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              平成２５年５月２１日（火） 

都庁第一本庁舎42階  特別会議室Ａ 



                午後３時00分開会 

○高橋会長 若干遅れている方もいらっしゃると聞いておりますけれども、ほぼおそろい

でございますので、ただいまから平成25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。 

 本審議会の会長を昨年から務めておりますが、高橋と申します。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

事項についてご審議いただき、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

しています。皆様のご協力を得まして審議を進めてまいりたいと思いますので、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、審議の進行を妨げることのないようお願いいたします。 

まず、最初に配付資料の確認をさせていただきます。 

ここで自席に座らせていただきたいと思います。 

○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７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といたしまして、「学校

種別配分方法」、報告事項資料１といたしまして「平成24年度私立学校助成予算の執行状

況」、報告事項資料２といたしまして「平成25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点のご確認をお願いいたします。 

○高橋会長 よろしいでしょうか。 

それでは、次に、当審議会の開会要件であります定足数について、事務局より報告願

います。 

○私学部長 私学部長の榎本でございます。 

定足数について、ご報告を申し上げます。 

本日は、15名の委員のうち、13名の委員が出席をしておられます。東京都私立学校助
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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申し上げます。 

○高橋会長 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させていただきたいと思います。ま

た、併せて都側の出席者もご紹介願いたいと思います。 

○私学部長 それでは、早速ではございますが、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ありまして、東京都議会議員の方は平成24年11月からの任期と

なっております。 

会長で株式会社ナイスク顧問の高橋信行委員でございます。 

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。 

都議会議員の島田幸成委員でございます。 

都議会議員の松下玲子委員でございます。 

都議会議員のきたしろ勝彦委員でございます。 

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。 

東洋大学准教授の小島貴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。 

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、前立教女学院小学校校長の清水良一委員、筑波大学人文社会系教授の本澤巳代

子委員は、本日都合より欠席をされております。 

続きまして、都側の出席者を紹介させていただきます。 

小林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。 

 2



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。 

○高橋会長 ありがとうございました。 

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 生活文化局長の小林でございます。 

東京都私立学校助成審議会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

高橋会長をはじめ、委員の皆様方には、ご多用中にもかかわらず、当審議会にご出席

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格別のご理解とご協力を賜り、この場を借りま

して厚く御礼を申し上げる次第でございます。 

東京都は、平成25年度の一般会計につきまして、総額６兆円を超える予算を編成した

ところでございますが、私学助成につきましても、都の重要な政策と位置づけ、私立高校

生の海外留学を支援する「私立高等学校海外留学推進補助」のほか、私立幼稚園に対する

「防災備蓄倉庫整備費補助」、あるいは学校施設の「非構造部材耐震対策工事補助」など、

新たな事業を予算化することができました。従来から行ってまいりました経常的経費に対

する補助や学校の教育環境整備に対する補助と合わせて、私立学校振興施策の更なる充実

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25年度の経常費補助金の配分方針

についてご審議をいただき、答申を賜りたいと存じております。 

この配分方針における変更点は２点ございます。１点目は、特別補助のうち、先ほど

申し上げました高等学校の海外留学制度の構築等を支援するため、「海外留学制度整備促

進補助」を新設するものでございます。もう１つは、同じく特別補助のうち、私立幼稚園

の教育機能や施設の地域への開放を促進するための「地域教育事業補助」を拡充するもの

でございます。 

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

簡単ではございますが、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25年５月14日付で、知事から「平成25年度
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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ございます。これについては、後ほど事務

局から内容の説明を受けた上でご審議いただきたいと思います。 

それでは、これより議事に入らせていただきます。 

最初に、報告事項である「平成24年度私立学校助成予算の執行状況について」及び

「平成25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いたします。 

○私学振興課長 それでは、報告事項につきまして説明させていただきます。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。報告事項資料１「平成24年度私立学校助成予算の執

行状況」をご覧ください。 

平成24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、使途変更額、予算現額、執行額、残額、

執行率の順に数値を記載してございます。 

なお、執行額につきましては、４月30日時点の集計数字でございます。決算値として

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」について説明いたします。

「経常費補助」は、私学助成予算全体の３分の２を占める基幹的補助でございます。１か

ら６までの小計欄にありますように、議決予算額は1,153億6,900万余円、執行率は99.9％

となっています。なお、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いて、授業料・納付金の水準などの評価項目で、

評価減が出まし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、取組実績

に応じた補助が見込み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が予算

積算時よりも増加したことなどがあり、これらに対応するため、中学校及び小学校から使
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途変更を行い対応したものであります。 

なお、平成23年度に東日本大震災に対応して国が実施しました「私立学校施設災害復

旧補助」の交付を受けた一部の幼稚園及び学校に対して、24年度になりまして国が経常費

補助金により追加配分を行ったことから、都では該当する60校の学校等に対しまして、合

計6,000万円ほどを追加交付いたしました。それぞれの執行額には、これを含んだものと

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361億400万余円、

執行率は94.3％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の「私立高等

学校等特別奨学金補助」で８億9,500万余円、８の「私立高等学校等就学支援金」で７億

2,200万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。 

さらに、14の「私立学校被災生徒等受入支援事業費補助」は、国の交付金を活用した

東日本大震災に伴う被災者支援対策事業でございますが、緊急対策事業としての位置づけ

から予算を最大限確保し申請に備えたところですけれども、対象生徒数が見込みより少な

かったことなどにより４億1,900万余円の残額が生じたものでございます。 

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33まで19項目ございます。 

合計額ですが、３ページをご覧ください。下から２段目、小計欄にございますとおり、

議決予算額254億1,500万円に対しまして、執行率は84％となっております。41億円ほどの

残額が生じていますが、主なものとして、まず２ページ中ほど、21の「私立学校安全対策

促進事業費補助」でございます。これは、校舎等の耐震補強工事経費などの一部を補助す

るものでございますが、各学校で行った耐震改築工事の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、16億3,000万余円の残額が生じたものでございます。 

さらに、24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ＣＯ排

出量削減の取組を支援するものですが、実績単価の減などによりまして８億円の不要額を

生じたものでございます。 

そのほか、25「私立学校ＩＣＴ整備費補助」、26「私立学校防災用品緊急整備事業費
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補助」などにおきまして、実績減による残額が出ております。 

以上、平成24年度の私立学校助成予算につきましては、基幹的補助であります経常費

補助を中心に着実な執行に努めました結果、３ページ一番下の総計欄にありますとおり、

全体で執行率96.4％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「平成25年度私立学校助成予算」について説明いたします。 

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。額の大きなもの、新規事業等を中心に説明させていただ

きます。 

まず、１ページに記載の「経常費補助」です。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ございますことから、

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。 

詳細は、後ほど審議事項のところで改めて説明させていただきますが、高校・中学・

小学校の経常費補助につきましては、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」を算出しまして、その２分の１を補助額として予算を計上しております。こ

れは、私立学校も、公立学校と同様に都民の公教育を担っておりますことから、公私間で

一定のバランスをもって公費負担をしていくべきとの考え方に立っているものでございま

す。 

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

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

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。 

表の中段にありますように、高校・中学・小学校・幼稚園の予算額合計は1,137億

5,300万余円で、前年度対比で３億円弱、率にして0.3％の減と、ほぼ前年並みの予算とな

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。 

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」、この３つの事業で

「保護者負担軽減」の総額の97％を占めております。このうち「私立高等学校等就学支援

金」は、平成22年度に開始されました公立高校無償化に伴います国の事業でございまして、
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全額国の資金によるものですが、今年度は、241億円を計上しております。 

15の「私立高等学校海外留学推進補助」は、25年度に創設した新たな保護者負担軽減

事業でございまして、後ほど審議事項のところで説明いたします補助金の配分方針の変更

点と関連するものでございます。都内の私立高校では、多くの学校が建学の精神に基づく

独自の留学制度によって生徒を海外に派遣し、世界に通用するグローバル人材の養成に取

り組んでいます。こうした私立高校における個性ある取組みを活かし、ひとりでも多くの

意欲ある高校生の留学の夢を実現させるため、東京都では今年度から、費用負担が大きい

長期の留学に参加する生徒・保護者に対する補助を新たに行うことといたしました。予算

額４億円をもちまして、学校が行う３か月以上の留学に参加する生徒・保護者に対して、

期間に応じて50万円から最大150万円を補助するものでございます。 

なお、番号戻りまして、13の「私立幼稚園就園奨励特別補助」につきましては、平成

22年度に国の事業である幼稚園就園奨励費の補助単価が引き下げられまして、一部の保護

者について負担額が増えることとなったことから、これを緩和するために都が独自に創設

した補助制度でありますが、国が25年度に単価の引上げを行いまして、負担増が解消され

たことから、事業終了としたものでございます。 

以上、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

7,300万余円で、終了した事業があったことなどから、前年度対比0.9％の減となっており

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。16から次のページの35

まで20の事業ございます。３ページにお戻りいただきまして、中ほど22の「私立学校安全

対策促進事業費補助」でございますが、平成23年12月に策定されました「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。特に25年

度からは、建物の躯体以外の、いわゆる非構造部材の耐震対策についても新たに補助対象

とするなど、補助内容の拡充を図った結果、前年度対比で約７億円増となります94億

7,000万余円の予算を計上しております。 

次に、25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、25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。予算額は減少しておりますが、25年度は補助要件を緩和して、規模の小さ

い幼稚園などでも補助の申請が可能となるよう見直しを行ったところでございます。 
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続いて、４ページ、27「私立学校防災用品緊急整備事業費補助」につきましては、東

日本大震災を踏まえた緊急対策事業として、私立学校に対する防災備蓄用品の整備を図っ

たものでございますが、学校設置者の皆様のご協力をいただきまして、23、24年度の２か

年で計画どおり整備を行うことができましたことから事業終了となります。 

なお、この事業で整備した物資を適切に保管し、施設における災害対応能力をさらに

向上させるため、今年度は幼稚園を対象としまして、防災備蓄物資を備蓄するための倉庫

の設置費用を新たに補助することといたしました。 

これが、28の「私立幼稚園防災備蓄倉庫整備費補助」でございまして、予算額は２億

7,000万余円、補助率は２分の１で、平成25年度中に必要とする幼稚園全てに整備を終え

る計画となっています。 

以上、団体補助等の区分では、表の下から２段目、小計欄にありますとおり、予算額

は223億余円となりまして、緊急対策事業の終了等によりまして31億円ほどの減となって

います。 

以上、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、

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1,731億7,000万余円で、平成

24年度当初予算額と比較いたしまして、36億1,0000万余円、２％の減となっております。 

雑駁ではございますが、以上によりまして、平成24年度の執行状況と平成25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。 

○高橋会長 報告は終わりました。それでは、ただいまから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。高倉委員。 

○高倉委員 ただいま報告がありました平成25年度の予算のことについて、簡潔にお伺い

したいと思います。 

 先日も中国で大きな地震があったわけでありますけれども、子どもたちが学校で安心し

て学べる環境を整えるということは大変重要であると思います。東京都は、これまでも私

立学校の校舎の耐震化というところにしっかりと取り組んできたわけであります。そうし

た成果もありまして、私立学校校舎の耐震化率は、24年４月現在で83.6％まで上昇してお

ります。特に小・中学校においては、25年度中に100％になるという計画ということであ

ります。しかしながら、東日本大震災において新たな問題として浮上してきましたのが、

いわゆる非構造部材の耐震化の問題であります。非構造部材でありますけれども、わかり
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やすく言いますと、例えば天井とか、外壁、あるいは窓ガラス、照明といったような部材

ということでありますけれども、東京都内でも、東日本大震災の際に千代田区の九段会館

で天井が崩落して多くの死傷者が出た、深刻な被害を出したということは記憶に新しいわ

けであります。 

本日もニュースを見ておりましたら、これは天井裏の付属物についても地震の際に問

題があって、国としてこういったことについての基準があまりないというようなことで、

それに対して、国土交通大臣がしっかり対処をするというような発言がニュースとして流

れておりました。東京都が昨年調査をしたところによりますと、都内の私立学校の非構造

部材の耐震対策実施率については43.3％ということでありまして、構造体ほど対策が進ん

でいないというようなことであると思います。 

そこで、まずお伺いしたいのですけれども、43.3％という数字ですけれども、全国の

私立学校の取組状況と比較をして、進んでいるのかどうか。さらに、公立の学校と比較を

するとどうなのかということについてご説明いただければと思います。 

○高橋会長 それでは、事務局のほうからお答え願います。 

○私学振興課長 まず、全国私立学校の状況でございますが、文部科学省の調査によりま

すと、私立学校の非構造部材の耐震対策実施率は全国平均で38.9％となっております。ま

た、都内公立学校の非構造部材の耐震対策実施率は26.4％でございます。都内の私立学校

の実施率は、高倉委員ご指摘のとおり43.3％となっておりますので、いずれも東京都の数

字が上回っているところでございます。 

○高倉委員 今、都内の私立学校の実施率はいずれも上回っているというようなお話であ

りました。都内の私立学校においては、各学校設置者の皆様のご尽力によって、全国の私

立学校、または公立学校に比べまして、対策の実施率は高くなっているということだと思

います。しかしながら、こうしたことについての今後一層の取組が必要であるというふう

に私は思います。 

 今の報告の中でも、東京都が私立学校の非構造部材の耐震化の取組に新たに支援を行う

こととしたことについては、高く評価を申し上げたいと思います。そこで、今回の補助制

度の仕組みと具体的な内容についてお伺いをしたいと思います。 

○高橋会長 事務局からお答え願います。 

○私学振興課長 今回の補助制度の内容でございますが、都内の私立学校が行います非構
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造部材の耐震対策工事に対しまして、国庫補助金と合わせて最大で３分の２を補助するも

のでございます。補助対象限度額は、幼稚園が１億円、小学校・中学校・高等学校等が２

億円ということになっております。 

具体的な対象ですけれども、体育館などの大空間の天井材、天井器具や建具及びガラ

スの落下防止工事、それから外壁の剥落防止工事、保育室にあります書架・ロッカーなど

の転倒防止工事など、幅広く補助の対象としてまいります。 

○高橋会長 どうもありがとうございます。 

ほかにどなたかご質問、いかがでしょうか。局長からも、活発なご審議をというお話

がありましたが、どうぞご意見を賜りたいと思います。いかがですか。どうぞご遠慮なく、

せっかくの機会ですから。玉木委員。 

○玉木委員 これは、実は昨年もお尋ねしたことではあるのですけれども、執行状況の中

で、団体補助等の25番ですが、ＩＣＴ整備の補助は非常に低率なものですけれども、これ

はどのように捉えられているのか、ざっくばらんに聞かせていただければと思います。 

○高橋会長 では、事務局からお願いいたします。 

○私学振興課長 今、玉木委員からご質問がございましたのは、25番、私立学校ＩＣＴ整

備補助の執行状況についてでございます。執行率が非常に低くなっているということでご

ざいます。今回、予算では約130校の枠を計上したところですが、実績が93校ということ

で、学校数が少なかったということが１つと、それから、１校当たりの購入台数が少なか

ったということがございます。昨年度も全く同じ要因でこれぐらいの執行率ではあったの

ですけれども、今年度も同じ状況が続いております。この事業につきましては、25年度ま

での３か年の限定事業となっておりまして、上限いっぱい一遍に使わなくても、３年間で

徐々に整備すればよいという内容になっておりますので、最終年度、25年度につきまして

は、より一層のご利用がいただけるのではないかと思っております。私どもも、改めて学

校に周知を図る等々、努力を行いまして、執行率を上げるべく努力をしているところでご

ざいます。 

○高橋会長 玉木委員、いかがですか。よろしいですか。 

○玉木委員 はい。 

○高橋会長 ほかに。きたしろ委員、どうぞ。 

○きたしろ委員 今までは「公私立格差是正」という言葉がよくあったわけですけれども、
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今は「公私立格差解消」という言葉になりつつあるんですよね。それは、民主党の学校に

対する無償という形の中から出てきた話だと思うのですけれども、東京都としては、その

辺の「公私立格差解消」ということに対する何か考え方はあるのかどうか。 

○高橋会長 どなたか。部長さん、あるいは課長さんでも結構ですけれども、よろしくお

願いします。 

○私学部長 今、きたしろ委員からも話がありましたように、公私間の是正から解消とい

うことで、いずれにしても公私の格差というものをなくしていくのは東京都としても非常

に大きなテーマだというふうに考えております。そのために経常費補助をはじめ、あるい

は保護者負担軽減補助、こういったものをいろいろとご協力いただきながら、これまで充

実してきたところでございます。今後もまた社会状況、あるいは国の状況等も踏まえなが

ら、私どものほうでも、引き続き公私の格差の解消ということに向けて知恵を絞って、ま

た各委員の先生方にもいろいろご教示いただきながら取り組んでいきたいというふうに思

っております。具体的ではありませんが、方向として、方針として、考え方として、そう

いう方向で引き続き目いっぱい取り組んでいきたいというふうに思っております。 

○高橋会長 よろしいですか。 

○きたしろ委員 いい知恵を出していただきたいということだけ申し述べておきます。 

○高橋会長 ご要望ということで。 

○きたしろ委員 はい。 

○高橋会長 わかりました。ほかにどなたかございますか。 

それでは、これで報告事項の質疑を終わらせていただきます。 

続きまして、審議事項に移らせていただきます。「平成25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、諮問内容を説明させていただきます。諮問文の別紙「平成25

年度私立学校経常費補助金の配分方針」をご覧ください。 

まず、１の目的につきましては、教育条件の維持・向上、児童生徒等の修学上の経済

的負担の軽減、私立学校経営の健全性の向上の３点を掲げてございます。 

次に、２の配分の考え方では、１の目的を達成するため、配分の基準や詳価の項目に

おいて、さまざまな要素を組み入れ、補助効果を最大にするよう努めております。 
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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、その合計額が各学校の交付額となり

ます。 

まず、一般補助ですが、これは各学校に共通した学校運営費を対象にしたもので、高

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し、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て、

いく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。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、後ほど説明いたし

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

取組みの実績に応じて交付いたします。１ページ下段の表に記載のとおり、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、後ほど詳し

く説明いたします。 

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

だきます。２枚おめくりいただきまして、審議事項参考資料１「学校種別配分方法」をご

覧ください。 

まず、１「私立高等学校経常費補助」です。(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

の内容によって、ご覧のように単価の補正を行うこととしています。また、(ウ)の教職員

割単価につきましては、記載のような単価設定となっております。 

次に、イの基礎数値につきましては、ご覧のとおりとなっております。ウの評価係数

ですが、先ほど触れましたように、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。 

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。
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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、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、その影響を考慮して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)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、各学校における取組みを

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ページのカ

「生徒等の安全対策推進補助」では、安全対応能力の取組みとして、学校安全マニュアル

の策定や教職員・生徒の安全対応能力向上の取組み、例えば避難訓練などですけれども、

こうしたものに取り組んでいる場合には、補助を加算し、学校における児童・生徒の安全

確保を通じて教育条件の向上に努めようとするものでございます。 

25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、経常費補助の対象経費を記載してございます。さらに、（4）

は、特に「使途指定」としまして、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

分方法については、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は、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。 

次に、３の私立幼稚園経常費補助についてでございます。こちらは、５ページの評価

係数の配点に若干の違いがありますが、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。 

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
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の「保育体験の受入れ補助」が、高校・中学校・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、このうち今回お諮りする変更点につきまして、具体的に説明をさせていただき

ます。 

諮問文の別紙資料の２ページにお戻りいただきまして、３「配分における平成25年度

の変更点」をご覧ください。 

今回お諮りする変更点は、特別補助に関する項目２点となっております。 

まず、第１点目といたしまして、「国際化推進補助」の項目に（海外留学制度整備促

進補助）を新設するものです。これは、高等学校を対象とするものでございます。 

先ほどご説明しましたとおり、25年度予算において、私立高校生の海外留学に対する、

保護者負担軽減のための補助を事業化いたしました。 

今回の変更は、この保護者に対する補助制度に加えまして、海外留学に取り組む各学

校における留学制度の維持・運営に要する事務経費の一部を学校に対して支援することで、

私立高校が海外留学に取り組みやすい環境を総合的に整え、各学校における長期留学制度

の創設及び拡充を促進することをねらいとするものでございます。 

補助の要件は資料に記載のとおりですが、補助金額については、１校当たり年間40万

円とする方向で検討しております。 

なお、学校の運営経費に対する補助という経常費補助の位置づけから、学校として独

自の留学制度を持たず、外部団体が主催する留学制度により生徒を海外に派遣する場合に

は、本補助の対象とはなりません。 

次に、２点目の変更といたしまして、幼稚園を対象とする「地域教育事業補助」の補

助内容の充実です。核家族化等の進展によりまして、保護者の子育てへの不安や孤立感の

高まりが指摘される中、都では、幼稚園が持つ子育て支援機能を地域に還元することを目

的といたしまして、平成７年度から特別補助を設け、取組みの促進を図ってきたところで

す。 

具体的には、幼稚園が幼児教育に関する知識・方法などを公開講座や保育体験などの

実施によって無料で地域住民のために提供している場合、１園当たり年間40万円の補助を

行っているものです。制度創設から十数年を経て、その取組みは順次拡大をしてまいりま

したが、平成24年度における実施率は65.7％、約３分の２にとどまっておりまして、ほぼ
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100％に近い実施率がございます「３歳児就園促進補助」や「預かり保育事業補助」など、

ほかの子育て支援関係の補助に比べて、取組みが進んでいないのが現状です。こうしたこ

とから、平成２５年度から補助額を増額し、さらなる取組みの促進を図るものでございま

す。なお、金額につきましては、10万円アップの50万円とする方向で検討しております。 

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

ざいます。 

○高橋会長 どうもご苦労さまでございます。説明は終わりました。それでは、ご意見、

ご質問などがございましたら発言をお願いいたします。小島委員、どうぞ。 

○小島委員 １件、特別補助の新規の部分でご質問させていただきたいと思うのですけれ

ども、※のところに「ただし、外部団体が主催する留学については本補助の対象外」とあ

るのですけれども外部団体という意味というか、これは何を言っているかというと、私ど

も大学でも、やはりグローバル化・国際化ということで、学内の中で、大学ではあります

けれども、学生に留学、それから短期のインターンシップに補助を出そうとしているので

すけれども、学内の組織、または学内の教職員の中だけで、このように外国の体験を構築

するというのはなかなか難しくて、民間企業とか教育支援団体のご協力をいただかないと

できないということが現実的なことではあると思うのです。大学であってもそうであると

いうことは、高校などでも留学というところでは、純粋に高校だけでやり切れることは難

しいのではないかと思うのですけれども、外部団体というものの捉え方をもう少し明確に

していかないと、どこまでを、例えば推奨であるとか、半分ぐらいはお手伝いをお願いす

るとかあると思うのですけれども、何かここの文言とか規定についてはあるのでしょうか。 

○高橋会長 事務局のほうからお答え願います。 

○私学振興課長 対象となる留学ということですけれども、基本的に、東京都内の私立学

校は、自ら海外の姉妹提携校と協定を結んで留学生を派遣するということを、かなり長い

歴史で取り組んでこられている学校が非常に多うございます。基本的に、そういう形で学

校が生徒を派遣することに対して、カリキュラムですとか中身に責任を持っていただくと

いうことが今回基本になっております。留学機関は、さまざまな民間の機関でありますと

か、ＮＰＯのようなところがありますけれども、そこは単に仲介業務であるとか、ノウハ

ウは持っているのですけれども、学校が全くその中身にタッチしないというようなものは、

今回、助成制度の趣旨からして対象にしない。あくまでも学校が主体的に取り組んでいる
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中身に限定させていただこうという形になっております。 

○小島委員 あえて私がこの質問をした理由は、実は、それはよくわかっているのです。

大学もそうなんです。協定校に行けることは。しかし、国際化・グローバル化となったと

きには、ある程度の開かれた形をしていかないと進まないのではないか。広がらないとい

う意味ですね。今までの中のパイをさらに拡充しようということで新規になっているので

あれば、教育機関の中で外部に丸投げすることはあり得ないわけで、あくまでも学校側の

責任の中でやっていくと思うのですけれども、ここの縛りがあまりにもきついと、広がっ

ていくということは難しいのではないかというふうに素朴に思いました。 

○高橋会長 どうぞお答え願います。 

○私学振興課長 小島委員ご指摘のとおり、今回の新規事業の趣旨というのは、一人でも

多くの高校生を海外に派遣したいということで、私どもとしては、なるべく応援していき

たいということがございます。 

 ただ一方で、補助金ということになりますと、税金の使い道ということになりますので、

ある程度そこで学校として責任を持っていただくというのは必要になってくるのかなとい

うところがございます。その辺のバランスをどこでとるかということでございますけれど

も、詳細につきましては、今後も事業目的に沿って、細かいところは詰めていきたいとい

うふうに思っております。 

○高橋会長 吉田委員、何かありますか。いいですか。 

○吉田委員 結構です。 

○高橋会長 学経の方、いいですか。小島委員、よろしいですか。 

○小島委員 はい、ありがとうございます。 

○高橋会長 ほかにどなたかご質問ございますでしょうか。野田委員、どうぞ。 

○野田委員 ２番の「地域教育事業補助」についてお伺いしたいのですが、幼稚園が持つ

地域における幼児期の教育のセンターとしての機能に期待が高まっているということです

けれども、具体的にはどのような内容の地域活動といいますか、幼稚園において、地域の

ために活動する、どのような内容の活動についての補助になるか。具体的な内容を教えて

いただければと思います。 

○私学振興課長 具体的な取組内容でございますけれども、先ほども少し申し上げました

が、例えば公開講座としまして、育児・幼児教育に関するものをテーマにした公開講座、
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それから絵本の読み聞かせ会のような私設文庫の開催、それから、親子で参加する折り紙

教室のようなことをやっている幼稚園もあります。こういった形で、幼稚園の施設を利用

した体験保育、それから、一番多いのが育児相談会のようなもの、こういったものが対象

になるというふうに考えております。実際、こういうことをやっていただいています。 

○高橋会長 野田委員、どうぞ。 

○野田委員 特に回数とか、そういったものについての要件はないということでよろしい

でしょうか。 

○私学振興課長 回数の要件はないのですけれども、年間を通じて開催をしていただくと

いうこともお願いしております。 

○高橋会長 ほかに。松下委員、お願いします。 

○松下委員 私も地域教育事業補助拡充の部分について何点か伺いたいと思います。具体

的な取組内容を伺いたかったのですが、今ご説明がありましたので、具体的に、幼稚園の

中で取り組んでいる内容というよりも、取り組んでいる中で、今回、増額に当たって、実

際に取り組んでいる幼稚園から、これまでの補助額の中でどんな課題があったのかなど、

できたら教えていただきたいと思います。 

○高橋会長 事務局、お願いします。 

○私学振興課長 具体的な取組はざっと申し上げましたけれども、１つご紹介しますと、

未就学児とそのお母さんを対象として、園のスペースを遊びの部屋として開放しまして、

育児相談に応じる取組を毎月１回開催しているという幼稚園がございます。また、この幼

稚園では、２歳児を対象としたクラスをつくりまして、専門保育者が保育を共にして、お

母さんに対する子育ての楽しさと自信をつけさせる。一方、子どもに対しては、集団生活

への自主的な歩み、自我の確立を図っていく、こういったことをやっている幼稚園がござ

います。 

こうした中で、課題でございますけれども、例えば今のような取組みというのは、未

就学児を対象としているわけですけれども、午前中が多かったりするということで、実際

に幼稚園が通常の保育を行っている時間と重なってくる場合が多いということを聞いてお

ります。こうなりますと、通常配置されている教職員のほかに、さらにプラスアルファで

人の手当てをしなければならないということになってまいりますので、結果としてコスト

がかかります。そのために、幼稚園側の持ち出しが増えるといったようなご意見は伺って
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いるところでございます。 

○高橋会長 松下委員、どうぞ。 

○松下委員 地域教育事業補助の制度が７年度にできてから、当初、実施している園が19

園と全体の4.8％。そこから考えると、先ほど説明のときにあった24年度で全体の約３分

の２、335園というのはすごく増えてきたのかなとは思うのですが、今のそういった人員

配置で人件費が発生するというところに課題があり、新たに増額を検討されて、先ほどご

説明の中で、今までの40万円が50万円になるということで、ぜひ幼稚園の持つ地域の子育

て支援を向上させたり、お母さんたちの子育てに対する悩みや不安などを解消する場とし

ての役割というのはすごく重要であり、また、今後ますます重要とされる部分だと思いま

すので、ぜひ今回増額をされるということを高く評価するとともに、今後、本当に10万円

の増額で足りるのかなという懸念が若干ありまして、ちょっと他県の例を調べてみました

ところ、神奈川県だと１園につき60万円以内ということで同じ地域教育事業補助を行って

いるようであります。60万円というよりも、60万円以内という形ですので、これは実施ベ

ースで申請があって補助を出しているかと思うのですけれども、やはり東京の核家族化と

いうのは非常に特徴的な課題であると思います。 

 私自身も子どもを育てている母親で、もうすぐ５歳になる子どもを育てているのですが、

私は保育園にお世話になっているのですけれども、幼稚園の持つ教育機能、子どもへの教

育というのは非常に重要であり、保育園に子どもを通わせている親からも、私もとても関

心のある分野で、子どもに、また未就園の子どもたちをもつ親御さんや、親御さん同士の

交流の場としてもとても大事な場所であると思いますので、また今後、増額して運用して

いく中でまた課題があった場合には、またそこも見直していくのも含めながら、ぜひ積極

的に子育て支援の向上、幼児教育の充実を図っていっていただきたいと、これは要望いた

したいと思います。 

○高橋会長 ほかにどなたかございますでしょうか。どうぞご遠慮なくお願いいたします。

よろしいですか。 

それでは、大体意見が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らせ

ていただきたいと思います。 

議論の過程から大筋におきましてはご理解いただけたと思いますので、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、いかがでしょうか。 
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              （「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、「知事の諮問のとおり配分することが適

当である。」ということで答申することといたします。 

事務局には答申書の作成をお願いしたく思います。委員の皆様は、そのまま自席でし

ばらくお待ちください。 

（答申書（写し）配布） 

○高橋会長 ただいま、答申書の写しをお手元にお配りいたしました。 

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

から局長にお渡ししたいと思います。 

                              平成２５年５月２１日 

  東京都知事 

  猪 瀬 直 樹 様 

東京都私立学校助成審議会 

会 長 髙 橋 信 行 

      平成２５年度私立学校経常費補助金の配分について（答申） 

平成２５年５月１４日付２５生私振第２５４号により諮問のあった 

平成２５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。 

                （答申書手交） 

○高橋会長 ここで小林生活文化局長からご挨拶がございます。 

○生活文化局長 平成25年度の私立学校経常費補助金の配分につきまして、ただいま高橋

会長より答申をいただきました。委員の皆様方には、お忙しい中、活発なご審議を賜りま

して誠にありがとうございました。 

ただいまいただいた答申の配分方針を踏まえまして、また、先ほどの議論の中でいた

だいた貴重なご意見も尊重させていただきまして、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、格別のご理解を賜りま

すようお願いを申し上げまして、挨拶にかえさせていただきます。誠にありがとうござい
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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をいただきたいと

思います。 

これで本日の審議会を終わります。どうもありがとうございました。 

午後４時00分閉会 

 20


