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午後４時00分開会 

○私学部長 定刻となりましたので、ただいまから、平成26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、生活文化局私学部長の武市でございます。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いませんので、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、まず配付資料の確認をさせていただきます。 

○私学振興課長 ご挨拶が遅れまして申し訳ございません。私学振興課長の高際でございま

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８点ご用意させてい

ただきました。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して「学校種

別配分方法」があります。報告事項資料１として「平成25年度私立学校助成予算の執行状

況」、報告事項資料２として「平成26年度私立学校助成予算の一覧」。参考資料１として

「生徒・保護者のみなさまへ」と書かれました、グリーンの学費負担を軽減する制度に関す

るチラシを置かせていただいております。参考資料２として、当審議会の情報ほか関係資料。

最後に、資料３として、委員の皆様の名簿をお付けしております。過不足ございませんか。 

 資料については以上です。 

○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 出席委員についてご報告申し上げます。 

 本日は、15名の委員の皆様のうち13名の皆様にご出席いただきました。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申し上げます。 

 以上です。 

○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まして、都議会議員の委員の方は平成25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、お手元にお配りしております委員名簿の記載順にご紹介させていただきます。 
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 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。 

 都議会議員の小竹ひろ子委員でございます。 

 都議会議員の島田幸成委員でございます。 

 株式会社ナイスク顧問の髙橋信行委員でございます。 

 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。 

 学校法人八雲学園理事長の近藤彰郎委員でございます。 

 学校法人富士見丘学園理事長の吉田晋委員でございます。 

 学校法人東京成徳学園理事長の木内秀樹委員でございます。 

 国本小学校校長の矢崎昭盛委員でございます。 

 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、東京学芸大学総合教育科学系教授の岩立京子委員、弁護士の野田聖子委員は、本日、

都合に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す。 

 高際私学振興課長です。 

 高田私学行政課長です。 

 浅岡企画担当課長です。 

 野口調整担当課長です。 

 矢中私学振興課助成係長です。 

 以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 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。いかがでし

ょうか。 

○近藤委員 委員の近藤でございます。 

 私学振興、私学行政の造形の深い髙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、髙橋委員をご推薦したいというご提案をいただきまし
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たが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○私学部長 それでは、髙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。 

 どうぞ、会長席へお移りください。 

（髙橋委員、会長席へ移動） 

○私学部長 では、会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○髙橋会長 ただいま会長に選出いただきました髙橋と申します。会長就任に当たりまして、

一言ご挨拶を申し上げます。 

 東京都の私立学校は、ご承知のとおり、東京の教育をリードする高い教育を行い、東京の

公教育におきまして大きな役割を担っております。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をするものであり、そ

の役割は極めて重要であると認識しております。皆様のご協力をいただきまして、東京都の

補助金が有効に活用され、私立学校の振興に役立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を申し上げたいと思います。 

 それでは、失礼ですが、座らせていただきます。 

 また、本日は、都の方針に従いまして、私もクールビズでネクタイをしておりませんが、

よろしくお願いします。 

 それでは、早速ですが、会長代理の選任に入らせていただきたいと思います。 

 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、僣越ですが、私から指名させていただきます。 

 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） 

○髙橋会長 ありがとうございます。 

 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） 

○髙橋会長 では、近藤委員からご挨拶をお願いします。 

○近藤会長代理 ただいまご指名受けました近藤です。会長代理として、本審議会の円滑な

進行に努めてまいりたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

○髙橋会長 ありがとうございました。 
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 それでは、小林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 生活文化局長の小林です。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。 

 髙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、まことに感謝申し上げる次第でございます。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っております。この場をかりて厚く御礼を申し上げる次第で

ございます。 

 平成26年度の予算編成は、知事選の影響によって例年と異なるスケジュールで予算編成を

行いましたが、舛添知事の「世界一の都市東京を目指す」という方針のもと、オリンピッ

ク・パラリンピックを見据えまして、東京の魅力を一層高めることに重点を置き、一般会計

の総額では６兆6,000億円を超える予算を編成することができました。知事も、東京、ひい

ては日本の次代を担う若者を育成している私立学校の振興を都政の最重要課題の一つと位置

付け、第１回都議会定例会でもそうした答弁をしております。 

 こうした中、私学助成については、学校運営に対する基幹的補助である経常費補助を増額

したほか、都の私立高等学校と特別奨学金の充実や低所得者向けの奨学給付金事業費補助の

創設など、保護者負担軽減制度についても拡充しました。従来から行ってきた学校の教育環

境整備に対する補助をあわせまして、今後も私立学校振興施策のさら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る平成26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。 

 配分方針における変更点は２点あります。１点目は、特別補助のうち各学校が行う授業料

等の保護者負担軽減の取組を促進するため、授業料減免補助の対象を拡充するものでありま

す。２点目は、同じく特別補助のうち、青少年の就業意識の啓発や人格形成の基礎を培うた

めに各学校が行う体験学習等の取組を支援する体験学習等特色ある教育の取組補助を、高等

学校から中学校及び小学校へ拡充するものであります。 

 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。 

○髙橋会長 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26年５月９日付けで、知事から、平成26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既に事前に各委員にお渡ししているところですが、本日、机上にも
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配付されております。これにつきましては、後ほど事務局から内容のご説明を受けた上でご

審議をいただきたいと思います。 

 それでは、これより議事に入りたいと思います。 

 最初に、報告事項である「平成25年度私立学校助成予算の執行状況について」及び「平成

26年度私立学校助成予算について」の両方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、報告事項につい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、報告事項のアです。報告事項資料１「平成25年度私立学校助成予算の執行状況」を

ご覧ください。 

 平成25年度に執行した私立学校助成事業につきまして、おおむねその性格ごとに、経常費

補助、保護者負担軽減、団体補助という３つの区分で３ページにわたって記載してあります。

表題にありますとおり、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、こうした順で数値を記載してあります。なお、執行額は４月30日時点の集計数字であり

まして、決算値として確定した数値ではないことをご了承いただければと思います。 

 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します。 

 経常費補助は、私学助成全体の３分の２を占める基幹的補助です。１から６までの小計欄

にありますように、議決予算額は1,151億9,400万余円、執行率は99％となっております。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まして使途変更を

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

出たことによりまして執行残が見込まれました一方、高等学校では、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が予算積算時よりも増加したこと

などがありまして、これらに対応するため、中学校及び小学校から使途変更を行い、対応し

ております。 

 次に、１ページ下段の保護者負担軽減についてです。７から14まで８項目あります。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356億7,300万余円、執行率は93.

6％となっております。残額が発生している主な事業は、７番の私立高等学校等特別奨学金

補助で、資料の数値とは少し異なりますが、８億7,900万余円、８番の私立高等学校等就学
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支援金で７億7,300万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

込みよりも少なかったことなどによるものでございます。さらに、14番の私立高等学校海外

留学推進補助ですが、これは私立高等学校で実施するおおむね３カ月以上の海外留学に参加

する高校生に対しまして、参加費用の一部を補助するものですが、対象生徒数が見込みより

少なかったことになどによりまして、２億6,100万余円の残額が生じたものです。 

 次に、２ページをご覧ください。団体補助等です。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おります。15から34まで20項目あります。 

 合計額ですが、３ページをご覧ください。下から２段目に小計欄がありまして、議決予算

額225億500万余円に対し、執行率は83.3％となっております。37億円ほどの残額が生じてお

りますが、主なものとしては、まず、２ページの中ほどの21番に私立学校安全対策促進事業

費補助があります。こちらは、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すが、

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、当初の見込みと比べて少なかった

ことなどによりまして、21億3,700万余円の残額が生じております。さらに、25番の私立学

校ICT整備費補助ですが、私立学校の教育情報化を推進するため、電子黒板等の購入費用の

一部を補助するものです。こちらは実績単価の減などによりまして、３億8,000万余円の不

要額を生じております。そのほか、22番の私立学校教育振興資金融資利子補給、24番の私立

学校省エネ設備等導入モデル事業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25年度の私立学校助成予算について、基幹的補助である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.

5％となりまして、ほぼ満額に近い執行となっております。 

 続きまして、報告事項のイ「平成26年度私立学校助成予算について」のご説明をさせてい

ただきます。 

 報告事項資料２をご覧ください。１ページから４ページにかけては、先ほどと同様の区分

で一覧にしてあります。額が大きなものや新規事業を中心に説明します。 

 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

経常費補助については、私学助成の柱となる補助であることから、当審議会において毎年度、

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

で改めてご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い
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ることから、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

いるものです。なお、幼稚園については、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諭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、1,150億7,500

万余円で、前年度対比で13億円強、率にして1.2％の増となっております。 

 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す。内容・規模等につい

ては、それぞれ右側の概要欄に記載のとおりです。ここでは、７番の私立高等学校等特別奨

学金補助、８番の私立高等学校等就学支援金、13番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。 

 このうち、８番の私立高等学校等就学支援金は、平成22年度に開始された公立高校無償化

に伴う事業として行っていましたけれども、今年度からは、国において、新たに高等学校等

就学支援金の支給に関する法律が可決された結果、従来、所得にかかわらず一律に支給して

いた仕組みに一定の所得制限を設けまして、その分、より低所得の方に対する給付を手厚く

する制度へと大幅に変更されました。全額が国の資金によるもので、今年度は242億円を計

上しております。また、この制度変更に伴いまして、７番の私立高等学校等特別奨学金の充

実、10番の私立高等学校等奨学給付金事業費補助の新設を行っております。 

 具体的には、お手元に配付しました緑色のパンフレットをご覧いただければと思います。

こちらをお開きいただきますと、見開きの左側に「保護者の年収目安と軽減額」を記載して

あります。緑色の部分が就学支援金と授業料軽減助成金、これは特別奨学金のことですが、

こちらで授業料に対する負担軽減制度を記載しております。赤色の部分が授業料以外に対す

る負担軽減として、今年度に新設した奨学給付金。黄色の部分が無利子の貸付制度である育

英資金です。都としては、これら４つの制度を活用して、私立高校に通う保護者の負担軽減

を図る仕組みとなっております。 

 以上、保護者負担軽減に関する予算額は、一番下の欄にありますように、361億4,500万余

円で、対前年度比1.3％の増となっております。 

 次に、３ページをご覧ください。団体補助についてです。16番から35番まで20の事業があ

ります。３ページにお戻りいただきまして、中ほど、22番の私立学校安全対策促進事業費補

助ですが、平成23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。耐震化の進捗に伴う対象棟数の減などによりまして、
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前年度対比で約６億円減となる88億4,000万余円の予算を計上しております。 

 次に、４ページをお開きください。28番の私立幼稚園等環境整備費補助ですが、これは、

国の安心こども基金を活用し、私立幼稚園において、遊具・運動用具・教具などを整備する

費用の一部を補助するもので、２億200万余円を計上しております。平成25年度に第２回都

議会定例会で補正予算を可決していただき、平成26年度からは当初予算化しております。 

 最後に、30番の私立幼稚園預かり保育推進補助ですが、平成14年度に創設した事業で、現

在、都内の各私立幼稚園は、地域の実態や保護者の要請に応じまして、また、地域における

子供の居場所づくりといった観点などから、幼稚園教育要領に基づく教育活動としての預か

り保育に積極的に取り組んでいただいております。こうした取組をさらに支援するため、今

年度から補助単価を増額することといたしまして、５億7,300万余円を計上しました。対前

年度比35％の増となっております。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211億余円となり、11億円ほどの減となっております。 

 以上、経常費補助、保護者負担軽減及び団体補助等を合計しますと、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1,739億5,000万余円で、平成25年度当初予

算額と比較して７億8,000万余円、0.5％の増となっております。 

 雑駁ですが、平成25年度の執行状況と平成26年度の助成予算の状況についての事務局報告

は以上です。よろしくお願いいたします。 

○髙橋会長 報告は終わりました。ご質問などがございましたら、どうぞご発言をお願いし

ます。 

○鈴木委員 報告事項に関しての質問をさせていただきます。 

 後ほど説明をいただくと思いますが、今回の諮問事項と関連した点で、平成26年度予算の

中で、保護者負担軽減のための幾つかの事業が大幅に充実されたということのようでありま

す。それについて、何点か発言させていただきたいと思います。 

 先日の都議会定例会において、我が党の吉原幹事長の質問を受けて舛添知事が、私立学校

の振興は都政の最重要課題の一つであると答弁されました。東京の公教育に果たす私立学校

の役割は極めて重要であり、これまでも我が党は、現場の先生方の意見を踏まえつつ、全力

で支援をしてまいりました。基幹的補助である経常費補助や耐震化のための安全対策促進事

業費補助のような学校補助のほかに、私立学校に通う生徒・保護者の経済的負担を軽減する

事業についても制度の充実に取り組んできたところでもございます。 

 そこで、私立高校生の保護者に対する負担軽減事業について、都はこれまでどのように制
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度の充実を図ってきたのか、具体的な内容を伺いたいと思います。 

○私学振興課長 近年行われたものとしては、まず、平成19年度、20年度に、私立高等学校

等特別奨学金補助の予算を約５億円上積みしまして、補助単価を大幅に引き上げました。そ

れ以降も、都内私立学校の平均授業料等を勘案し、引き続き、この補助金の充実を図ってお

ります。平成21年度には、いわゆるリーマンショックによる景気悪化等による家計急変世帯

を支援するため、この助成審議会の審議内容を受けまして、経常費補助金の特別補助で設け

ている授業料減免補助の補助率を３分の２から５分の４に嵩上げしまして、各私立学校独自

の減免制度に対する支援を強化したところでございます。このほか、東日本大震災の被災生

徒に関する授業料減免制度の創設などの取組も行ってまいりました。 

 さらに、今年度からは、私立高等学校等特別奨学金について、国の就学支援金制度の見直

しも踏まえまして給付を充実させたことに加え、授業料以外の教育費の負担軽減を図るため、

国庫補助制度を活用し、おおむね250万円未満の低所得の世帯に一定額を給付する私立高等

学校等奨学給付金補助を新設したところでございます。 

○鈴木委員 保護者負担軽減のための多様な支援メニューをそろえ、社会情勢等を踏まえな

がら着実に拡充を図ってきたことはわかりました。理解したいと思います。 

 今年度、国においては、従来の高校無償化施策を見直し、所得制限を入れたことによって

生じた財源を活用し、就学支援金について、所得状況の厳しい方々に対する加算額の拡充を

図ったほか、私立高等学校等奨学給付金補助の新設を実現することができました。また、就

学支援金と合わせて、都の私立高等学校特別奨学金も給付の充実が図られました。経常経費

での取組を含め、今年度からの見直しの結果として、私学に子供を通わせる保護者の負担は、

従前に比べ具体的にどの程度削減されるのかを伺いたいと思います。 

○私学振興課長 例えば、350万円以上590万円未満の所得の世帯におきましては、就学支援

金と特別奨学金を併用することによりまして、授業料負担が昨年度より約５万8,000円削減

されることになります。 

 次に、私立高等学校等奨学給付金補助の対象となります、おおむね250万円未満の低所得

世帯につきましては、就学支援金と特別奨学金の併用による授業料負担軽減に加えまして、

生活保護世帯の場合５万2,600円、また、生活保護を受けていない世帯の場合は、第１子に

は３万8,000円、第２子以降には13万8,000円が給付されまして、授業料以外の教育費が軽減

されることになります。 

 最後に、経常費につきましては、授業料減免の特別補助において、各学校が減免される授
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業料を対象として、最大でその５分の４を補助しております。さらに、後ほど諮問事項のと

ころで詳しくご説明申し上げますけれども、今後は、授業料以外の納付金も補助対象にでき

るように充実したいと考えております。 

 以上です。 

○鈴木委員 今、説明いただきましたが、これまでの充実策はどちらかというと保護者負担

の中核となる授業料に対する支援に重点的に取り組んできたように思います。それは当然、

財源の問題などもあるわけです。今回、国において、所得にかかわらず一律に支給していた

就学支援金に所得制限を導入し、真に困っている保護者へ所得に応じて補助するという見直

しは、必要な財源を確保した上での現場の意見を踏まえた的確な見直しだと考えます。最後

に説明をいただいた経常費の授業料減免補助は、平成21年度に本審議会での私の意見を受け、

恐らく、私立学校の経常的経費に対する補助率としては最大である５分の４まで拡充された

ものでもあります。後ほどの議事において、より具体的なご説明、また、ご審議いただきた

いと思いますが、特に保護者負担に関して学校関係者の方とお話しする機会があるときによ

くお聞きすることですが、保護者が私学に求めるきちんとした教育を提供するためには、施

設維持費や教育充実費などをある程度もらわなければ経営が成り立たないが、低所得の方に

とってはなかなか厳しいケースもあることから、行政による何らかの支援があればありがた

いというお話を聞くところであります。このことに関しては、あえて申し上げたいと思いま

す。 

 今年度、国庫補助を活用した私立高等学校等奨学給付金と同様に、授業料以外の部分にも

初めて支援を拡充するという今回の変更内容は、保護者負担軽減に対する学校の取組をさら

に後押しするものと考え、私は、大変評価したいと思います。 

 私立学校は、昨今の少子化の中にあっても、建学の精神を持ち、各学校が特色ある教育を

行い、東京の次代を担う人材を育成されています。先ほど局長から、オリンピック・パラリ

ンピックのお話がございました。私学の方から前に聞いた話ですが、オリンピック・パラリ

ンピックに向けて、子供たち自身が何かできることがある、自分たちで考えてオリンピッ

ク・パラリンピック、または、自分たちがこれから生きていく中で、自分たちで役に立つこ

とができないかということを学校で考えて、ある程度みんなでボランティアとして、通訳で

きるよう勉強をしようということを決めたという学校もあるように聞いています。若者たち、

高校生も含めてそうですが、そういう未来ある青年たちに、夢や希望、そして、勇気を与え

るようなことをきちんと私学がこれまで東京の中で果たしてきた役割がありますので、より
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一層の力を入れていただきたいし、公立校もそうですが、特に私学に関しては、オリンピッ

ク・パラリンピックに向けて独自の特色ある、そういう若者たちのいろいろな活動に対して、

特に若者の祭典ですので、オリンピック・パラリンピックのどこかで若者たちにかかわって

いただくようなオール・ジャパンの態勢をつくれるようなところでも、ぜひご努力をちょう

だいできればということも学校関係者の方にはお願い申し上げたいと思います。 

 都は、基幹となる経常費補助はもちろん、各学校の教育環境を向上させるさまざまな支援

を行っていますが、我々都議会自民党としても全力でバックアップしていく所存ですので、

以上をもって意見表明とさせていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○髙橋会長 ほかにございますか。 

○小竹委員 私も、私学助成制度は非常に重要であると考えておりまして、充実を図ってい

くという点で質問すると同時に、提案もさせていただきたいと思っています。 

 高校では６割の生徒が私学ですし、幼稚園では９割のお子さんたちが私立幼稚園に通って

いるという点では、子供たちの学ぶ権利の保障や、親の経済力にかかわらず学べるような条

件を私学助成の充実で図っていく必要があると思っています。 

 それで、何点かお伺いし、提案させていただきたいと思います。最初に、子供たちの命を

守るという点では、この助成制度を活用して耐震補強などが充実されていると伺います。こ

の私学助成の資料を見させていただきますと、平成25年度の予算が総額でピークになってい

るわけですけれども、平成26年度は総額が減っているという点で言うと、首都直下型の地震

が今大きな問題になっているわけで、一日も早く学校の耐震化を図っていかなければならな

いと思います。耐震化の状況、耐震化率がどこまで達成されているのか。それと、補助率に

ついてもお答えいただければと思います。 

○髙橋会長 事務局、お願いします。 

○私学振興課長 まず、耐震化率ですが、平成25年４月１日時点での耐震化率として、幼稚

園は83.1％、小学校が96.2％、中学校が96.8％、高等学校が89.4％です。全体では86.9％と

なっておりまして、平成14年度末と比較して約34ポイント上昇したことになります。小学校、

中学校については、個別の事情がある一部の学校を除いては、平成25年度末時点で100％の

耐震化が図られております。耐震化の関係の補助ですが、まず耐震診断につきましては５分

の４の補助ということで上限はありません。 

 耐震補強・改築の工事につきましては、Is値0.3未満のものは５分の４、0.3～0.7未満は



 - 12 - 

３分の２で、上限が３億円です。同じ年度に複数の棟を改修する場合は、上限が倍まで上が

ります。 

○小竹委員 今、幼稚園と高等学校が10％以上残っているという点で言うと、非常に大変な

のかなと思いますが、やはり補助があったとしても学校自体の負担もあるわけで、そういう

点では、残っている学校は、小中学校も含めてですが、大変な困難が多いところではないか

と推測しています。今、建設資材や労務費が非常に上がっていて、東京都の事業などでも入

札不調が起きたりしているわけですし、４月１日から消費税が８％に上がったという点では、

大変な状況がさらに増すことも考えられると思います。そういう点では、耐震化促進をする

上では、これまで努力されてこられた学校は、大変な中でご努力いただいているわけですけ

れども、残る学校の促進という手立てでは、さらに支援が必要なのではないかと思いますの

で、ぜひそういう面も今後検討していただくように、これは要望しておきます。 

 ２番目の問題として、私立幼稚園における３歳児保育の実施率と、子供の幼稚園の定員が

どのようになっているのか、もう一度お伺いします。 

○髙橋会長 事務局、お願いします。 

○私学振興課長 ３歳児就園促進補助は、３歳児１人当たり3,000円を補助するもので、昨

年度の実績は511園で実施率は98.5％です。定員と補助の関係の結びつきは特に縛りはあり

ませんで、１人当たり3,000円の補助というスキームになっております。 

○小竹委員 幼稚園の先生に伺ったのですが、最近、紙おむつが非常に改善されていて、３

歳児になってもおむつが取れていないお子さんが結構たくさんいらっしゃるということで、

おむつを外すこと、おもらしが多いということで、先生方も大変な状況の中に置かれるとい

う点では、幼稚園の１クラスの定数、補助は子供１人当たり3,000円ですけれども、クラス

定員では国の基準が35人ですね。そういう点で言うと、非常に大変な状況の中でたくさんの

子供さんを１人で見るのは非常に大変であるということで、生活リズムを確立することは幼

児教育という点では本当に大変な状況にあると伺っていますので、３歳児について98.5％の

ところということは、ほとんどの園が実施しているということですから、これらについても、

3,000円では、補助の先生を雇うのも大変かと思います。年間ですから。 

 そういう点で言うと、経常費補助の中に３歳児加算をもう少し大幅に入れる必要があるの

かなと思っています。そうすると、総枠との関係がありますから、ぜひ別立てにして充実を

図ることも含めて対応していく必要があるかと思っています。そういう点では、私立幼稚園

の３歳児保育の充実を図る上で、先生方の待遇を改善することも含めて、ぜひこの分野につ
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いて、補助の増額を含めて検討していただきたいということを、これも要望しておきます。 

 ３つ目の問題として、私立幼稚園の預かり保育について、先ほどのご説明では35％に増や

すということで、この点については評価しますけれども、預かり保育の実施状況と預かり時

間、そういうものはどのようになっているのかお伺いします。 

○私学振興課長 預かり保育の推進補助ですけれども、各幼稚園が教育時間終了後３時間以

上行うもの、早朝行うもの、春夏冬の長期休業期間中に行うものの計５つの区分に分けて、

預かり保育の取組状況に応じて補助を行っております。補助単価ですが、例えば教育時間終

了後であれば、預かり保育を利用している園児の数が14人以下の場合は、２時間を超えて１

時間につき12万円を補助しております。平成25年度の実績ですが、教育時間終了後に実施し

ているものが591園、早朝が295園、春休みが304園、夏休みが399園、冬休みが332園、そう

した実施状況でございます。 

○小竹委員 保育園が不足しているという点で言うと、預かり保育の需要は多くなっていく

のではないかと推察されます。幼稚園の先生からも、預かり保育のニーズは非常に高いと。

しかし、誰が見るかということでは、やはり預かり保育ができるような人的体制がとれるよ

うに充実してほしいというご要望を伺っています。幼稚園の先生たちは、毎朝７時に出勤し、

夕方６時まで預かり保育を行い、その後、教材研究などをしなければならない。そういう点

で言うと、スクールバスの添乗もしなければならないし、預かり保育とスクールバスの当番

で残業は必至だけれども、その残業代が付かないところが多いということで、幼稚園教諭は、

子供の保育で仕事もきつい上に給料や安くて、人がなかなか定着しないという困難を抱えて

いると伺っています。 

 ある幼稚園で、同期の男性の先生が２人一度に寿退職するということで、結婚ということ

では喜ばしいことであるけれども、結婚して生活できる賃金ではないものですから辞めざる

を得ない。先生たちは仕事を続けたいけれども、辞めざるを得ないという実情があるという

ことでは、そういう問題を抱えているということでは、幼児期の発達を保障する上での先生

方の役割は非常に大きいわけで、そういう点でも、先生方の賃金が、誇りを持って働き続け

られるような状況にするという点では、補助の充実は欠かせない中身になっていると思いま

す。 

 そういう点では、私学助成の同じパイの中でのやり繰りでは解決できないような状況もあ

りますので、そういう点では、単独の補助を別枠で増やすことや、一般補助の単価を引き上

げるという点では、私学助成の総額が公立学校の経常費補助の２分の１という基準の枠も、
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ぜひ今後の問題としてさらにその２分の１の枠を増やす必要があるのではないかと私は思っ

ています。そういう点でも、ぜひ総額の引上げを強く求めておきたいと思います。 

 次に、もう一つ伺いたいのは、今回、支援金制度で910万円の所得制限が設けられて、所

得証明を全員が出さなければいけないことになりました。しかし、国会でも審議過程で問題

になったわけですが、証明が出せない保護者の方々がいるという点では、問題が大きいと思

っています。そういう場合の対応はどのようにされるのか、伺っておきたいと思います。 

○髙橋会長 事務局、お願いします。 

○私学振興課長 就学支援金の関係ですけれども、これまでも、国が定める事務処理要領に

基づきまして、やむを得ない理由で証明書類が提出できない生徒に支障が生じないように、

これまでも適切に対応してきたと考えております。新しい制度になりましたけれども、こち

らも引き続き今までどおり適切に対応していきたいと思います。 

○小竹委員 今までどおり適切な対応ということですが、今まで就学支援金は全て、所得制

限なしに全員に国のお金が出ていましたから、私学財団で必要な所得の届出だと思います。

今度は、全員が出さないと、910万円以上の所得があると見なされる危険性もあるわけで、

そういう点では、経済的に厳しい家庭の方々が外れる危険性も出てくるという点では、ぜひ

十分な対応をしていただきたいと思います。 

 特に、DVや児童虐待、親が精神的な問題を抱えていて、収入のことが届け出られない保護

者の方々、それから、今、非正規雇用も非常に増えていまして、幾つも仕事を抱えていて所

得の証明が取れない家庭などもあると伺っています。そういう点で言うと、そういう経済的

に厳しい家庭が多くありますので、そういう点でも大変な状況になるということで、国の制

度と私学財団の手続と二重の手続を必要とするわけですから、そういう点では、くれぐれも

経済的に困難な家庭の方々が補助が受けられない状況があっては絶対にならないと思います

ので、現場の方々の声を聞いて、対策を十分にとっていただくように、これも要望しておき

ます。 

 最後に、私が一つ申し上げたいのは、私立学校、外国人学校の運営費補助に関連して、朝

鮮学校への補助が今年も予算化されていませんね。子供の学ぶ権利を保障するという点から

見れば、朝鮮学校の子供たちも同じことだと思います。子供の権利条約には差別の禁止がう

たわれていますので、助成をしないことは明らかに差別にもなるわけで、補正予算を組んで

も、他の外国人学校と同様の措置をとるように強く求めておきたいと思います。 

 質問と提案は以上です。 



 - 15 - 

○髙橋会長 それでは、ほかにどなたかございますか。 

○きたしろ委員 自民党のきたしろ勝彦です。冒頭ですので、立ってご挨拶させていただい

て、着席させていただきます。 

 この審議会の役割は、経常費補助の配分方針について審議することですけれども、平成25

年度の決算見込みの説明がありましたので、その中の新規の留学支援について発言させてい

ただきたいと思います。 

 2020年オリンピック・パラリンピック開催に向けて、日本中、特にここ首都東京には外国

人の観光客やアスリート、文化人たちが大勢やって来るものと思われます。彼らには、勤勉

さや思いやり、礼儀正さといった、世界から高く評価されている日本人の心にぜひとも触れ

ていっていただきたい。それこそがおもてなしの精神で諸外国の方々を迎えるということだ

と思っております。 

 そのためには、大会運営にかかわるスタッフだけでなく、都民の一人一人が、古来より

営々と築かれてきた日本人としてのモラルを取り戻し、首都東京に生きる都民としての誇り

と自覚を持って行動することが必要であると考えております。 

 先日の予算特別委員会で、日本人の心を取り戻す視点からの質問に対して、舛添知事はご

自身の体験として、外国から見て日本のよさを思い起こしたと答弁をいただいたところです。

日本にいて学ぶことも多かろうと思いますけれども、何より、自分が国外に出て海外の日本

に対する評価を自らの目と耳で感じてくるという体験は、日本人というアイデンティティを

自覚する上で大変効果的だと思います。ことに、多感な高校生時代に海外へ飛び出し、異文

化にもまれながら長期間生活し、さまざまな価値観の学友と意見を闘わせ、そして改めて日

本を見つけたとき、これまで築かなかった、あるいは、当たり前と思っていた日本の魅力を

再発見できるのではないでしょうか。世界を知り、日本を知ってこそ多角的な視野を持ち国

際社会で活躍できる人材が生まれるものだと思っております。 

 こうしたグローバル人材の育成に東京の私立学校は積極的に取り組んできました。これら

の取組を支援すべきという我が党の要望を受け、平成25年度に私立高等学校海外留学推進補

助制度が創設され、若者が海外へ羽ばたく機会が広がったことは誠に喜ばしいことでありま

す。ここで改めて、この留学支援制度の狙いと概要について、お伺いいたします。 

○私学振興課長 この制度は、私立学校への調査や学校関係者にヒアリングしました結果、

効果が高いとされる長期留学は保護者の経済的負担が大きくなることから、短期留学に比べ

て設定している学校が少ないことがわかりました。そこで、東京都として、保護者の負担軽
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減を図るとともに、各学校の教育方針を生かした留学制度の新設や拡充にお取り組みしてい

ただきやすい環境を整えることをお願いしました。具体的には、３カ月、６カ月、１年とい

う長期的な留学に対しまして、区分に応じた経済的支援を行い、さらに所得基準による加算

制度を設けております。 

 以上です。 

○きたしろ委員 それこそ学校の取組を生かし、かつ、目指すべき方向を押さえた制度設計

となったことを評価いたします。 

 本制度を設置して１年たったところですが、初年度の補助実績についてお伺いいたします。 

○私学振興課長 平成25年度は、予算規模を70校にしていましたところ、40校から177人が

本制度を活用して留学しております。期間ごとの内訳として、３カ月が25校で121人、６カ

月が３校で10人、１年間が22校で46人でありまして、補助金額は約１億3,800万円となって

おります。このうち、新たに長期留学制度を創設された学校が９校ありまして、54人の高校

生が留学しております。 

○きたしろ委員 つまり、本制度を利用した学校数は40校であるということです。本制度は、

これまで経済的な理由などで留学できなかった生徒に、世界への第一歩を踏み出す後押しが

できる大変意義のある制度です。初年度ということで各学校の準備が間に合わなかった面も

あるかもしれません。それでも９校もの学校が本制度を受けて留学制度を創設されたという

ことですから、今後もさらに多くの学校が本制度を有効活用し、学校独自の取組を推進して

いただきたいと思います。行って帰ってきただけでは、その体験は本人だけのものとなって

しまいます。帰国した生徒の生の声を広く紹介することで、留学しなかった生徒たちにもそ

の貴重な体験の一端が還元できると思います。先輩の話を聞いた後輩たちが、世界に夢を馳

せ、若い世代全体に国際機運が醸成されるなどのさらなる効果が得られると思います。こう

した次世代へつなぐ取組なども含め、これまで以上に海外に目を向ける子供たちが増えるよ

う、より一層の働きかけを期待いたします。 

 2020年オリンピック・パラリンピックが来る前に、それこそ私学の建学の精神も、日本の

文化の一つを価値として教えている学校の私学です。そうした意味で、私学の協力もぜひお

願いしていっていただきたい。これからの取組を期待して、私の質問を終わります。 

○髙橋会長 報告事項に関して、ほかにご発言がありますか。よろしいですか。 

 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。 
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 「平成26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、内容についてご説明願います。 

○私学振興課長 それでは、諮問内容をご説明させていただきます。諮問文の別紙として、

「平成26年度私立学校経常費補助金の配分方針」をお付けしておりますので、ご覧ください。 

 まず、「１ 目的」ですが、教育条件の維持・向上、児童・生徒等の就学上の経済的負担

の軽減、私立学校経営の健全性の向上の３つを挙げております。 

 次に、「２ 配分の考え方」ですけれども、１の「目的」を達成するため、配分の基準や

評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に努めておりま

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おりますが、ご覧いただきます

と、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に

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・

中学校・小学校・幼稚園の学種ごとに、学校割・学級割・教職員割・生徒割の４つの区分の

補助単価を設定していまして、各学校の規模に応じて補助額を算定し、交付するものであり

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。そのために評価係数を設けていますが、これについては後ほど説明します。 

 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ありまして、各学校の取組実

績に応じて交付します。１ページの下段の表に記載のとおり、高校・中学校・小学校で７項

目、幼稚園で同じく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、下線を引いておりますものが今回変更する部分でありまして、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、学種ごとに説明させていただき

ます。「新事項参考資料」として「学校種別配分方法」がありますのでご覧ください。 

 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、（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、教職員

割単価につきましては、記載のような単価設定になっております。 

 次に「イ 基礎数値」ですが、ご覧のとおりとなっております。 

 「ウ 評価係数」は、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
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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、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％が減額となります。例えば保護者負担では、各学年の授業料の

合計額が基準よりも高い場合には、その程度に応じて最大で15％の減額になるというもので

す。これら全てを合計すると60点になりますが、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ページの下の（２）の「特別補助」です。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を促し

たい事項についてプラスの配分を行うものです。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ページにあります「カ 生徒等の安全対策推進補助」は、安全

対応能力の向上の取組をとして、学校安全マニュアルの策定や教職員や生徒の安全対応能力

向上の取組、具体的には避難訓練など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・生徒の安全の確保を通じて教育条件の向上に努めようというものでございます。平

成26年度の対象項目は全部で７項目です。 

 次の４ページ、（３）に経常費補助の対象経費を記載してあります。 

 さらに、（４）として、特に使途指定として、補助金交付額の15％以上を教育研究経費支

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

基づいて使われることを目的とするものです。 

 ここまでが、私立高等学校経常費補助の配分方法になります。 

 次に、「２ 私立中学校及び私立小学校経常費補助」について説明します。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すが、学校割単価の規模の区分については少し

異なっていまして、（１）にある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、高校にあるもの全てが適用されるのではなく、記載のとおりとなっております。 

 次に、３にあります「私立幼稚園経常費補助」についてご説明いたします。 

 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になっております。また、６ページ（２）に特別補助を記載して

ありますが、アの「地域教育事業補助」、ウの「３才児就園促進補助」、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」、こち
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らが高校・中学校・小学校と異なる項目になります。 

 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、具体的にご説明させていただ

きます。恐縮ですが、諮問文の別紙資料の２ページにお戻りください。 

 「３ 配分における平成26年度の変更点」をご覧ください。今回お諮りする変更点として

は、特別補助に関する２つの項目です。まず第１として、授業料減免制度のうち授業料減免

補助について拡充を図るというものです。これは、高等学校から幼稚園を対象としておりま

す。授業料減免の補助ですが、こちらは学校独自の授業料減免制度を有する学校が家計状況

もしくは家計状況の急変を理由として、授業料の全部もしくは一部を前年度に減免または支

給した場合に、その減免額または支給額に対しまして、家計状況を理由とする場合は３分の

２、家計状況の急変による場合は５分の４の額を学校に補助するものです。先ほどご説明申

し上げましたが、今年度は、私立高校生等を対象とした国の就学支援金制度が見直されまし

て、授業料に対するほかの公費助成が充実されることになりました。この特別補助は、本来、

授業料に対する学校独自の減免等を対象としていますので、それにより補助対象とする金額

が縮小することになります。そこで、授業料だけではなく、授業料と同様に毎年度納付させ

る学校納付金へと補助対象を拡大することで、引き続き各学校の保護者負担軽減の取組を後

押しするというものです。対象範囲以外のその他の要件は変更しませんで、今年度の各学校

の取組に応じて、実際には来年度の配分に反映させていくこととなります。以上が１点目の

諮問内容になります。 

 次に、２点目の変更は、これまで高等学校を対象として実施してまいりました体験学習等

特色ある教育の取組補助につきまして、中学校及び小学校まで対象を拡充するという内容で

す。この特別補助は、高校生がさまざまな体験を通して、将来の職業を考えるきっかけとす

るとともに、生涯にわたる人格形成の基礎を培うことを目的に、平成20年度から行っており

ます。平成25年１月に国の中央教育審議会において、今後の青少年の体験活動の推進につい

てという答申が出されまして、青少年の社会を生き抜く力の養成や規範意識・道徳心等の育

成などのため、発達段階に応じた体験学習の必要性が明らかにされたところです。このこと

から、高等学校だけでなく、中学校・小学校においても対象を拡大し、より多くの学校にお

いて体験学習の場が提供されるよう一層の推進を図るという内容になります。 

 補助の要件は高等学校と同様にしまして、今後決定する補助単価も高等学校と同額の１事

業12万円とする方向で考えておりまして、今年度の各学校の取組に応じて、実際には来年度
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の配分に反映させることになります。 

 多岐にわたりまして駆け足での説明になりましたが、諮問内容については以上でございま

す。ご審議方、どうぞよろしくお願いいたします。 

○髙橋会長 ご説明は以上です。 

 それでは、審議事項に関連しまして、ご意見、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 今、説明がありましたうちの平成26年度の変更点、そのうちの１番目の授業料

の減免制度について、幾つか確認も含めてお聞きさせていただきたいと思います。 

 景気は上向きつつありますけれども、倒産あるいはリストラといった、家計状況に大きな

影響を与える事情が生じた場合に、都内の私立学校に子供を通わせている保護者の方々が学

費を払えなくなったりして、生徒の就学の機会を奪うことになりかねない状況もあると思い

ます。都は、こうした家計状況が厳しい、あるいは、家計状況が急変した生徒への対応策と

して、経常費の特別補助において授業料の減免制度を設けております。この制度は、生徒の

就学の機会を確実にするといった意味で、セーフティネットとして重要な役割を果たしてい

ると思います。 

 そこで、改めてこの授業料の減免制度の概要について、ご説明を願います。また、高等学

校における最近の実績についても、あわせてお伺いしたいと思います。 

○髙橋会長 事務局、お願いします。 

○私学振興課長 都においては、各学校における授業料減免制度の整備を促進するため、家

計状況もしくは家計状況の急変の理由によりまして、授業料減免または支給する制度を有す

る学校に一定の補助を行っております。平成24年度において制度を導入している学校の数で

すけれども、237校のうち142校、全体の59％でした。今後とも、学校における減免制度の整

備が進むよう補助制度の周知を図るなど、各学校への働きかけを行ってまいりたいと考えて

おります。 

 また、学校が整備した独自の減免制度に基づきまして、前年度に家計状況等の理由による

減免を行った場合は、その実績に応じて最大５分の４を私立学校に対して交付しております

が、この授業料減免補助の最近の実績としては、平成21年度の減免分で、生徒数が1,289人、

補助金交付額は約１億7,500万円でした。直近の平成24年度の減免分では、生徒数は1,303人、

補助金交付額は１億4,200万円という状況でございます。 

○高倉委員 今、詳しく説明していただきまして、制度の仕組み、また、その活用状況、こ
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ういったことについて、わかりました。 

 今の説明の中で、減免を受けた生徒数が、平成21年度と直近の平成24年度を比較して、同

じような生徒の数であったと思います。しかし、一方で、補助金の交付額は減少しているよ

うな今の説明だったと思います。この状況がどういう要因によるものであると考えていらっ

しゃるのか、この点についてまた説明いただきたいと思います。 

○私学振興課長 個々の生徒の家計状況などいろいろな要因が考えられると思いますので、

確定的なことは申し上げられないのですが、平成22年度から就学支援金制度が開始されたこ

とから、こちらの影響で、学校が減免できる範囲が縮小したことも一つの要因かと考えてお

ります。 

○高倉委員 私立学校に生徒を通わせる保護者が、毎年度学校に支払う教育費は授業料だけ

ではないわけで、何らかの理由によって家計状況が急変した場合、授業料のみ減免されたと

しても、引き続き苦しい状況になることも考えられると思います。授業料以外に毎年度納付

する、いわゆる教育費としてどのようなものがあるのか、おおよその金額を含めて教えてい

ただきたいと思います。 

○私学振興課長 こちらも学校によって内容が異なるのかなと思いますが、教育内容の充実

を図るための教育拡充費・実習費、学校施設を適切に維持更新するための施設設備費などが

あるかと思います。それらをあわせた平均額ですが、平成26年度の高等学校を例にすると、

約15万8,000円になります。 

○高倉委員 どうもありがとうございます。今、15万8,000円というお話がありました。 

 最後に要望を言わせていただきたいと思います。今回の諮問事項の説明や平成22年度の就

学支援金導入の結果からも考えられますように、今年度から国の制度改正によりまして、授

業料に対する公費助成が充実されれば、特別補助を受けて学校が減免できる範囲がさらに縮

小されることになりますけれども、保護者負担の実態を踏まえますと、負担軽減の拡充を一

層図るべきであると思います。今回の特別補助の見直しは、各学校の保護者負担軽減の取組

を後押しできることから、私は必要な見直しであると考えております。 

 また、私立学校からしますと、厳しい経営状況の中、自ら負担してまで減免を行い、生徒

の就学継続支援をしているところであります。今回、補助の対象となる範囲が拡充されれば、

新たな制度を整備しようと考える学校も出てくるのではないかと思われます。より多くの学

校において、家計状況の厳しい生徒が就学困難とならない環境を整備できることにもつなが

っていくと思います。私たちの国である日本の将来を担う若者たちが、保護者の経済状況に
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左右されずに就学を継続できることは重要なことであると思います。 

 先ほどの説明によれば、家計状況等を理由とする減免制度を整備していない学校も約４割

あるということですが、ぜひ、その意義や内容について、今後もさまざまな機会を捉えて周

知を図っていただきまして、より一層制度活用に向けた取組を進めていっていただきたいと

いうことを、要望として申し上げたいと思います。 

○髙橋会長 島田委員、どうぞ。 

○島田委員 私からは、授業料の減免制度についてお伺いいたします。 

 公立高校の無償化制度と同時に、私立学校においては、幾つか変更がありましたけれども、

就学支援金制度が実施されております。そしてまた、東京都独自の特別奨学金と相まって、

私立高等学校においては、家庭の所得に応じて保護者の負担軽減の制度が充実してきている

と考えております。 

 このような中、今回の提案にあります授業料減免制度は、減免対象を授業料のみならず、

他の学納金まで拡充するものであり、保護者の負担軽減の取組を進めるものであり、ぜひ進

めていただきたいと考えております。 

 また、高等学校においては、保護者の負担軽減がこうして確立されつつあるわけですが、

私立の中学校や小学校においては、国や都の制度がないため、学校独自の制度に頼らざるを

得ないのが現状であると思います。東京都の私立学校においては、先進的に中高や小中高と

いった一貫教育が進められており、その教育実績も高い評価を得ていると思っております。

家計状況の急変や保護者の家計状況にかかわらず、私立の小学校・中学校・高等学校の教育

を受けられる環境を整える必要があるだろうと考えております。 

 そうした中、最初に質問させていただきますが、平成25年度において授業料減免補助を実

施した学校数について、学種別に、また、それぞれ全校に占める実施割合はどの程度か、お

伺いいたします。 

○髙橋会長 事務局、どうぞ。 

○私学振興課長 では、学種ごとに申し上げます。まず、高等学校は91校で、全体に占める

割合は38.4％です。中学校は56校で、30.3％です。小学校は14校で、26.4％。幼稚園は３園

で、0.6％。こうした状況でございます。 

○島田委員 実施校数は、また、対象者の人数により、毎年度多少の増減はあろうかと思い

ますが、今、お伺いしましたが、中学校や高等学校では、３割を超す学校で実施されている

わけです。今後も引き続き、必要な対象者にこうした支援が求められると思います。 
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 この補助制度は、保護者の経済状況により受けられる教育の幅が狭められることがないよ

うに負担の軽減を図るものであり、対象要件としては、家計状況と年度途中の家計状況の急

変の２つがあると思いますが、家計状況と家計急変のそれぞれの補助の実績についてお伺い

いたします。 

○私学振興課長 家計状況と家計急変、両方とも実施されている学校がありますので、先ほ

ど申し上げました学校数とは合わないのですが、こちらも学種別に申し上げます。 

 まず高等学校は、家計状況を理由とするものが75校、家計急変が47校。中学校は、家計状

況が48校、家計急変が17校です。小学校は、家計状況を理由とするものが13校、家計急変が

５校。幼稚園は家計急変のみを対象にしておりますが、実施されているのは３園です。 

 以上です。 

○島田委員 これは、家計急変が最初にあって、家計急変の関係で、その対象生徒が家計急

変でその年はこの補助になると。その生徒が引き続き学年を進む際に、家計状況による補助

を得るという形で、これがセットになっているような形の学校が多いかと思います。そうい

うことで、割合的には、家計状況の割合が多くなってきているかと思います。そうした中で、

先ほどあった国や都の制度では、家計状況が保護者の所得階層ごとに明確に決まっているわ

けですが、これは、各学校で、授業料を減免する場合、「家計状況」をどのように規定する

のか、お伺いしたいと思います。 

○私学振興課長 経常費補助の特別補助において実施しておりますこちらの補助ですが、学

校が独自に授業料減免を行った場合にその一部を補助するものになります。また、学校によ

って保護者負担の状況も異なることを踏まえまして、各学校が該当する生徒の家計状況を自

らの基準で判断していただき、柔軟に減免できるように、都として減免にかかる所得要件は

設けていません。 

○島田委員 わかりました。この制度は、基本的に学校が主体的に行い、その規定を自らつ

くって、それを東京都が補助するということで、都が今回、制度を拡充することによって、

この制度が、今は約３割、中高であるわけですが、この制度がもっと広まっていけばいいか

なと思っています。 

 そしてまた、児童・生徒は、小学校では６年間、中高では３年あるいは６年となるわけで

すが、これは当然ながら、この制度は、一時的に普及させるために創設された制度とは異な

り、この授業料減免制度は継続的にこれを実施する、短期的に行うものではなくて、ある程

度のスパンで実施する必要があろうかと思います。一定の期間、この制度を維持していくこ



 - 24 - 

とが求められると思いますが、制度の継続性について、東京都はどのように考えるのか、お

伺いいたします。 

○私学振興課長 都におきましては、できる限り多くの学校において経済的な理由による授

業料減免制度を導入していただくため、制度を有する学校を対象とした特別補助を設けてお

ります。また、今回、補助対象の拡充を諮問させていただきました授業料減免の実績に応じ

た補助も実施しております。今後も、私学の自主性・独自性を尊重しつつ、各学校における

取組が促進されるよう、こうした補助を行っていく必要があろうかと思っております。 

○島田委員 ぜひ継続的にこの制度を維持していただきたいという要望でございます。 

 最後に、国の就学支援金、授業料等への支援は拡充されてきたわけですが、保護者が負担

しなければならない費用は、先ほどあったように、あるわけでございます。今回の拡充は、

国や都の制度を補完するものでありまして、その意味でも意義があることであると考えてお

ります。 

 各私立学校は、今、消費税が導入されて、教育を運営していく経費も以前にも増して膨ら

んできているのではないかと思っておりまして、学校によっては、やむを得ず授業料を上げ

ざるを得ないという学校も今後は出てくるのではないかと思います。そうした中で、何らか

の理由で家計が急変した家庭や、家計が厳しい家庭であっても、私学の教育が受けられるよ

うにするためにも、保護者の負担軽減の制度の充実を図ることは重要であると思っておりま

すので、ぜひその点も含めてよろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただ

きます。 

○髙橋会長 ありがとうございました。 

 小竹委員、どうぞ。 

○小竹委員 私からも、ぜひ授業料減免制度をさらに拡充していただきたいと思いまして、

お伺いしたいと思います。 

 毎年度納付させる学則上のその他の納付金ということで、授業料以外に拡大する部分の中

に、施設費や教材費、行事費や部活費が入ると理解してよろしいでしょうか。 

○髙橋会長 事務局、お願いします。 

○私学振興課長 先ほど高倉委員に申し上げましたけれども、教育内容の充実を図るための

教育拡充費や実習費、学校施設を適切に維持・更新するための施設整備費、こうしたものを

想定しております。 

 ただ、部活費や修学旅行費、PTA会費など、特にPTA費や修学旅行の関係では預かり金とい



 - 25 - 

う扱いにもなりますので、そうしたものは想定していません。 

 それから、施設費においても、入学時に一括でお納めいただくようなものについては、経

常費の補助になりますので、そういうものは対象として想定していませんで、毎年納めてい

ただくような、申し上げたような教育拡充費や施設維持費、こういったものを考えておりま

す。 

○小竹委員 授業料は、国の制度を含めて東京都の補助もありますから、一応、今のところ、

授業料については、特に低所得の方々についての負担が軽減されたと思います。しかし、授

業料だけではなくて、施設整備のお金が非常に重い負担になっているという点で言うと、学

校側のご努力にもお願いしたいと思いますけれども、今までは、入学時点で一括して納める

のは、こういう状況で負担が大変であるという声を保護者の方々から伺います。そういう意

味で言うと、今回の減免制度を使って、３年間に分けて納められるような制度にしていただ

くことも含めて、この減免制度を活用できるようにしていただけたらと思っています。この

制度をさらに拡充するという点では、この機会に、学校側がこの制度を活用して減免制度の

充実を図っていただけるように、PRを強めていただきたいと思います。 

 今回、拡充されたのは、前進面として評価していますけれども、学校が減免制度を設けて

いないところなどでは、施設整備費の負担が重いことが続くというのはあり得るわけですね。

そういう点では、さらに一歩進めていただきたいと思います。 

 お隣の埼玉県では、今回、支援金制度の充実を図る中で、国の補助金に加えて県独自の補

助を充実させるということで、施設整備費についても、埼玉県が補助制度をつくって充実を

図ったということで、生活保護世帯の場合、授業料に加えて施設整備費の負担がゼロになっ

ている。また、250万円未満の世帯では、県が20万円出して、それでほぼゼロに近い状況で、

埼玉県の場合、平均19万なにがしかの施設整備費だそうですので、ほぼゼロに近くなります。

それから、350万円以下の世帯についても、県が単独で10万円の補助を出すということで、

施設整備費の負担を減らすことが、４月助成の充実の中で行われたということですので、今

回、東京都の制度で言うと、減免制度を設けていないところでは、負担はそのまま継続する

ということですから、こういう面も含めて保護者負担がゼロに近い、無償になるような方向

での充実が図られるように、東京都も対応していただけるように、今後の課題として提起さ

せていただきたいと思います。 

 あわせて、一般補助の単価の問題ですが、教職員割の単価の中に、先生方の正規雇用と有

期雇用との差はあるのでしょうか。 



 - 26 - 

○私学振興課長 今回諮問させていただいた特別補助のご質問ではございませんが。 

（「答えなくていいよ」「いいよ」の声あり） 

○私学振興課長 よろしいですか。 

○小竹委員 はい。 

（「だめだよ」「意見として言うならいいけど」の声あり） 

○小竹委員 私学の経営が非常に大変になっているということで、最近、公立学校でも有期

雇用が増えていますが、私学の場合にも有期雇用が増えているという状況で、私学のよさが

失われかねないという心配が先生方の間から生まれているという点でも、きちんと正規で安

定的な雇用ができるような基準の引上げを、ぜひ、してほしいということが出ていますので、

そういう点も含めて経常費補助制度や何かの予算枠について、先ほども申し上げましたが、

充実を図っていただきたいと思います。 

 以上です。 

○髙橋会長 よろしいですか。 

○小竹委員 はい。 

○髙橋会長 ほかに何かございますか。 

（「なし」の声あり） 

○髙橋会長 それでは、大体ご意見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ます。 

 今までの議論の過程から、いろいろなご要望等がございましたけれども、本年度の諮問に

つきまして、基本的にご賛同、ご理解をいただいていると、会議の全体として受けとめられ

ると思います。したがいまして、諮問どおり配分して差し支えないという旨の答申をしたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○髙橋会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。 

 それでは、事務局に答申書の作成をお願いしたいと思います。皆様方、そのまま自席でし

ばらくお待ちいただきたいと思います。 

（答申書作成・配付） 

○髙橋会長 ただいま答申書が皆さんにお配りされたと思います。 

 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

局長にお渡ししたいと思います。 



 - 27 - 

 平成26年５月16日。東京都知事舛添要一様。東京都私立学校助成審議会会長髙橋信行。 

 平成26年度私立学校経常費補助金の配分について（答申）。 

 昭和26年５月９日付２６生私振第３３１号により諮問のあった平成26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。 

○生活文化局長 どうもありがとうございました。 

（答申書手交） 

○髙橋会長 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26年度の私立学校経常費補助金につきまして、ただいま髙橋会長より

答申をいただきました。委員の皆様方には、お忙しい中、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。 

 ただいまいただきました答申に基づきまして、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。髙橋会長をはじめ委員の皆様方には、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。 

 ありがとうございました。 

○髙橋会長 どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の議事は全て終了したいと思います。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、私と会長代理の近藤さん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ます。どうもありがとうございました。 

午後５時40分閉会 

 


