
 

 

 

７ 教 育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１ 私立学校助成の拡充 

 

提案要求先 文部科学省 

都 所 管 局 生活文化局  

 

 

  私立学校振興助成法の趣旨にのっとり、私立高等学校等経常費

助成費補助金を一層充実すること。 

 

 

参  考 

 

 【私立高等学校等経常費助成費補助金】 

 都は、私立学校振興助成法及び東京都私立学校教育助成条例に

基づき、教育条件の維持・向上、修学上の保護者負担の軽減、経

営の健全性向上を目的として、都内に高等学校等を設置する学校

法人に対し、経常費補助を行っている。都道府県が行う経常費補

助に対しては、私立学校振興助成法に基づき国がその一部を補助

する仕組みとなっている。 

 東京都では、公教育に果たす私立学校の役割が大きく、経常費

補助の充実を都政の重要な施策の一つと位置づけ、その充実を図

ってきたところである。 

しかし、国庫補助の生徒１人あたり予算単価は、地方交付税の

同単価の約１／５（平成１７年度高等学校）であり、都の経常費

補助に対する国庫補助率は、２割にも満たず、低い水準にある。 

  ついては、私立高等学校等経常費助成費補助金の一層の充実を

図られたい。 
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【都の経常費補助金の実績及び予算額】

（単位：千円）

学　　種 平成16年度交付額 平成17年度予算額

高等学校 60,680,922 60,970,964

中学校 21,613,306 22,405,936

小学校 5,933,165 6,389,273

幼稚園 13,540,727 13,336,390

計 101,768,120 103,102,563  

 

【国庫補助及び地方交付税の生徒１人あたり予算単価（平成１７年度）】

（単位：円）

学　　種 国庫補助 A 地方交付税 B 割合　A/B

高等学校 50,469 236,900 21.3%

中学校 44,706 235,700 19.0%

小学校 43,089 235,700 18.3%

幼稚園 21,581 133,000 16.2%
 

 

【国の予算額、都への交付額及び都の経常費補助に占める国庫補助割合の推移】

13年度 92,250 百万円 7.2 % 14,413,236 千円 1.8% 13.3%

14年度 97,750 百万円 6.0 % 14,845,879 千円 3.0% 14.2%

15年度 100,150 百万円 2.5 % 14,929,921 千円 0.6% 14.5%

16年度 102,850 百万円 2.7 % 14,828,845 千円 △0.7% 14.6%

17年度 103,350 百万円 0.5 % － 千円 － －

年度
都の経常費補助
に 占 め る
国庫補助の割合

国庫補助予算額

金　 額
対前年度
増(△)減

都への国庫補助金交付額

金　 額
対前年度
増(△)減
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２ 義務教育費国庫負担制度の一層の充実 

 

提案要求先 総務省・財務省・文部科学省 

都 所 管 局 教育庁           

 

国は義務教育費国庫負担制度の一層の充実を図り、義務教育に

責務を果たすべきである。 

 

国は、平成１６年１１月「経済財政運営と構造改革に関する基本

方針２００４」に基づき、地方六団体案を受け、平成１８年度まで

の三位一体の改革の全体像についてとりまとめた。この中で、義務

教育費国庫負担金については、暫定としながらも８，５００億円程

度減額するとしており、平成１７年度予算においては、４，２５０

億円の減額がなされ、税源移譲予定特例交付金として財源措置され

ている。 

しかしながら、本来、義務教育は、国民として必要な基礎的資質

を培うもので、公教育の根幹をなし、憲法上の国民の権利、義務に

かかわるものである。したがって、国は、その責任において全国的

な義務教育の水準を確保すべきである。 

この義務教育の水準を確保するためには、優れた教職員を一定

数確保することが必要であり、教職員の給与について、安定的・継

続的に財源が確保される必要がある。このため、教職員の給与費等

については、都道府県が負担することとし、その２分の１を国庫負

担とすることによって、義務教育についての国の責務を果たしてき

たのが義務教育費国庫負担制度である。 

国は、地方教育行政の全体を見通しつつ、国庫負担制度が国民

の教育水準を保障する上で果たしている機能を十分考慮して、義務

教育費国庫負担制度の一層の充実を図るべきである。 
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８ 青少年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１ 総合的な青少年健全育成施策の拡充 

 

提案要求先 内閣府・総務省・法務省    

文部科学省・経済産業省    

都 所 管 局 青少年・治安対策本部・教育庁 

 

 少年犯罪の凶悪化、低年齢化にとどまらず、青少年を巡っては様

々な深刻な問題が現れている。このような状況に対して、都はこれ

までに青少年健全育成、児童福祉及び学校教育など、青少年に関す

る様々な施策を推進してきたが、総合的な青少年対策を充実、強化

するために、平成１６年８月「青少年育成総合対策推進本部」を設

置した。平成１７年８月以降は、「青少年・治安対策本部」におい

て、青少年問題に対する取組を進めている。 

 特に最近では、いわゆる「ニート」と呼ばれる、働く意欲や能力

に欠ける若者が増加していることや、電子メディアが青少年の思考

や生活習慣に多大な影響を与えていることなど、新たな問題が表面

化している。 

 国においても、青少年問題に対する取組を一層強化するよう求め

るものである。 
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１ 青少年の自立を支援する施策の充実            

 

【総務省・文部科学省】 

 働く意欲も学ぶ意欲もない、就職しないまま不規則な生活をして

いる若者の出現が社会問題となっている。今年内閣府が発表した調

査によると、全国にこうした若者は、１５～３４歳で８５万人もい

ると言われており、このままでは若者の社会的自立をますます困難

にし、社会の活力に多大な影響を及ぼすこととなる。また、都内で

は、年間 10,000 人近くの小中学校の不登校者と 8,000 人近くの高

等学校中退者が報告されている。 

 都は、公立中学校の生徒を対象とした本格的な職場体験を推進す

るとともに、高等学校中退者の学業復帰及び就労支援のための専用

相談室を開設するなど、青少年の自立を支援するための取組に努め

ている。 

 ついては、国においても、早急に下記の方策をとること。 

（１）  青少年に対して、小学校段階から職業教育を充実するとと 

   もに、義務教育年限の後期に当たる中学生に職場体験をさせ  

   るなど、しっかりした勤労観や職業観などを育成する教育を

充実させること。 

（２） 小学校高学年を中心に、家庭を離れて自然の中で長期宿泊

による様々な体験を行うなど、子どもたちに豊かな人間性や

社会性を育むための体験活動を充実させること。 

（３） 高等学校を中退した少年に対して、学業への復帰又は就労

を働きかけるための施策について検討すること。           

 (青少年・治安対策本部・教育庁) 
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２ 青少年をめぐる環境を改善するための施策の充実       

 

【内閣府・総務省・法務省・文部科学省・経済産業省】 

 インターネット・携帯電話の利用人口の急増を始めとする電子メ

ディアの著しい普及は、青少年たちに対しても強い影響を及ぼして

いる。こうしたＩＴ化の浸透により、携帯電話から容易に接続でき

る、出会い系サイトを媒介とした児童買春事案などが後を絶た

ない。 

 また、インターネットにより、卑わいな映像や残虐な映像などを

含んだサイトに容易に接続できることで、仮想現実と現実が錯綜し

て、少年犯罪を引き起こしている例もある。 

 さらに、現在市販されているコンピュータゲームの中には、少女

を監禁し性的暴行を加えるなど、極めて反社会性の強い内容を含む

ものがあり、このようなコンピュータゲームが性犯罪を誘発し、そ

の結果、青少年が被害者となる強いおそれがある。 

 都は、青少年がインターネットを適正に利用できる環境をつくる

ため、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の規定を整備し、

青少年がインターネット・携帯電話を利用する場合には、フィルタ

リングソフトの提供並びに勧奨するよう事業者に働きかけるとと

もに、保護者等へガイドブックの配布やインターネットセミナー

の開催など普及啓発に努めている。 

 ついては、国においても、早急に下記の方策をとること。 

（１）  インターネット・携帯電話などの電子メディアがもたらす

課題への研究・対策を行うとともに、青少年を保護するため

の法整備及びフィルタリングが標準的なサービス内容とな

るよう関係業界への指導等必要な措置を講ずること。 

（２）  インターネット・携帯電話などの電子メディアの特性を理

解し、青少年がその適正な利用方法を身につけるための学校

・家庭での教育や普及啓発を推進すること。 

（３）  性犯罪を誘発するおそれがある、極めて反社会性の強いコ

ンピュータゲームに対する法的な規制を検討すること。 

     (青少年・治安対策本部・教育庁) 
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９ 基地対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１ 米軍基地対策の推進 

 

提案要求先 内閣官房・防衛庁・外務省・国土交通省 

都 所 管 局 知事本局・都市整備局            

 

１ 米軍基地の整理・縮小・返還の促進 

都内に所在する米軍基地について、都民生活の安全を守り、地

域のまちづくりを推進するため、整理・縮小・返還が促進される

よう必要な措置をとること。 

特に、多摩サービス補助施設は、市街地に隣接する貴重な緑地

であり、広く都民に開放するため、直ちに返還されるよう必要な

措置をとること。 

また、米軍専用ヘリポートを有する赤坂プレスセンターについ

ても、直ちに返還されるよう必要な措置をとること。 

（防衛庁・外務省） 

 

２ 共同使用の促進 

返還までの対策として、基地周辺地域住民の生活の利便性の向

上や経済の活性化に資するよう、共同使用を促進すること。 

特に、横田飛行場の民間航空利用は、既存施設の有効活用によ

り首都圏の空港機能を補完し、多摩の振興はもとより日本経済の

再生も含めて将来の国力の充実を図るものであることから、日米

首脳会談を受けて設置された「連絡会」における地元東京都の意

見を十分に踏まえ、在日米軍再編協議に引きずられることなく精

力的にアメリカ合衆国と協議を進め、民間航空利用の早期実現を

図ること。また、国道 16 号など、民間航空利用を進める上で必

要となる周辺基盤整備を迅速に推進すること。 

（内閣官房・防衛庁・外務省・国土交通省） 

 

３ 横田空域及び管制業務の返還 

米軍が管理する横田空域は、一都八県にまたがっている。この

ため、羽田空港と西日本方面を結ぶ航空路の設定が制約され、不

自然な飛行を余儀なくされるとともに、航空路の過密化を招いて
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いる。 

今後、首都圏に発着する航空機は、成田空港の充実や羽田空港

の再拡張により、さらに増加する。特に、羽田空港の空港容量が

約 1.4 倍に増加することを踏まえ、安全で効率的かつ騒音影響の

少ない合理的な航空交通を確保していくため、横田空域を返還さ

せ、首都圏の空域を再編成して、我が国が一体的に管制業務を行

うことが不可欠である。 

このため、アメリカ合衆国に対し、横田空域及び管制業務の早

期返還について断固とした交渉を行うとともに、同空域を活用し

た航空路の設定について検討すること。（外務省・国土交通省） 

 

 

参  考 

 

１ 米軍基地の整理・縮小・返還の促進 

（表１）都内米軍基地の概要 

平成1７年１月１日現在 

施 設 名 所 在 地 用 途 面積(㎡)

赤坂プレスセンター 港区 事務所（事務所、ヘリポー

ト等） 

31,670

横田飛行場 立川、昭島、福生、武

蔵村山、羽村各市、瑞

穂町 

飛行場（滑走路 3,350 ㍍×

60 ㍍、住宅、学校、事務所

等） 

7,136,413

府中通信施設 府中市 通信(事務所、通信施設）    16,618

多摩サービス補助施

設 

多摩市、稲城市 その他（ゴルフ場、レクリ

エーション施設等） 

1,957,190

大和田通信所 

 

清瀬市（埼玉県新座市）通信（通信施設） 245,030

※1,194,829

由木通信所 八王子市 通信（無線中継所）     3,891

硫黄島通信所 小笠原村 通信（訓練施設） 6,631,769

ニューサンノー米軍

センター 

港区 その他（宿舎）     7,249

※埼玉県域も含む基地全体の面積 
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