまして、３の私立幼稚園経常費補助についてでございます。こちらは、５ページ

の評価係数の配点に若干の違いがございますが、基本的な配分方法は、高等学校とほぼ同

様の仕組みとなっております。 
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また、６ページ(2)の特別補助では、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」、オの「ティーム保育推進補助」、さらに、キ

の「保育体験の受入れ補助」が、高校・中学校・小学校と異なる項目でございます。 

以上が配分方法の全体像でございます。 

次に、このうち今回お諮りする変更点につきまして、具体的にご説明させていただき

ます。 

恐れ入りますが、諮問文の別紙資料の２ページをご覧ください。３「配分における平

成24年度の変更点」という資料でございます。 

今回お諮りする変更点は、特別補助に関する項目１点のみとなってございます。「生

徒等の安全対策推進補助の(安全対応能力向上の取組)」の拡充でございます。この項目は、

記載してありますとおり、高校、中学校、小学校、幼稚園すべての学種を対象とするもの

でございます。 

これまで学校におきます安全対応能力向上の取組みでは、学校における不審者侵入対

策を目的としました「防犯対策」への補助を行ってまいりました。 

具体的には、学校安全マニュアルを整備しまして、教職員の防犯訓練・防犯研修を行

い、小中高校に関しましては、これに加えて生徒の防犯訓練・防犯研修を行っている場合

に補助を行うというもので、「防災対策」に比べ学校現場では遅れがちであった「防犯対

策」を強化するための取組みを支援の対象としてまいりました。 

しかしながら、東日大震災によりまして、帰宅困難対策や子供の安否確認など、これ

まで想定していなかった、あるいは想定を超える防災対策上のさまざまな課題が浮き彫り

になったところでございます。 

これを受けまして、文部科学省は学校における防災対策の見直しを支援するために、

「学校防災マニュアル作成の手引き」を発表し、また、東京都私学部におきましても「震

災対応マニュアル改訂支援のための手引き」の作成を進めているところでございます。 

こうしたことを踏まえまして、子供の安全を守るためには、これまでの「防犯対策」

に加えまして、「防災対策」を強化し、学校がさまざまな危害を想定した総合的な危機管

理体制を整備することが不可欠であるとの認識に立ちまして、「防犯」と「防災」、両方

の対策に取組むことを要件として補助の拡充を行おうとするものでございます。 

なお、補助単価についてでございますが、学校での取組みが増えることから、高校・
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中学・小学校では、現行の40万円を60万円に、幼稚園では同じく20万円を30万円に増額す

る方向で検討を進めております。 

また、本補助につきましては、前の年の取組みに対して補助を行うものでございます

ことから、今年度平成24年度の取組みに対しまして、25年度から拡充をして補助をしてい

くということでございます。 

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

は以上でございます。 

なお、引き続きで恐縮ですが、関連事項といたしまして、ただいま申し上げました

「震災対応マニュアル改訂支援のための手引き」につきまして、佐々木企画担当課長から

説明をさせていただきます。 

○企画担当課長 企画担当課長でございます。 

本日の審議事項に関連する内容といたしまして、今月下旬に公表を予定しております

「私立学校の震災対応マニュアル改訂支援のための手引き」につきまして、お手元に概要

の資料をご用意させていただいておりましたので、ぜひご覧をいただきたいと思います。 

「審議事項 参考資料２」と表記しておりますＡ３判の内容でございます。よろしく

お願いいたします。恐縮ですが、着席して説明させていただきます。 

まず、＜基本的考え方＞についてでございます。東京の私立学校のマニュアル改訂を

支援し防災力向上を図るため、東日本大震災で明らかになった課題への対応を中心に整理

した、わかりやすい手引きを作成すること。さらに東京の地域特性や東京の私学の実情を

踏まえた東京ならではの課題に対応することを柱としております。 

特に都の施策としまして、首都直下地震帰宅困難者等対策協議会で検討が進められて

いる首都圏レベルの対策と連携をさせること。また、全国共通の留意事項をとりまとめた、

国の「学校防災マニュアル作成の手引き」も参考にしながら、具体的な内容の提示となる

よう工夫したことも特徴となってございます。 

作成に当たりましては、学識経験者だけでなく、現場を熟知している私学関係者にも

アドバイザーとしてご意見をいただきながらまとめてまいりました。 

次の＜主な構成＞についてでございますけれども、初めに震災対策の現状として、東

日本大震災の被害状況と首都直下地震等の被害想定を対比させまして、首都直下地震で最

も留意すべき火災の問題を指摘いたしました。 
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続いて、＜震災対策の課題と対応＞ということで、東日本大震災の教訓を踏まえて、

特に東京の私学が留意すべき事項に絞って課題を挙げまして、それに対する具体的な対策

を記述しております。後ほどこの点については例を挙げて説明させていただきます。 

さらに、地域災害リスクの調べ方としまして、各学校の所在地ごとの建物倒壊、ある

いは火災等の危険度の調べ方の紹介、そして先進的・効果的な取組みを実施している私立

学校の取組事例の紹介。これに続きまして、広く震災対応全般にわたりまして、マニュア

ルに記載すべき事項のチェックリスクを掲載する予定でございます。このリストを活用し

て、各学校で既に作成しているマニュアルに抜けている点がないかチェックしていただけ

るというふうに考えてございます。 

先ほどの震災対策の課題と対応の主な内容につきまして、資料の下段に記載しており

ますので、ご覧いただきたいと思います。 

まず、すべての対策に共通する防災教育の重要性につきまして、事例を交えて冒頭に

記述した後に、６つの課題への対策を提示いたします。黄色の欄が「事項名」、右側が

「課題の概要」、そして丸付き数字が「主な対策」ということになります。 

１番目の火災の問題では、木造住宅密集地域にある学校周辺で火災が発生した場合の

安全な避難のための対策を記述してございます。学校といえども、大規模火災時は安全な

施設とは言えないために、学校にとどまるのか、あるいは学校外へ避難するのかといった

判断と避難方法の点検が重要となります。 

次の津波対策では、都の新たな被害想定によりますと、津波による人的被害は見込ま

れないために、全学校の共通課題となります河川敷のクラブ活動や臨海学校など、郊外活

動時の的確な避難対策を提示しているほか、想定外の事態を考慮して避難先を確保する場

合の区市の施策と連携した具体策を提示してまいります。このあたりは、国の手引きにも

記述はございません。 

次の液状化対策では、液状化の影響だけで校舎が即倒壊するというおそれは少ないた

めに、慌てず状況を見て校庭なのか屋上なのか、待機先、避難先を判断するということを

挙げております。また、液状化によるライフラインの寸断を見据えて、児童・生徒の避難

生活に必要な短期的な備えが必要というふうにしております。 

次の情報収集・安否確認では、情報の収集や伝達の多様化を進めるとともに、通信網

が利用できない場合を含めた学校、生徒、保護者間の連絡ルールの徹底というものを推奨

 19



いたします。 

続きまして、生徒等の保護・帰宅困難者への対応では、公共交通機関の運行停止など

により、生徒等の安全な帰宅が困難な場合に、学校が生徒等を保護するとともに、少なく

とも３日分の必要な物資を備蓄しておくこと。また、混乱が収束した後には、保護してい

た生徒等を帰宅させる場合の判断基準というものをあらかじめ決めた上で、保護者と共有

化しておくということとしております。この点は、本年３月に制定されました帰宅困難者

対策条例、そして、それを先取りした私どもの防災物資等の補助事業、先ほどの報告事項

にもございましたけれども、それらと連動された内容となっております。 

次の登下校時の安全確保では、公共交通機関利用時に生徒等が被災した場合の対応に

つきまして、駅などでの優先保護の検討を、先ほど申し上げた帰宅困難者等対策協議会の

ほうに私どもから申し入れておりまして、この秋には、一定の取組み内容が示される予定

でございます。各学校では、その結果をマニュアルに反映していただけるよう、私どもと

しては周知してまいりたいというふうに考えております。 

なお、本手引きは現在作成中のものでございまして、今後内容に変更があることにつ

いて、お含みおきをいただきますよう、お願いいたします。 

また、今月中には公表いたしまして、ホームページに掲載するほか、後日冊子にいた

しまして、各学校のほうに配布する予定でございます。 

雑駁ですが、説明は以上でございます。 

○高橋会長 諮問事項である配分方針及びその変更点、それから関連いたしまして、震災

対応マニュアル改訂支援のための手引きの作成ということでご説明をいただきました。 

それでは、これからご意見、ご質問などがございましたら、ご発言をお願いしたいと

思います。いかがでございましょうか。清水委員、お願いします。 

○清水委員 今、変更点、大変ありがたいことだと思っております。２ページの下のとこ

ろに補助要件とありますけれども、補助要件のことですけれども、補助をしていただくた

めには、小学校の場合には、①、②、③、３つともしなければならないということであり

ますけれども、①はわかります。②については、教職員向けの中黒の意味は、防犯と防災

の両方について、研修または訓練を実施しているという意味でしょうか。 

○私学振興課長 おっしゃるとおりでございます。今回のポイントは、これまでの特別補

助が防犯に対する取組みだけが補助の対象となっていたんですが、今回の拡充では、これ
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にプラスアルファで防災に取り組んでいただくことが要件に加わるということでございま

す。 

○清水委員 私などは、今申しましたように、教職員向けの防犯と防災とか、そういうふ

うに記していただいたほうがわかりやすいかなと思ったんですけれども、私だけであるの

か、ほかの皆様方はこれだけをおわかりになるのかと思いまして。 

○私学振興課長 内容につきまして、今ご説明したとおりですけれども、今後、各学校さ

んには、その辺の趣旨がちゃんと伝わるように、説明資料等、工夫いたしまして、遺漏の

ないように進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○清水委員 ありがとうございました。 

○高橋会長 ほかにどなたか、ご意見、ご質問ございますか。玉木委員どうぞ。 

○玉木委員 全く基本的なことをお尋ねして恐縮なんですが、これは公立とは別に私立学

校は私立学校用のマニュアルをつくるといいますか、別建てのものをやるという具合に受

け取ってよろしいでしょうか。 

○私学振興課長 マニュアルに関しましては、学校設置者として、これをつくっていただ

くということでございます。公立は公立学校、つまり東京都なり各市町村が対応している

ところでございますけれども、今回私どもが補助の対象としておりますのは、私立学校と

いうことでございますので、私立学校の設置者におかれて、このマニュアルを整備してい

ただくと、そういう中身でございます。 

○高橋会長 玉木委員、いいですか。 

○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、大体意見も出尽くしたように思われますので、答申のとりまとめに入りた

いと思います。 

今までの議論の過程から大筋におきましては、当局のほうの説明をご理解いただいた

と思いますので、諮問どおり配分して差し支えない旨を答申したいと思いますが、いかが

でございましょうか。 

              （「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たいと思います。 

それでは、事務局には答申書の作成をお願いしたいと思います。 
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委員の皆様、そのまましばらく自席でお待ちいただきたいと存じます。 

（答申書（案）配布） 

○高橋会長 ただいま、答申書の案をお手元にお配りいたしました。本案にて答申するこ

とについて、ご異議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、事務局は正式な答申書を作成してくださ

い。 

（答申書作成） 

○高橋会長 それでは、先ほどご審議していただきました知事からの諮問事項に対する答

申書を、私から局長にお渡し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２４年５月１８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 髙 橋 信 行 

  平成２４年度私立学校経常費補助金の配分について（答申） 

平成２４年５月１１日付２４生私振第２８６号により諮問のあった 

平成２４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。 

（答申書 手交） 

○高橋会長 ここで井澤生活文化局長からご挨拶がございます。 

○生活文化局長 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誠

にありがとうございました。 

平成24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。 
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あわせまして、委員会の中でいただきましたさまざまなご意見、例えば、耐震化につ

きましては、確かにこれまでは順調に進んでまいりましたけれども、それぞれの学校の特

性、あるいは今まで早めに取り組めるところは取り組んできた。これから先はなかなか難

しい課題を抱えている学校・幼稚園もあろうかと思います。あるいはＩＣＴの執行率も上

げたい。それから、防犯、防災もあわせて説明をわかりやすくさせていただきます。 

マニュアルにつきましては、公立につきましては教育庁が一律でやっておりますけれ

ども、これまで各私立学校が独自にさまざまなマニュアル、効果的なものをつくっていた

だいておりますので、東京都といたしましては、国の手引き、あるいは帰宅困難者の都条

例、こういうものを踏まえ、各私立学校さんがマニュアルを改訂するときの手引きとなる

ものをわかりやすくまとめてまいりたいと思っております。 

今後、東京都も秋に向けまして、地域防災計画の改訂などもしてまいりますので、そ

ういうものを踏まえて、適宜適切に情報提供をさせていただきたいと存じております。 

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、挨拶に代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 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さまでございました。 

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

います。 

これで本日の審議会を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

午後４時40分閉会 
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