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初等中等教育局修学支援プロジェクトチーム



事業内容

私立学校に通う児童生徒への授業料減免支援
令和４年度要求・要望額 14億円

（前年度予算額 3億円）

背景私立学校入学後、家計急変等の経済的理由から授業料の納付が
困難となった児童生徒が安心して学びを継続できるよう、経済的支援
を行う必要がある。

背景説明

私立高等学校等が授業料等の納付が困難となった児童生徒に対して、授
業料減免措置を行い、都道府県がその減免額に対して助成する場合、国が
都道府県に対してその助成額の一部を補助することにより、児童生徒の学び
の継続を支援。

目的・目標

【国庫補助の対象】
私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、
中等教育学校、特別支援学校

【国庫補助の要件】
・倒産、失職などによる家計急変
・生活保護世帯※

授業料の減免を実施

私立小・中・高校等 都道府県

授業料の納付が
困難な児童生徒

○ 私立高等学校等が実施した
授業料減免に対する補助を実
施。

国

※高等学校段階については、高等学校等就学支援金の創設により、H22年度から家計急変のみ補助対象としている。

事業スキーム

令和４年度概算要求

○ 家計急変が発生した年度の授業料減免に加え、その後も低所得の場合は卒業まで支援を継続。

○ 対象者：家計急変後の年収が400万円未満相当 ※家計急変年度は都道府県の定める基準を満たす世帯

○ 支援額：年額36万円（上限） ※家計急変年度は都道府県の定める額

なお、上記支援額の費用負担は国1/2、都道府県1/2（学校負担なし）

➡入学後に家計急変した児童生徒の継続的な学びを支援

◆私立小中学校等における家計急変世帯への支援（新規・拡充）：12億円 ◆授業料減免事業（継続）：2億円

○ 対象者（左記の支援を除く）：
①当該年度に発生した保護者等の失職、倒産などの経済的理

由から授業料の納付が困難となった生徒（高等学校段階の
生徒に限る）

②生活保護世帯の児童生徒（高等学校段階の生徒は除く）

○ 支援額：
学校法人に交付された都道府県補助金の1/2以内

※東日本大震災を起因する事情により授業料の納付が困難と
なった義務教育段階の児童生徒（令和2年度までに当該学
校に入学した児童生徒に限る）を含む。

【参考】私立小中学校等の経済的支援に関する実証事業（H29～R3年度）
※年収400万円未満の世帯を対象に、義務教育において私立学校を選択している理由や家庭の経済状況などを調査。

➡ 年収400万円未満の世帯のうち55％が 「入学後に家計急変した」と回答。
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事業内容

高等学校等就学支援金等

背景 課題背景説明

○家庭の経済状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して

教育を受けることができるよう、家庭の教育費負担の軽減を図ること

が喫緊の課題。

目的・目標
○高等学校等の授業料に充てるために高等学校等就学支援金を

支給することで、家庭の教育費負担の軽減を図り、もって教育の

機会均等に寄与する。

令和４年度要求・要望額 4,119億円

（前年度予算額 4,169億円）

＜内訳＞ 高等学校等就学支援金交付金 4,092 億円

公立高等学校授業料不徴収交付金 0.1 億円

高等学校等就学支援金事務費交付金 28 億円

対象
校種

公・私立高校等：都道府県

国立高校等 ：国

実施
主体

国 10/10
支援
割合

高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）、高等専門学校（1～3年）、専修学校高等課程、

専修学校一般課程及び各種学校のうち国家資格者養成課程（中学校卒業者を入所資格とするもの）を置くもの、

各種学校のうち告示指定を受けた外国人学校、海上技術学校

※ 私立高校等の通信制課程に通う年収590万円未満世帯の支給上限額は 29万7,000円
※ 国公立の高等専門学校（1~3年）に通う年収590万円未満世帯の支給上限額は 23万4,600円

年収は両親のうちどちらか一方が働き、
高校生1人（16歳以上）、中学生1
人の4人世帯の目安。

590万円 910万円 年収目安

支給上限額

39万6,000円

（私立高校の平均授業料
を勘案した水準）

11万8,800円
（公立高校の授業料）

◆ 高校生等の授業料に充てるため、年収910万円未満の世帯の生徒等を対象に、高等学校等就学支援金を支給
（設置者が代理受

領）
◆ 令和４年度概算要求：早生まれの高校生等に係る判定基準を改善

※ 扶養控除の適用時期の関係で、早生まれ（1～3月生まれ）の生徒等の判定が不利になる場合があるため

私立高校等は加算

高等学校等就学支援金
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37,400円37,400円
59,500円

75,800円
80,800円 82,700円

84,000円
110,100円

128,900円

144,700円

38,000円 39,800円

67,200円

84,000円 89,000円 98,500円 103,500円

129,600円

142,800円

153,000円

H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4要求 第2子以降

国公立 私立

◆ 生活保護世帯・非課税世帯の授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等奨学給付金により支援を行う。
※ 家計急変世帯（新型コロナウィルス感染症の影響を含む）については、急変後の所得の見込により判定

※ 授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、入学学用品費、教科外活動費など

◆ 令和４年度概算要求 ・非課税世帯 全日制等（第１子）の給付額の増額
・家庭でのオンライン学習に必要な通信費相当額の増額（非課税世帯について、＋3,000円）

事業内容

令和４年度要求・要望額 161億円

（前年度予算額 159億円）高校生等奨学給付金（奨学のための給付金）

○家庭の経済状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が

安心して教育を受けることができるよう、家庭の教育費負担

の軽減を図ることが喫緊の課題。

背景説明

【「第1子」の給付額の推移】

※15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合

国公立 私立

　  110,100円 　  129,600円

→128,900円（+18,800円） →142,800円（+13,200円）

　  141,700円      150,000円

→144,700円（+  3,000円） →153,000円（+  3,000円）

   　 48,500円     　50,100円

→  51,500円（+  3,000円） →  53,100円（+  3,000円）

非課税世帯
　通信制・専攻科

世帯区分
給付額（年額）

生活保護受給世帯
　全日制等・通信制

非課税世帯
　全日制等（第１子）

非課税世帯

　全日制等（第２子以降※）

　    32,300円  　   52,600円

【令和４年度概算要求 給付額】

対象
校種

補助対象
経費

都道府県実施
主体

国 １/３
都道府県 ２/３

補助
割合

高等学校（専攻科含む）、中等教育学校（後期課程）

高等専門学校（1～3年）、専修学校（高等課程） 等

○高等学校等の授業料以外の教育費に充てるために、高校

生等奨学給付金を支給することで、家庭の教育費負担の

軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与する。

目的・目標

都道府県が行う高校生等奨学給付金事業に
要する経費

R2年度第3次補正
上乗せ支給
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事業内容

高校等で学び直す者に対する修学支援

背景 課題背景説明

◆ 高校等を中途退学した後、再び高校等で学び直す者に対して、都道府県が、就学支援金の支給期間後も、卒業までの最長
12月 （定時制・通信制は最長24月）、継続して授業料に係る支援金を支給する場合に、国が都道府県に対して所要額を補助。

◆ 年収910万円未満世帯の生徒等を対象に118,800円を支給。

◆ 私立高校等に通う年収590万円未満世帯の生徒等は297,000円を上限として支給。

◆ 令和４年度概算要求：早生まれの高校生等に係る判定基準を改善

○家庭の経済状況にかかわらず、高校等を中途退学した後、再び高校等で

学び直す者が安心して教育を受けることができるよう、家庭の教育費負担

の軽減を図ることが喫緊の課題。

目的・目標

○都道府県が行う高校等に係る学び直し支援事業に対して、国がその

経費を補助することにより、高校等における教育に係る経済的負担の

軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与する。

第1学年 第2学年 第3学年

12月 11月

就学支援金の支給期間（36月）が終わった後、
卒業までの11月を本事業により支援12月

卒業

入学 中退

（凡例）

：就学支援金

：学び直し支援事業

11月

1月

（A高校）

＜イメージ（例）：A高校を1年と11月で中途退学後、B高校の第2学年に編入学した場合＞

（B高校）

編入学

23月

13月

対象
校種

高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）

高等専門学校（1～3年）、専修学校（高等・一般課程） 等

都道府県が行う学び直し支援事業
補助対象

経費

実施
主体

国 10/10補助
割合

公・私立高校等：都道府県
国立高校等 ：国

※国立高校等は国が事業を実施

※高等学校等就学支援金と同じ

令和４年度要求・要望額 4億円

（前年度予算額 ４億円）
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事業内容

公立高校等の家計急変世帯への修学支援

背景 課題背景説明

◆ 保護者の失職、倒産などの家計急変により収入が激減し、低所得となった世帯の生徒に対し、都道府県等が授業料減
免による緊急の支援を行う場合に必要な経費を補助。

○家庭の経済状況にかかわらず、家計急変により授業料の納付
が困難となった世帯の生徒が安心して教育を受けることができる
よう、家庭の教育費負担の軽減を図ることが喫緊の課題。

目的・目標

○都道府県等が行う公立高校等に係る家計急変世帯への支援
事業に対して、国がその経費を補助することにより、公立高校等
における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機
会均等に寄与する。

対象
校種

実施
主体

家計が急変した日の翌月から収入状況が就学支援金
の支給額に反映されるまでの期間

支援
期間

公・私立高校等：都道府県
国立高校等 ：国

都道府県
市町村

国生徒

授業料の納付が
困難な世帯の
生徒

授業料減免事業を
実施

左記の授業料減免
事業に対する補助を
実施

※私立の高校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）は、私立高等学校等経常費助成費補助金により支援。

公立の高校等、私立の高等専門学校等（補助率 １／２）
国立の高校等 （補助率 10／10）

令和４年度要求・要望額 53百万円

（前年度予算額 41百万円）
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◆ 高等学校等の専攻科に通う低所得世帯の生徒に対して、都道府県が授業料及び授業料以外の教育費について支援事業を行う場合、国が都道府県
に対して所要額を補助。

◆ 令和４年度概算要求 ・授業料の支援について、早生まれの高校生等に係る判定基準を改善

・授業料以外の教育費の支援について、家庭でのオンライン学習に必要な通信費相当額の増額（＋3,000円）

事業内容

令和４年度要求・要望額 4億円

（前年度予算額 2億円）
高校等専攻科の生徒への修学支援

○家庭の経済状況にかかわらず、高等学校等の専攻科に通う生徒が

安心して教育を受けることができるよう、家庭の教育費負担の軽減

を図ることが喫緊の課題。

背景説明

対象
校種

高校等専攻科に通う生徒に対して都道府県が行う
支援事業に要する経費

補助対象
経費

都道府県実施
主体

授業料：国 １/２、都道府県 １/２

授業料以外の教育費：国 １/３、都道府県 ２/３

補助
割合

高等学校及び特別支援学校の専攻科
※ 大学への編入学基準を満たす課程又は国家資格者養成課程

（特別支援学校は、就労支援に資する教育課程を含む）を対象とする。

○都道府県が行う高等学校等の専攻科に通う生徒への支援事業に

対して、国がその経費を補助することにより、家庭の教育費負担の

軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与する。

目的・目標

＜支援スキーム＞
住民税非課税世帯及びそれに
準ずる世帯の生徒が対象

（※）両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人（16歳以上）、中学生1人の４人世帯の目安

270万円 380万円
（住民税非課税世帯）

授業料に係る支援

授業料以外の教育費に係る支援
（高校生等奨学給付金において実施）

年収目安

補助対象上限額

約12万円

約43万円

約48万円

平均授業料を
勘案した水準

公立専攻科
の支給額

住民税非課税世帯の
支給額の1/2 （※）

～270万円（住民税非課税世帯） 270～380万円

公立 私立 公立 私立

授業料 118,800円 427,200円 59,400円 213,600円

授業料以外
51,500円 53,100円

― ―

＜１人当たり補助対象上限額＞

高校等
専攻科

高等学校

大学
短大 専門学校

高等専門学校

＜各教育機関の位置づけ＞ 高校及び特別支援学校高等部の本科の教育内容を
基礎に、資格取得のための教育等を実施。

※ 授業料以外の教育費は高校生等奨学給付金において別途計上

（+3,000円） （+3,000円）

6



①要保護者・・・・・生活保護法第６条第２項に規定する要保護者 【令和元年度 約10万人】
②準要保護者・・・市町村教育委員会が生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

（認定基準は各市町村が規定）【令和元年度 約124万人】

学校教育法第１９条において、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えな
ければならない。」と規定。

①補助の概要 ： 市町村の行う援助のうち、要保護者への援助に対して、国は、義務教育の円滑な実施に資することを目的として、
「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」「学校給食法」「学校保健安全法」等に基づいて
必要な援助を行っている。

②補助対象費目 ： 学用品費／体育実技用具費／卒業アルバム代等／オンライン学習通信費／新入学児童生徒学用品費等／
通学用品費／通学費／修学旅行費／校外活動費／医療費／学校給食費／クラブ活動費／生徒会費／ＰＴＡ会費

③国庫補助率 ： １／２（予算の範囲内で補助）

④令和4年度概算要求
・「オンライン学習通信費」の単価引き上げ

小学校： 1,2000円 → 15,000円（＋3,000円） 中学校： 12,000円 → 15,000円（＋3,000円）
・「新入学児童生徒学用品費等」の単価引き上げ

小学校： 51,060円 → 56,020円（＋4,960円） 中学校： 60,000円 → 69,260円（＋9,260円）
・「修学旅行費」の単価引き上げ

小学校： 22,690円 → 26,180円（＋3,490円） 中学校： 60,910円 → 62,300円（＋1,390円）

準要保護者に対する就学援助については、三位一体改革により、平成１７年度より国の補助を廃止し，税源移譲・地方財政措置を行い、各市町村
が単独で実施している。

３ 要保護者等に係る支援 【要保護児童生徒援助費補助金】

１ 実施主体

４ 準要保護者に係る支援

２ 就学援助の対象者

令和２年度予算額 ６２６百万円 （前年度予算額 ６６９百万円）

義務教育段階の就学援助（概要）

令和４年度要求・要望額 ６億円 (前年度予算額 ６億円)
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目的・目標

事業内容

被災児童生徒就学支援等事業（大規模災害）

○大規模災害により被災し、経済的理由から就学困難となった児童

生徒等が安心して学ぶことができるよう、家庭の教育負担の軽減を

図ることが喫緊の課題。

○本事業は、平成28年熊本地震を発端として同年度から実施。

背景説明

○大規模災害（令和2年7月豪雨）により被災し、経済的理由から就学等が困難となった児童生徒等に対して、都道府県等が以下の
就学支援等を実施する場合、被災による支援対象者数の増加に伴う負担を考慮し、交付金として経費の一部（2/3）を国庫で支援する。

（対象者） 被災により就学困難となった児童生徒

（対象事業） 市町村等において行う就学援助事業

（対象費目） 学用品費、通学費、修学旅行費、学校給食費、医療費 等

※通学費には、スクールバスの運行による通学手段の確保に係る経費を含む

就学援助事業 【小・中学校】

（対象者） 被災により就学困難となった生徒

（対象事業） 都道府県において行う奨学金事業

奨学金事業 【高等学校】

（対象者） 被災により就学等が困難となった児童生徒

（対象事業） 都道府県等において行う授業料等減免事業

私立学校授業料等減免事業 【私立高等学校等】

（対象者） 被災により就学困難となった幼児児童生徒

（被災により支弁区分が変更となった者も含む）

（対象事業） 都道府県等において行う就学奨励事業

（対象費目） 学用品費、通学費、修学旅行費、学校給食費 等

特別支援教育就学奨励事業 【特別支援学校等】

専修学校・各種学校授業料等減免事業 【専修学校・各種学校 】

（対象者） 被災により職業技術の教育等を目的とする学校への就学が困難となった生徒

・専修学校高等課程、専門課程：修業年限1年以上

・専修学校一般課程、各種学校：原則修業年限2年以上

（対象事業）都道府県等において行う授業料等減免事業

○被災により就学困難となった児童生徒等に

対して、都道府県等が就学支援等を実施

することで、教育機会を確保する。

令和4年度要求・要望額 0.6億円

(前年度予算額 1.7億円)
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○被災により就学困難となった児童生徒等に対して

都道府県等が就学支援等を実施することで、教育

機会を確保する。

目的・目標

就学援助事業 【小・中学校】

被災児童生徒就学支援等事業（東日本大震災）

○東日本大震災により被災し、経済的理由から就学困難となった児童

生徒等が安心して学ぶことができるよう、家庭の教育負担の軽減を図

ることが喫緊の課題。

背景説明

令和4年度要求・要望額 9億円

(前年度予算額 15億円)

【東日本大震災
復興特別会計】

＜地震・津波被災地域、原子力災害被災地域＞

＜原子力災害被災地域のみ＞

事業内容

○東日本大震災により被災し、経済的理由から就学等が困難となった児童生徒等に対して、都道府県等が以下の就学支援等を実施する場合、
被災による支援対象者数の増加に伴う負担を考慮し、交付金として経費の全額（10/10）を国庫で支援（一部を除く。）する。

「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針（令和元年12月20日閣議決定）

（１）地震・津波被災地域 ・・・
（２）原子力災害被災地域 ・・・ 就学支援について、支援の必要な子どもの状況等、事業の進捗に応じた支援を継続する。

就学支援について、過去の大規模災害における取組事例等を踏まえ、支援の必要な子どもの状況等、事業の進捗に応じた支援を継続する。

（対象者） 原子力災害により就学困難となった生徒

（対象事業） 都道府県において行う奨学金事業

（返還免除） 原則として、死亡・障害により返還が困難なとき

奨学金事業 【高等学校】

特別支援教育就学奨励事業 【特別支援学校等】

（対象者） 原子力災害により就学困難となった幼児児童生徒

（原子力災害により支弁区分が変更となった者も含む）

（対象事業） 都道府県等において行う就学奨励事業

（対象費目） 学用品費、通学費、修学旅行費、 学校給食費 等

（対象者） 原子力災害により就学等が困難となった幼児児童生徒

（対象事業） 都道府県等において行う授業料等減免事業

私立学校授業料等減免事業 【私立高等学校等】

専修学校・各種学校授業料等減免事業 【専修学校・各種学校 】

（対象者） 原子力災害により職業技術の教育等を目的とする学校への就学が困難となった生徒

・専修学校高等課程、専門課程：修業年限1年以上

・専修学校一般課程、各種学校：原則修業年限2年以上

（対象事業） 都道府県等において行う授業料等減免事業

※ 専修学校専門課程及び一般課程並びに各種学校については学校が実施した減免額の2/3が上限

（対象者） 震災により就学困難となった児童生徒 （対象費目） 学用品費、通学費、修学旅行費、学校給食費、医療費 等

（対象事業） 市町村等において行う就学援助事業 ※ 通学費には、スクールバスの運行による通学手段の確保に係る経費を含む
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