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第１０期東京都生涯学習審議会 補助金部会（第２回） 

会議次第 

 

１ 開会 

２ 議事「平成３０年度社会教育関係団体に対する補助金事業について」 

 (1)説明「平成３０年度社会教育関係団体に対する補助金事業について」 

 (2)説明及び報告「平成３０年度社会教育関係団体に対する補助金申請団体・内容等、事 

         務局審査の結果について」 

 (3)協議「平成３０年度社会教育関係団体に対する補助金交付について」 

３ 閉会 

 

【配布資料】 

 資料１    平成３０年度社会教育関係団体に対する補助金交付要綱 

 資料２    平成３０年度社会教育関係団体に対する補助金交付について（概要） 

 資料３    平成３０年度社会教育関係団体に対する補助金審査要領 

 資料４    平成３０年度社会教育関係団体補助金 申請内容等一覧①② 

 資料５    平成３０年度社会教育関係団体補助金 事務局審査結果 

 資料６    平成３０年度社会教育関係団体に対する補助金交付申請書 
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第１０期東京都生涯学習審議会第２回補助金部会 

 

平成３０年７月１７日（火） 

開会：午後５時１５分 

 

 

【主任社会教育主事】  定刻になりましたので、ただいまから、第１０期東京都生涯学

習審議会補助金部会（第２回）を開催させていただきます。 

 委員の方々には、全体会に引き続き、補助金部会に出席いただきありがとうございます。 

 まず、配布資料の確認をさせていただきます。 

 次第がございます。その次に、資料１として平成３０年度社会教育関係団体に対する補

助金交付要綱、資料２、平成３０年度社会教育関係団体に対する補助金交付について（概

要）、資料３、平成３０年度社会教育関係団体に対する補助金審査要領、資料４、平成３０

年度社会教育関係団体補助金 申請内容等一覧①②、資料５、平成３０年度社会教育関係

団体補助金 事務局審査結果、資料６、平成３０年度社会教育関係団体に対する補助金交

付申請書。 

 以上６点ということになります。資料は全ておそろいでしょうか。 

 本日は、今野部会長が御欠席ですので、代わりに笹井副部会長に、進行をお願いいたし

ます。では、笹井副部会長お願いいたします。 

【笹井副部会長】  笹井でございます。これから議事を進行させていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、議事ですけれども、「平成３０年度社会教育関係団体に対する補助金事業につ

いて」ということで、まず、事務局から御説明をお願いしたいと思います。 

【主任社会教育主事】  それでは、説明させていただきます。 

 概要版で御説明いたしますので、資料２を御参照ください。 

 １番目に、補助金交付の目的ということですが、東京都における社会教育の発展を図る

ため、社会教育法第１０条に規定する社会教育関係団体（体育活動を主たる目的とする団

体を除く。以下「団体」という。）の事業経費の一部を補助するということでございます。 

 右側にございますように、社会教育関係団体の定義というのは、社会教育法第１０条に



-5- 

 

規定されている、公の支配に属さない団体で、社会教育に関する事業を行うことを主たる

目的とするものをいいます。 

 本来ならば、補助金の意見の聴取に関しては、社会教育法第１３条では、社会教育委員

の会議というものが置かれている場合、そちらで行うこととありますが、東京都の場合は、

平成２６年に社会教育委員の会議を条例廃止しましたので、それに代わる審議会等という

ことで、生涯学習審議会の中に、補助金部会を位置付けて、社会教育関係団体の補助金の

意見聴取を行っております。 

 ２番目に、補助対象団体ということですが、社会教育関係団体はあまねくございますが、

東京都の場合は、次の要件を備えるＰＴＡ連合体に限定しております。 

 （１）都内全域又は広域にわたって社会教育活動を行っていること。（２）定款、規約等

を有し、かつ、団体としての意思を決定、執行及び代表することのできる機能並びに団体

として独立した経理及び監査の機能が確立していること。（３）団体の社会教育活動の実績

が１年以上あること。（４）会員数が５０人以上あり、その３分の２以上が都内在住者又は

在勤者であること。（５）団体の主たる事務所を都内に有すること。（６）定款、規約等に

役員の選出方法及び任期が明記されていること。 

 ３番目に、補助対象事業についてです。「地域及び家庭の教育力の向上並びに学校の教育

活動を支援する取組に関する社会教育の事業で、かつ、公益性があり、日本国憲法第８９

条の規定に反しない都内におけるいずれかの事業とする。」とございます。 

 憲法第８９条の説明は、右側に記載しております。「公の支配に属しない慈善、教育若し

くは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」とありますの

で、基本的には、教育の事業そのものに補助金は交付できないということになっておりま

す。 

 ただし、注１にございますように、憲法第８９条でいう「教育の事業」に「抵触しない

事業」に関して、大変古い通知でございますが、昭和３２年文部省社会教育局長宛て、法

制局第一部長回答というものがございます。ここに挙げた①から⑦に関しては、教育の事

業に抵触しない事業だという位置付けに基づいて、左側に戻りますが、都では補助対象を

決めていることになります。 

 補助対象というのは、（１）都内全域又は広域から参加者を募って実施する討論会、講演

会、展示会の事業ということで、右記の真ん中の囲みのところにあります④、⑥、⑦に該

当するものでございます。（２）都内全域又は広域にわたって実施する宣伝啓発の事業とい
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うことで、右記の③ということになります。（３）その他東京都教育委員会が特に認める事

業ということで、右記の①、②、⑤が該当します。 

 ２、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象から除くということになり

ます。（１）全国的な規模又はこれに準ずる規模で行われる事業、（２）国・都・区市町村

から補助金を受けている事業、（３）公的機関から運営費補助金（分担金等を含む。）が交

付されている団体で、当該事業にその運営費補助金経費の一部が充てられている（予定も

含む。）事業、（４）政治活動等を目的とする事業ということになっています。 

 補助金の交付額に関しては、補助対象内経費の２分の１以内かつ補助対象事業実施に要

する団体自己支出金の２分の１以内で、１０万円以上１００万円以下の予算の範囲内で定

める額となります。 

 これが補助金交付の概要ということになります。 

 続いて、資料３を御覧ください。 

 こちらは、平成３０年度社会教育関係団体に対する補助金審査要領になります。この要

領は、補助金の交付決定に際して、審査の公平性及び公正性を確保するために必要な事項

を定めたものです。 

 審査方法として、まず、（１）審査、東京都教育委員会は、以下の３に掲げる審査基準に

基づいて、当該申請に係る書類等について書面審査を実施するとともに、その他必要な調

査等を実施し、評価を行う。事前に、東京都教育委員会、生涯学習課の事務局で書面審査

を行うとともに、書類等で不明な内容に関しては、団体等に聞き取りを行うなど調査を実

施して、事務局評価を行っております。これが資料４、資料５ということになります。 

 （２）補助金交付事業の決定です。生涯学習審議会補助金部会は、３に掲げる審査基準

に基づき、東京都教育委員会の審査結果について、総合的に判断し、意見を述べるものと

する。ここでは、事務局審査の内容をこの後御説明いたしますので、それを踏まえて各委

員から意見を頂くということになります。それを受けて、東京都教育委員会では、事務局

の審査の中身及び生涯学習審議会の意見を総合的に判断して、補助金交付事業を決定する

というものでございます。 

 なお、東京都教育委員会の審査においてＤ評価を付され、生涯学習審議会において異議

のなかったものに対しては、補助金は交付しないということも、ここで明示しております。 

 審査基準に関しては、目的、必要性、実現性、対象規模、事業規模、事業効果、連携・

協働性というもので、総合的に評価いたします。基本的に５点を満点としているものと、
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３点を満点としているもの、最後のところ、他団体との連携・協働に関しては１点という

ことで、配点を分けまして、１から７の審査基準項目に基づいて、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段

階評価を行います。 

 Ｃまでが、点数に換算して１４点以上の団体に関して、事務局案としては補助金交付を

可とするというような形にし、補助対象事業に値しない１３点以下の団体に関しては、Ｄ

評価とさせていただきます。 

 資料２及び資料３の説明は以上でございます。 

【笹井副部会長】  ただいまの御説明につきまして、御質問等ございましたら、お願い

します。 

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

【主任社会教育主事】  ありがとうございました。 

 次に、資料４と資料５を御覧ください。 

 まず、申請した団体が、昨年度は６団体でしたが、今年度は５団体に変わりました。東

京都公立高等学校定時制通信制ＰＴＡ連合会からの申請がございませんでした。 

 今年度は、東京都公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会、一般社団法人東京都小学校

ピーティーエー協議会、東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会、東京都立ろう学校ＰＴＡ連合

会、東京都私立幼稚園ＰＴＡ連合会の５団体から申請がございました。 

 東京都レベルのＰＴＡ組織は、そのほかには、東京都公立中学校ＰＴＡ協議会や特別支

援学校ＰＴＡ連合会等がございます。そちらにも御案内等をいたしましたが、申請がなさ

れなかったという状況でございます。 

 補助対象事業というのは、先ほど、資料２の３番のところでも説明しましたが、３番の

（１）、（２）、（３）に該当するものということで、（１）討論会、講演会、展示会等の事業、

（２）宣伝啓発の事業、（３）その他東京都教育委員会が特に認める事業と区分して、それ

に該当する事業を、その横にある事業名、規模等の方に入れてございます。 

 右下にあるものが、これは資料２の右側の真ん中の囲みに記載のあった①から⑦のうち、

どこに該当するかをお示ししているということでございます。 

 昨年度から、申請の状況で大きく見直したのは、東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会から

申請のありましたバレーボール大会、ソフトボール大会の審判員に対する謝礼金について

で、昨年度、委員の皆様から御意見を頂いた結果を団体に伝えましたところ、今年度は団

体から減額されて申請が出ているという形になります。 
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 そのほかに関しては、大きな変化はございません。 

 それを資料５にまとめさせていただき、全て１４点以上かつ１９点未満ということです

ので、申請のあった５団体に対して、Ｃ、改善すべき点が一部あるものの、交付可という

形で、事務局の審査をさせていただいた次第です。 

【笹井副部会長】  事務局における評価結果、審査結果についてお話を頂きました。 

最終的にこれでいいかどうかということですが、その前に、何か委員の皆さんからお気

付きの点等ありましたら、お願いします。 

それでは、私の方からいいですか。各団体の加入率というか、組織率はどうなっている

のですか。 

【主任社会教育主事】  組織率ですが、東京都公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会

で約６６パーセント、一般社団法人東京都小学校ピーティーエー協議会だと約１７パーセ

ント、これは学校数に対しての加入率ということで出しています。東京都公立中学校ＰＴ

Ａ協議会で約３０パーセント、東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会で約４３パーセントとな

っています。 

【笹井副部会長】  なぜ一般社団法人東京都小学校ピーティーエー協議会は低いんです

か。 

【主任社会教育主事】  組織率の低下は２０年以上も前から始まっており、今は市部で

はＰＴＡの連合団体が一つも一般社団法人東京都小学校ピーティーエー協議会には加盟し

ていないという状態です。 

 ２３区の中の６区が加盟しているのと、あとは島しょ部だけという状態になっています。 

【笹井副部会長】  補助金は、都民の税金じゃないですか。団体の加入率、組織率が２

割切っているところに出してもいいんですか。やはり、過半数というか半分を超えている

ようなカバー率というんでしょうか、加入率、組織率というのは、税金というのを出す根

拠になると思ったりするんですが……。 

【主任社会教育主事】  そうですね。 

【笹井副部会長】  もっと加入率、組織率を増やしてという一言があってもいいんじゃ

ないかと思ったんです。 

【主任社会教育主事】  その申入れは絶えずしており、ＰＴＡの活性化に向けて、でき

ることは何かということを、ここ３・４年ぐらい話合いをしてきています。東京都教育委

員会として、都レベルの各ＰＴＡ連合団体にお願いしたいことというのは、単位ＰＴＡ活
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動の活性化なわけです。単位ＰＴＡとは、学校ごとに設置されているＰＴＡのことです。 

 そちらの活性化に向けて、やはり都レベルのＰＴＡ連合団体として、どのような役割を

果たせるのかということですから、我々としても協力できることはしているわけです。 

例えば、「とうきょうの地域教育」といって、生涯学習課で発行している情報紙があり

ます。最近は、社会教育施設等に配って、都民、一般に供するだけではなくて、各学校関

係者にも配布しています。内容等についても学校教育支援活動的な要素がかなり多く占め

ているので、地域学校協働を進めていくうえで、地域のパートナーである学校の意識を変

えてほしいということで、そういうところにターゲットを絞りながら情報紙を作っていま

す。年に４回発行しているので、東京都幼小中高のＰＴＡの中で、いい活動をしているＰ

ＴＡを各連合団体に推薦してもらい、取材に行って、紹介しています。その中で、地域学

校協働活動に取り組んでいるケースがほとんど見られません。 

 また、東京の家族構成といいますか、家庭の状況等を考えると、正確なデータ等は手元

にありませんが、共働き世帯やひとり親世帯等については、平日の昼間に活動が主に行わ

れるＰＴＡには、参加できないし、できる状況ではないことが明らかなので、ＰＴＡ活動

自体の見直しを図る必要があるのではないかという提言等もしております。 

 そういうときに、一つ言えるのは、これから設置をもっと増やしていく必要があると都

教委が考えている地域学校協働本部とＰＴＡとの関係をきちんと整理しないといけないの

ではないか。もっと国や都が進める施策に対して、関心を持って、ＰＴＡとして、それを

どのように受け止めて発信していくかという問題提起をしております。 

 また、この１年間見てきて、ＰＴＡ関係者が大きく関心を持ったのは、個人情報保護法

の改正に伴う対応についての話です。 

【笹井副部会長】  ＰＴＡ会員名簿等のリストがありますよね。 

【主任社会教育主事】  単純に、名簿を作れなくなってしまったということです。 

【笹井副部会長】  名簿リストは作ってもいいんですけれども、法に基づいた管理が必

要となるということですね。 

【主任社会教育主事】  合意を取り付けるとか、いろいろな手続が必要で、そのことに

関しては組織率がさらに落ちるということで、危機感を持って自分たちで勉強会をやって

います。 

【笹井副部会長】  一般社団法人東京都小学校ピーティーエー協議会は、１１万８,００

０部、広報紙「ＰＴＡ東京」を発行していて、未加盟の学校にも全部配っているとか、保
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護者対象等の調査をやっているというようなことが出てきて、発想としては悪くはないん

ですが、やっている中身自体に大きな変化がないわけですよ。毎年同じ調査・アンケート

等をやっていて、またかという感じになってしまうわけですね。 

 例えば、トピックを決めて、保護者の意見を集約できるような形での呼び掛けの調査に

なっているかという観点になると、ルーティンワークをこなすことが前提になっている部

分もなきにしもあらずで……。 

【蟇田委員】  一般社団法人東京都小学校ピーティーエー協議会は、毎年、警視庁と連

携して小学生の問題行動を調査しているのですか。 

【主任社会教育主事】  警視庁との間でパイプができているので……。 

【小山田委員】  広報紙の発行は、どこの連合団体も入っていますけれども、ウェブに

変えていくとか、作っても、ウェブに上げておけば、印刷して配布しなくてもよかったり

というのは絶対にあると思うんですけれども、そういうところから見直していただくとか

……。広報紙を作る方たちも、すごく大変じゃないかと思うんですね。 

【主任社会教育主事】  これを作らないと補助金の支出の根拠がなくなってしまうとい

う問題も出てきます。 

【蟇田委員】  成果物が紙媒体でなければというところがどうなのか。 

【小山田委員】  今、時代がそうですね。どっちかというとペーパーレス化しようとい

うような方向ですし……。費用対効果等の観点からも、見直しが必要では……。 

【主任社会教育主事】  そうしたら、多分もっと少額で済んでしまいますよね。各連合

団体が持っているウェブのページの中でやれば、ある意味、お金なんか掛からなくなり、

申請ができなくなるという話になってしまいます。 

【小山田委員】  また、全部Ｃ評価というのも非常に悲しい感じがしますが……。 

【小山田委員】  Ｃ評価が何回か続いたら減額になるというようなルールを作っていく

とか……、審査要領等の見直しも必要かもしれませんね。 

【笹井副部会長】  やはり、組織率が約１７パーセントでは低過ぎますよね。 

【蟇田委員】  低いですね。 

【笹井副部会長】  ＰＴＡについて、どこの自治体も困っているのですか……。 

【主任社会教育主事】  地方でも構図は同じですが、都道府県レベルで、都ほど組織率

が落ちているところはなくて……。 

【笹井副部会長】  きちんと検討した方がいいと思います。地域学校協働の議論をして



-11- 

 

いるときがチャンスだと思いますよ。 

【主任社会教育主事】  地域学校協働の施策に、力を入れて関わりたいとＰＴＡ関係者

の意思が見えてこないという状況も、一方であるわけですよね。 

ただ、本当に地域学校協働は、施策的な流れからすれば、ＰＴＡにとってもチャンスな

んですけれども……。 

【小山田委員】  いつかどこかで変えていかないと、また、この１０年後もずっと同じ

ことを言っているということは、何か恐ろしい感じがしますよね。 

【笹井副部会長】  価値観が多様化して、保護者会として、ＰＴＡとしての意思表示が

できなくなっているんですよね。 

【主任社会教育主事】  そうですね。 

【笹井副部会長】  忌憚のない御意見を頂きまして、ありがとうございました。 

それでは、そろそろ時間もありますので、次に移りたいと思います。 

 資料４・５としては、事務局の審査の結果、５団体については、「Ｃ 改善すべき点が

ある」という評価ではありますが、交付可になっているので、この５団体に、この額を交

付するということで、お認めいただけますでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

【笹井副部会長】  ありがとうございました。 

それでは、原案のとおり、補助金部会としましても、了承ということにしたいと思います。 

【主任社会教育主事】  承知いたしました。 

【笹井副部会長】  では、以上をもちまして、補助金部会を終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。 

 

開会：午後６時０９分 


