二〇 〇 九年 都 議会 第一回 定例会

日本共産党の本会議一般質問より

子ども たちの内 面には ︑仲間 との連帯 や自分 が必要と され役 に立つこ と

五 ％に当 たる十六 万三千 人が通 っていま す︒都 は私立幼 稚園に 対し全国

東 京都で は︑幼稚 園の八 割が私 立幼稚園 で︑三 歳から五 歳の幼 児の五

︱ ︱ 経常 費 補助 の総 枠 の拡 大 が必 要

園児 一人 当 たり 単 価は 全国 四 十六 位

です か︒

欠か すことが できな い重要 な役割を 果たし ていると 思いま すが︑い かが

二〇〇九年二月二十五日

私立幼稚園の運営への支援拡充と︑保護者負担の軽減を

人格 の基 礎 の形 成 ︑子 育て 支 援に 重 要な 役 割
次に︑ 私立幼稚 園への 支援 に ついて伺 います ︒
幼児期 は心も体 も大き く成 長 する時期 であり ︑幼稚園 は︑家 庭ではで

への誇 りなど︑ 人間ら しい成長 ︑発達 への強 い思いが はぐく まれてい る

的 にも高 い水準の 助成を 行い︑ 子どもた ちがよ りよい教 育を受 けられる

きない貴重な体験を積み重ねていく場となっています ︒集団生活を通じ ︑

のです ︒また︑ 子育て の相談や 交流を 通じ︑ 親も成長 できる 場所とな っ

よ う支援 を行って きまし た︒と ころが︑ この十 年間は助 成が伸 び悩み︑

何 とか充 実できな いかと の要望 が大きく なって います︒

ていま す︒
知事︑ 人格の基 礎を形 成す る上 でも︑ 子育て 支援とし ても︑ 幼稚園は
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都が実 施してい る私立 幼稚 園経 常費補 助の園児 一人当 たりの 単価は︑
一九九 九年度に 比べて 一万円近 く減り ︑九九年 度には 全国で 第三位だ っ

幼 稚園が 幼児教育 の専門 機関とし て︑保 育の質を 高め︑ 子育て の相談

保 育 の 質 向 上の た め 経 験 を 積 み働 き 続 け ら れ る 人件 費 補 助を

常費補 助の単価 が下が った原因 は何な のですか ︒大事 な役割を 果たし て

に も乗り ︑さらに 若手を 育成する ために は︑経験 のある 保育者 が一定以

たのに ︑二〇〇 七年度 は四十六 位に急 落してし まいま した︒ ここまで 経

いる幼稚 園への 補助が こんなに も下が ってしま ったこ とをどう 考えて い

上 の割合 でいるこ とは大 切な要素 です︒ 民間教育 研究所 が行っ たアンケ

私 は︑ある 園長先 生から ︑本当は 若手か らベテラ ンまで バランス よく

教 員を雇用 したい が︑現在 の補助 では何 ともそれ が難し いと苦悩 の訴え

を 聞きまし た︒人 件費に相 当する 補助単 価は百六 十六万 円で︑若 い先生

を 安い給料 で雇わ なければ 経営が 成り立 たないの です︒ 幼稚園教 諭の補

助 単価を小 中高校 の単価に 近づけ ること や︑経験 年数に 応じた単 価に設

定 すること が必要 だと考え ますが ︑どう ですか︒

クラ ス 規模 の 縮小 と教 員 配置 へ の努 力 を現 場任 せ でな く

保育 の質の向 上には ︑クラス の規模 と教員 の配置も 重要で す︒欧米 の

多く の研究で は︑保 育者の配 置状況 やクラス の規模 が子ど もの発達 に大

きな 影響を与 えてい ることが 明らか になって います ︒アメ リカの調 査で
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るのです か︒

9
2001(H13)

148,802

19
2002(H14)

145,086

38
2003(H15)

140,191

44
2004(H16)

136,910

45

2005(H17)

136,491

46

2006(H18)

138,438

46

2007(H19)

145,021

46

ート調査によると︑現在幼稚園が抱える教育上︑経営上の最大の課題は︑

149,814

例えば公 立幼稚 園の園 児一 人当 たりの 支出は八 十二万 円︑保護 者の支

2000(H12)

教 員の質 の維持と 向上で した︒そ の中で も︑特に 私立で は経験年 数が短

3

払う保育 料を除 いても 七十数万 円にな ります︒ 一方︑ 私立幼稚 園への 経

153,370

い のが課題 である と分析 されてい ます︒ 都内でも ︑平均 勤続年数 は六年

1999(H11)

常費補助 の園児 一人当 たりの単 価は十 四万五千 円しか ありませ ん︒余 り

3

程 度で︑そ れより 長く勤 めている 人は激 減してし まうの が実情で す︒幼

150,837

にも安過 ぎるで はありま せんか ︒経常 費補助の 総枠を 拡大する 必要が あ

1998(H10)

稚 園教諭が 経験を 積んで 働き続け ること は重要だ と思い ますが︑ どう考

全国順位

ります︒ 私立幼 稚園経常 費補助 は重要 だと思い ますが ︑どうで すか︒ ま

単 価

え ています か︒

年 度

た︑今後 どう充 実してい く考え なのか 伺います ︒

私立幼稚園経常費補助（一般補助）の
園児１人当たり単価と全国順位

（都議会予算特別委員会資料より抜粋）

は︑ク ラス規模 が小さ いほど︑ 考えて 工夫する 行動と 協力す る行動が ふ

ます︒ 私立幼稚 園の保 護者負担 軽減を 行うこと は重要 だと思 いますが ︑

りませ ん︒そん なにか かるとは 思わな かったと ︑悲鳴 の声が 上がって い

弁︼

問を終 わります ︒

︻答

たぞえ民夫︵世田谷区選出 ︶

他の質 問につ いては ︑関係局 長から 答弁しま す︒

園は極 めて重 要なも のである と存じ ておりま す︒

稚園の みなら ず︑公 立︑私立 を問わ ず︑また 学校の 種類も問 わず︑ 幼稚

私立 幼稚園に ついて でありま すが︑ 子どもの 教育に ついては ︑私立 幼

〇知事︵石原慎太郎君︶たぞえ民夫議員の一般質問にお答えいたします︒

質問者

どうで すか︒ま た︑今 後どう充 実させ ていくの ですか ︒答弁 を求め︑ 質

え︑目 当てのな い行動 など消極 的な行 動が減っ ていま す︒
三歳児 から五歳 児まで ︑一 クラ スが三 十五人で 担任一 人の現 行基準で
は︑子 どもの発 達段階 にも合い ません ︒実際に 多くの 私立幼稚 園では ︑
一クラス の人数 を少な くしたり ︑複数 担任制を とって います︒ こうし た
努力を現場に任せるだけでなく ︑都として支援することが求められます ︒
一人一人 の子ど もたち の力を伸 ばす上 でも︑保 護者へ の対応を 十分に す
る上でも ︑一ク ラスの 人数を少 なくす ることが 重要だ と思いま すが︑ ど
うですか ︒
三歳児就 園促進 補助︑チ ー ム保 育推進 補助を増 額する ことや︑ 障害児
のための 加算を 充実させ ること ︑預か り保育の 補助の 単価を増 額する こ
とが現場 から要 望されて います が︑こ の要望に どうこ たえるん ですか ︒

﹁ そん な にか か ると は思 わ なか っ た﹂
︱ ︱私 立保 育 園の 保 護者 負 担軽 減の 充 実を 求 める
保護 者負担の 軽減も 切実で す︒私の 地元︑ 世田谷区 私立幼 稚園ＰＴ Ａ
の子 育て支援 に関す る意識調 査では ︑私立 幼稚園の 保護者 に対する 現在
の助 成金につ いて︑ 十分では ない︑ 少な過 ぎるが︑ 合わせ て六割に もな

〇生活 文化ス ポーツ 局長︵秋 山俊行 君︶ 私立幼 稚園に 関する 七点のご 質

まず︑ 経常費 補助につ いてで ござい ますが︑ 私学助 成の中で も︑基 幹

りま す︒経済 的負担 が重いの で三年 保育は 我慢して 一年分 の保育料 を節

都内 の私立幼 稚園の 入園料 と 保育料 を合わ せた初年 度納付 金は︑平 均

的な補 助でご ざいます 経常費 補助に つきまし ては ︑
教育条 件の維 持向上 ︑

問にお 答えを いたし ます︒

四十四万円を超えています ︒これとは別に ︑入園時には制服などの費用︑

保護者 負担の 軽減︑学 校経営 の健全 化を目的 として ︑標準的 な運営 費の

約す ることに したな どの話も 珍しく ありま せん︒

入園 後も通園 バス代 や遠足代 ︑暖房 費︑教材 費など 負担を しなけれ ばな
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り︑補 助対象と する幼 稚園教職 員数の 基準を設 けたこ となど を反映し ︑

園児一 人当たり の単価 につ きま しては ︑経常費 補助を 算定す るに当た

とに標 準的な運 営費を 算出し︑ その二 分の一を 補助単 価として 設定す る

助の算 定に当た り導入 している 標準的 運営費方 式は︑ それぞ れの学種 ご

次に︑ 幼稚園教 諭の補 助単価の 設定に ついてで ありま すが︑ 経常費補

幼稚園 の教員の 在職年 数は︑十 六年度 八・二年 となっ ており ます︒

平成十 一年度と の対比 で︑平成 十七年 度には約 一万七 千円下が り︑十 三

ものであ り︑適 切な算 定方式で あると いうふう に考え ておりま す︒

二分の 一の補助 を堅持 し︑私立 幼稚園 の振興に 努めて おりま す︒

万六千円 となり ました が︑その 後は増 加いたし まして ︑平成十 九年度 は

次に︑経 常費補 助の重 要性 等に ついて でござい ますが ︑幼稚園 児の九

において も同様 であり ます︒こ の基準 のもと︑ 各私立 幼稚園の 一学級 の

基準では ︑一学 級の幼 児数は三 十五人 以下を原 則とし ており︑ 都の基 準

次に︑幼 稚園一 クラス の人数に ついて でありま すが︑ 国の幼稚 園設置

割以上が 通う私 立幼稚 園は︑そ の建学 の精神に 基づき ︑個性的 で特色 あ

人数につ いては ︑設置 者がそれ ぞれの 教育方針 などに 基づき判 断して い

十四万五 千円と なって おります ︒

る教育を 展開し ︑都民 の期待に こたえ ており︑ 東京の 幼児教育 に大き な

るものと 承知し ておりま す︒

次に︑補 助の充 実に関す る要望 につい てであり ますが ︑都は︑ 三歳児

園の八四 ・三％ が三十人 以下の 学級で ございま した︒

なお︑東京都が二十年五月一日現在の状況を調査いたしましたところ ︑

役割を果 たして おります ︒した がって ︑その運 営を支 える経常 費補助 は
重要だと 考えて おります ︒
また︑経 常費補 助につき ま して は︑私 立幼稚園 の振興 を図るた め︑こ
れまでも 充実に 努めてき ており ︑これ までどお り適切 に対応し てまい り

就園促進 補助や 預かり保 育補助 などに ついて︑ これま でも補助 単価を 増

額するな ど︑そ の状況に 応じて 充実に努 めてき たとこ ろでござ います ︒

ます︒
次に︑幼 稚園教 諭につい て でご ざいます が︑幼 稚園教 諭として の経験

これまで と同様 ︑私立幼 稚園を 取り巻く 環境等 を適切 に勘案し ながら 対

最後に︑ 保護者 負担の軽 減につ いてであ ります が︑私 立幼稚園 に入園

を積むこ とを一 概に否定 するも のではご ざいま せんが ︑それ以 上に︑ 幼

も︑幼児 教育振 興アクシ ョンプ ログラム におい て︑施 策の柱の 一つと し

を希望す る幼児 の就園を 容易に するため ︑保護 者負担 軽減は重 要であ る

応してま いりま す︒

ていると ころで ございま す︒そ のため︑ 私立幼 稚園に おいては ︑独自 の

と考えて おりま す︒都は これま でも︑園 児保護 者負担軽 減事業 費補助 の

児教育を 担う教 諭の資質 及び専 門性の向 上が求 められ ておりま して︑ 国

研修︑研 究活動 を実施し ており ︑都では ︑それ らに対し て支援 を行っ て

充 実を図 ってお り︑経常 費補助 や国の就 園奨励 費︑区市 町村の 補助等 の

い ります ︒

以

上

施 策とあ わせて ︑これま で同様 ︑保護者 の負担 軽減に適 切に対 応して ま

お ります ︒
な お︑先 ほど都 内の私立 幼稚園 の教諭の 在籍年 数が六年 程度と いうご
指摘がございましたが︑文部科学省が行っております学校教員統計調査︑
こ れは三 年に一 度で十六 年度 の データし かござ いません が︑都 内の私 立

-4-

●５月１３日の私立学校助成審議会で、預かり保育の補助の適用が、「週４日以上」から
「開園日の半分以上」に拡大することになりました。
（↓私学助成審配布資料）
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日本共産党都議団の私立幼稚園に関する質問
年月日

会議名
質問者

2009.02.13

文教委員会

古館和憲（板橋区選出）
2009.02.25

本会議一般質問

たぞえ民夫（世田谷区選出）
2009.02.13

文教委員会

古館和憲（板橋区選出）
2008.10.13

文教委員会

古館和憲（板橋区選出）
2008.09.26

本会議一般質問

河野百合恵（江戸川区選出）
2008.07.04

知事への申し入れ

日本共産党都議団
2008.02.15

文教委員会

大山とも子（新宿区選出）
2007.11.13

文教委員会

大山とも子（新宿区選出）
2007.02.02

文教委員会

大山とも子（新宿区選出）
2006.12.12

厚生委員会・文教委員会
連合審査会

大山とも子（新宿区選出）
2006.11.02

文教委員会

大山とも子（新宿区選出）
2006.09.26

本会議代表質問

曽根はじめ（北区選出）
2006.03.03

文教委員会

大山とも子（新宿区選出）
2006.02.16

文教委員会

大山とも子（新宿区選出）
2005.10.27

文教委員会

大山とも子（新宿区選出）
2005.10.19

各会計決算特別委員会

村松みえ子（日野市選出）
2005.10.19

各会計決算特別委員会

松村友昭（練馬区選出）
2004.10.27

各会計決算特別委員会

吉田信夫（杉並区選出）
2004.09.28

本会議代表質問

清水ひで子（八王子市選出）

お も な 内

容

・地デジ対応は、テレビやアンテナ購入、工事費まで２分の１補助
・耐震工事への補助率５分の４で、私立幼稚園や高校なども早期達成を
・私立幼稚園の運営への支援拡充と保護者負担の軽減を
（本パンフレットに掲載）
・保護者への入園料補助を都の制度で
・３歳児保育や預かり保育に、保育者を増やせるような補助を
・私学の地上デジタル放送対応への補助を求める
・保護者負担軽減補助の第２子への割り増しは、上の子が小学生に
なっても適用を
「公立・私立ともに学校施設の耐震化１００％を早期に達成するため
の申し入れ」
・経常費補助は、決算値の１／２では公私格差は是正できない
都として教育条件の向上に責任を果たして
・区市町村により大きく異なる保護者負担軽減補助
都として底上げが必要
・財政再建推進プランによる見直しは、結局は人件費の減に
経常費補助の増額を
・認定こども園の条例、基準は、保育・教育の質を守れるものに
・耐震化への補助事業は、継続事業とし使いやすい工夫を
・認定こども園の条例制定は、子どもの最善の利益第１の立場で
・私立幼稚園等保護者負担軽減補助の拡充を求める

・アスベスト対策の補助は、類似幼稚園にも
・実収入は減少、保育料は増額で、子育て世代の状況は切実
経常費補助の拡充と、保護者負担の軽減を
・子育て支援のために保護者負担軽減補助の増額、所得制限の撤廃を
・類似幼稚園の支援の充実を
・耐震補強工事はまだまだこれから。補助事業の延長、継続を求める

・類似幼稚園の固定資産税の軽減を
・私立幼稚園の半数を占める１０２条園の教育水準を守るため、
支援の強化を
・３０代前半の世帯の実収入は減少。保護者負担軽減の充実を

＜ご意見・ご感想をお寄せください＞
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