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東京都予算案が発表されました
（今後、都議会での審議を経て予算が決定されます。
）

東京都私学関係予算案の主な項目は以下の通りです
（単位:千円）

事

項

助成費総額
経常費

2021年予算

2022年予算案

209,268,953

211,219,166

121,440,782

122,053,894

613,112 公立標準的運営費の50％補助

増減（△は減）

備 考

1,950,213

高校

66,790,362

67,070,608

280,246

同 上

中学

27,000,195

27,725,281

725,086

同 上

小学校

7,137,610

7,305,001

167,391

同 上

高校授業料軽減補助

16,157,140

14,280,008

私立高校就学支援金

23,964,532

23,855,733

△108,799

1,602,644

1,629,659

27,015

高校奨学給付金事業費

△1,877,132

単価は合わせて1人当たり年額46万9千
円に増額（＋2千円 ）

単価が5千円～2千円増額
( 父母懇だより1月号参照 )

安全対策促進事業

3,354,936

2,945,328

△409,608

省エネ設備等導入モデル

671,078

900,067

228,989

私立学校デジタル教育環境整備

599,675

4,252,177

3,652,502

グローバル人材育成支援事業費

1,933,772

1,920,517

△13,255

耐震化、アスベスト対策、体育館空調
省エネ型照明や空調に対する補助
生徒用や授業用の端末整備など
生徒の海外留学や外国語指導助手の活用

ポイント
1．助成費総額は 19.5 億円増、特にデジタル教育環境整備費がコロナ対策で 36.5 億円増
2．経常費(学校運営費)補助は 6.1 億円増
3．授業料軽減補助は昨年度平均授業料を考慮し、上限額が 46.9 万円に増額（就学支援金との合算額）
4. 高校授業料補助･就学支援金の減額は、対象者減少による
1 月 31 日に都議会へ署名を追加提出しました。
筆数は.私学助成１３３.０８０筆 幼稚園 ４５.５６６筆 公立 １０.７３７筆
１２月に提出した分との合計は以下にようになります
私学助成 １７８.２８２筆 幼稚園 ７４.５６６筆 公立 ２５.２３５筆

◆◆「私学助成全国署名提出院内集会」の中止◆◆
2月17日（木）に「私学助成全国署名提出院内集会」の開催についてこの間の新型コロナウイルス感染
拡大が収まらない状況を踏まえて、中止となりました。
高校以下2021年度私学助成全国署名は、2022年2月7日時点で303万5776筆を集約しています。

和光小学校
▼コロナ等 「学級閉鎖」 のクラスがいくつか発
生しています。
▼2年生による 「劇の会」 は、児童がマスクをつ
けて劇をしました。
▼6年生から5年生へ 「沖縄を伝える会」 、4年
生から3年生へ 「多摩川を伝える会」 、それぞれ
コロナ対策として分散して発表しました。
▼学校側として学力を知るための「抜き打ちテス
ト」 を各学年で始めています。

和光鶴川小学校
▼２、４、６年生は、劇の会に向けて脚本を決め、
劇づくりがスタートしています。コロナ禍での劇
作りは見通しが持てず教師も悪戦苦闘しています
が、劇づくりならではの、”あの子がこんな芝居を
するなんて！”という子どもの新たな一面に出会
えることを楽しみにして、進めています。
▼公開研究会が1月29日（土）にオンラインで開
催されました。
▼親和会文化活動では、映画「あこがれの空の下」
をオンライン上映という形で２日間開催しまし
た。

和光中学校
【学校生活】
▼順調な走り出しと思われた新学期でしたが、
オミクロン株の急速な感染爆発により、さまざ
まな形で影響が出ています。毎年9月のあたま
に行われる大地震を想定した避難訓練が延期
されました。
▼1/18には感染者や濃厚接触者が複数人確認
されたとして、1年生が学年閉鎖となりました。
▼2月に予定されていた、2年生の保護者に向け
た和光高校授業見学会も中止となりました。現
段階で開催予定の親和会も、報告のみのオンラ
イン形式に変更が決定しました。
【各学年の様子】
▼1年生は、情報教育アドバイザーの方をお招
きして、インターネットやスマホとの上手な付
き合い方についてお話しを伺いました。
▼2年生では、各クラスの課題を1日かけて徹底
的に話し合う「集中ホームルーム」が行われま
した。例年のように外部施設に出かけることは

出来ず、さらには2クラスごとに時間を分けて
の開催となりました。
▼3年生は、「15歳の自分が伝えたい主張」を
綴る意見広告ポスターを作成しています。ま
た、中学最後のイベントである演劇への取り組
みを始めています。様々な制約を強いられる状
況ではありますが、各学年一年間の集大成とな
る活動を行なっている様子です。

和光高校
【学校生活】
▼3年生は先生と特別講座を立ち上げ過ごしてい
ます。測量から始め、グラウンドに見事な地上絵
を描いて見せた生徒達もいました。ドローンや屋
上から眺めた作品は生徒や先生にとって記憶に残
る思い出となった様です。
▼2年生は80種からなる選択授業の説明会があり
ました。与えられた時間割を淡々と過ごすのでは
なく、しっかり悩み選んだ自分だけの時間割でこ
の一年を過ごします。他には進学に向け講師を招
いた専門学校説明会が行われました。
2月中旬に予定していた研究旅行は再度、国内コ
ロナ感染状況の影響で延期となりましたが、希望
を持って3月中の実施を目指しています。
▼1年生は初めての選択授業に向けて説明会があ
りました。3年生からアドバイスを受けたり研究
旅行の様子を聞き、何をどう選択するか真剣に耳
を傾ける様子の生徒達。これを機に様々な挑戦を
し、新たな発見に繋げてもらいたいと思います。
【親和会】
▼私学部 1月15日 署名追加集約
対都1439 対国1431 幼稚園1281
▼教研部
小松由佳さん著書・写真展の一部を親和会室に設
置 QRコード音声ガイド付（小松由佳さんHPで
も3/8迄視聴）

大東学園
▼1月15日(土) 午前：専門部会（担当者会議）、
署名追加集約。午後：コロナ禍でも今までとは一
味違った「新年会」を実施
▼1月22日(土) 文化厚生部主催「観劇と食事
会」。予定していた劇団四季「アナと雪の女王」
は出演者の新型コロナ感染で公演中止となってし
まったが、食事会は感染対策を徹底して実施
▼1月29日(土) 三者協議会(地域交流懇談会)。
2年ぶりに日ごろお世話になっている地域の皆さ
んをお招きした。11月の三者協議会に引き続き

「授業」についての懇談と「規定」と「行事」に
ついての協議を行った。今回1年生が授業で使用
しているiPadの使い勝手からiPadの容量増とフ
ィルタリングの緩和が新たな要求として生徒会か
らだされた。※準備のために三者協議会を1月14
日と28日に開催した。※制服プロジェクトは、1
月は休会となった。
【学校関係】
▼1月11日(火) 始業式から8時30分登校、17時
下校(最終下校18時30分)、昼休み50分に戻す。
▼1月25日(火) 1年生・3年生の芸術教室、劇団
四季「アナと雪の女王」出演者の新型コロナ感染
で公演中止
▼1月27日(木) 新型コロナオミクロン株感染拡
大により時程変更。8時45分登校、15時15分下校
(最終下校17時30分)、昼休み30分に戻す。部活
における練習試合に中止。
▼新型コロナオミクロン株感染拡大により2月10
日・11日の一般入試を安全に実施するため2月4
日(金)12時45分下校～11日(金）生徒登校禁止期
間。うち5日～9日は自宅学習期間。2月15日(火)
から8時45分登校。この影響を受けて2月の東和
会の予定も変更となる。
▼2年生沖縄修学旅行の再延期。時期未定。

明治学院高校
▼合唱コンクール中止
1月下旬に1年生と2年生が本校のチャペルを会
場にして実施を予定していた合唱コンクールはこ
の社会状況を受けて中止となってしまいました。
また、教員サイドで合唱コンクールに代わるお楽
しみ企画として用意した「楽笑コン」というアト
ラクション企画も臨時休校のため中止となり、生
徒たちには残念な1月になってしまいました。
▼PTA公費助成委員会活動報告
1月中旬、今年度の私学助成拡充署名の集約作業
のみ行いました。全体で約3,500人分の署名と10
万円弱の署名活動に対するカンパをいただくこと
ができました。協力された家庭は全校の約1/3で
した。

不登校を考える私学の会
勉強する意味がわからなくなったり、心が傷つ
いたり。そんなときは子どもと一緒になって考え
てあげてください。私たちの会が糸口になれれば
幸いです。
〇茶話会
・毎月１回土曜日（次回3/12予定）

・午後２時から４時半（全国教育文化会館内）
（開催日・会場については下記にお問い合わせを）
連絡先：メールkonishi_m@dokkyo.ed.jp （獨協・小西）

女子学院 宮良 泰さん(美術科教員)からの寄稿
2021年度の女子学院は、コロナウィルス感
染拡大を防止する観点から、実技系授業と校
外学習に大きな制限をかけながらの学校生活
を行っています。特に宿泊を伴う行事は行わ
れていません。また生徒活動も大きな制限を
設けて、人数や時間を縮小し行っています。文
化祭は入場制限を行い、家族のみの来校に制
限させていただきました。年度始めの文化祭
準備の段階では一般公開を視野に入れていま
したが、夏前からの感染の拡大により方針を
余儀なくされました。様々な制限も２年目に
入り、生徒達も一見対応に慣れてきたように
見えますが、一度しかない高校生活の多くの
時間を失ってしまったやり場のない感情は、
当事者でないと解らないもだと思います。大
人達でさえ先が見えずに手探り状態の世の中
になってしまいました。子供達の不安は如何
程かと思います。
その様な中でも生徒会は活動場所を求めて
校内放送を試みました。黙食の時間に5日間連
続でSNS使用の危険性をラジオのトーク番組
形式で行いました。生徒達はこの様な社会状
況でも出来ることは何かを模索し始めていま
す。これからも安全性を考えながら新たな活
動場所を求めていくことだと思います。
東京父母懇会員の皆様の声を募集していま
す！
父母懇だより編集係では、読者の皆様から
の投稿をお待ちしています。私学に通わせて
いる保護者や先生方の生の声を通して、誌面
での交流ができればと思います。また、誌面に
載せられない声は、父母懇のブログにも載せ
ていきたいと思います。1 月号、2 月号で個人
会員の正則高校の坂井さん、女子学院の宮良
さんの投稿を載せました。その感想や読者の
皆様が今、困っていることや他の皆様に聞い
て頂きたい情報などもお寄せ頂けると嬉しい
です。父母懇だよりをさらに読み応えのある
誌面にしていきたいと思いますので、よろし
くお願いします。

東京父母懇の歴史②
★私学振興助成法の成立
私たちの私学助成の拡充を求める署名運動
が大きく進む中で、国会でも私学も教育の重要
な担い手と認め、私学への国費支出を認める私
学振興助成法の成立を求める動きが出てきま
した。1975年 自民党は「私学振興助成法」を国
会に提出、義務教育段階への国庫補助を認める
など、運動の成果も入った法律でした。ところ
が私学助成を「経常費の1/2まで補助すること
ができる」と言う項目があり、私学助成を経常
費の1/2以内にとどめようとすることが判明、
父母懇と私教連はこの条項を取り除くよう国
会に向けて多数の父母と共に大運動を展開し
ました。残念ながらこうした制約のある法律で
したが自民党の強行採決によって成立してし
まいました。

★憲法の定める国民の教育権から私学助成
運動を
当時私学は公立の補完物と考えられていま
した。公費助成を求める私たちの運動の中でも
「公立高校が不足し公立を落ちて私学へ行か
ざるを得なくなったのだから、私学へ行く生徒
への経済的援助を税金でするべきだ」という考
えが主流でした。
父母懇加盟校の和光小学校の父母たちは、
「私たちは義務教育としてよりよい教育を求
めて和光を選んだ、それなのに高い授業料を払
うのは税金の二重払いではないか」と考えまし
た。「国民の教育権を保障するためには私学が
必要であり、日本に平和と自由な社会を実現す
るためには、国家の作る公立学校と教育を競い
合う私学の存在が不可欠。憲法は、私学を選ぶ
ことを含めて国民の教育権は保障しており、そ
のためには私学と公立が同等に選ばれる対象
になるよう、学費の格差を縮めねばならない」
ことを学習しました。
和光小の親和会は、このような憲法に基づく
私学助成をと言う学習会を組織しなぜ義務教
育段階への公費助成が必要なのかを明らかに
して、こうした考えを全私研などでレポート
し、訴えました。このことは、私立高校への公
費助成の根拠としても重要な示唆を与えてく
れました。この憲法に基づく私学助成論は私教
連の中でも支持が拡がり、次第に私学助成を求

める運動の支柱的理論
となっていったので
す。「私学振興助成法」
が義務教育段階への私
学助成を認めたのも私
たちの訴えの成果でも
あったのです。

★直接助成三万円の打ち切りに抗して
63年から始まった東京都の授業料補助は75
年には高校生一人あたり３万円になっていま
した。私学経営者の団体「私中高協会」は、こ
の直接助成を経常費助成に組み入れさせよう
と、東京都へ活発に働きかけをした結果、美濃
部都政が自民党都政に変わると79年に直接助
成廃止の方針が出されてしまいました。
これに怒った和光高校親和会は、全都の私立
高校へ広く呼びかけ、父母懇と共に37校による
合同反対請願を行いました。また引き続き都学
事部交渉、私学助成審議委員12名への個別要
請、「父母の会」各支部長への個別交渉、都議
会各派への要請と旺盛に活動しました。その結
果、審議会は三度にわたって開かれても結論が
出ず、「父母の会」は各支部の意見をまとめる
ことができず、私中高協会すら意思統一ができ
ませんでした。しかし審議打ち切りが強行さ
れ、３万円の直接助成は経営者への経常費助成
に組み込まれてしまいました。ですが、父母懇
の活躍は内外の注目を集め、連帯の力への確信
は大きな財産となりました。
懸命の反対にもかかわらず高校生への授業
料直接補助は打ち切られ、しかもこのとき東京
都が明言したにもかかわらず学費は下がらず、
国の財政緊縮政策に
より助成金の伸びは
急速に落ち込み、父母
負担は重くなるばか
しでした。
（次号に続く）
※ 私中高協会(東京私立中学高等学校協会)とは
私立中学高校の代表で運営する団体。私学経営
者の影響力が強い。
「父母の会」は私中高協会が主導する私学父母
の組織。私中高協会の方針に沿って活動してい
る。この当時、自民党の議員しか大会に呼ばない
など、その偏向を父母懇は批判していた。その後
改善され今はすべての党の議員を招いている。

