機密性2情報

資料４

義務教育段階の就学援助について
令和４年１月
初等中等教育局修学支援・教材課

義務教育段階の就学援助（概要）
１ 実施主体

令和２年度予算額 ６２６百万円

（前年度予算額 ６６９百万円）

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。

２ 就学援助の対象者
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２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２年度 約123万人】

３ 要保護者等に係る支援 【要保護児童生徒援助費補助金】 令和４年度予算額（案）

６億円 (前年度予算額 ６億円)

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年度予算額（案）

・「オンライン学習通信費」の単価引き上げ
小学校： 12,000円 → 14,000円（＋2,000円）

中学校： 12,000円 → 14,000円（＋2,000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 → 54,060円（＋3,000円）

４ 準要保護者に係る支援
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。
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被災児童生徒就学支援等事業（大規模災害）
背景説明

令和４年度予算額（案） 57百万円
(前年度予算額

172百万円)

目的・目標

○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

○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

図ることが喫緊の課題。

することで、教育機会を確保する。

○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。

事業内容
○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。

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児童生徒

（対象事業） 市町村等において行う就学援助事業

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

（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

奨学金事業 【高等学校】
（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

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

特別支援教育就学奨励事業 【特別支援学校等】
（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
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被災児童生徒就学支援等事業（東日本大震災）

令和４年度予算額（案） 939百万円
(前年度予算額

【東日本大震災
1,489百万円) 復興特別会計】

背景説明

目的・目標

○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

○被災により就学困難となった児童生徒等に対して

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

都道府県等が就学支援等を実施することで、教育

ることが喫緊の課題。

機会を確保する。

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 ・・・ 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。
（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。

＜地震・津波被災地域、原子力災害被災地域＞
就学援助事業 【小・中学校】
（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

＜原子力災害被災地域のみ＞
奨学金事業 【高等学校】
（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

私立学校授業料等減免事業 【私立高等学校等】
（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

（返還免除） 原則として、死亡・障害により返還が困難なとき

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

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
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令和4年度予算額（案） 52百万円

地方自治体業務プロセス・情報システム標準仕様作成事業（就学）（前年度予算額
背景

55百万円)

事業概要

「デジタル・ガバメント実行計画」（令和2年12月25日閣議決定）
地方公共団体における情報システム等の共同利用、手続の簡素化、迅速化、行政の効率化等を
推進するため、地方公共団体の業務プロセス・情報システムの標準化に取り組む。
④教育（文部科学省）
就学に係る学齢簿作成、就学援助認定等のシステムは、2021年（令和３年）夏までに標準仕様
書を作成する。

就学事務（学齢簿編製・就学援助）における業務プロセスや情報システム整備の実態
を調査し、令和3年度に就学に係る学齢簿作成、就学援助認定等のシステム標準仕様書
を作成した。
令和4年度は、デジタル庁が業務横断的に策定する「データ要件・連携要件」や、（標準
化対象17業務のうち）生活保護をはじめとする第2グループの作業内容及び当該業務の
制度改正等を踏まえ、標準仕様書の改定を行う。

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」 （令和3年6月18日閣議決定）

文部科学省

データ要件・連携要件の内容と各制度関係府省庁が定める各業務の標準仕様の内容との整合性
が保たれるよう、デジタル庁と各制度関係府省庁は、相互に連携を図る。 （略）
地方公共団体の基幹業務システムについて、情報システムの迅速な構築と柔軟な拡張、データ移
行や連携の容易性の向上、高度のセキュリティ対策の導入、サーバ等の共同利用による情報システム
に係るコスト削減等を通じて、デジタルファースト及びワンスオンリーを徹底し、住民サービスの向上と行
政の効率化を図るため、基幹業務システムを利用する原則全ての地方公共団体が、目標時期である
令和７年度（2025年度）までに、ガバメントクラウド上に構築された標準化基準に適合した基幹業
務システムへ移行する統一・標準化を目指す。

就学事務の概要
就学援助
学校教育法第19条に基づき、各市町村が、経済的理由により小・中学校への就
学が困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、 学用品費や通学費、修
学旅行費、学校給食費などの援助を行う制度。

学齢簿編製

委託

民間企業等
標準仕様書改定
●主要論点の整理（データ要件・連携要件、他業務の標準仕様書を踏まえた修正）
●ワーキングチーム・検討会による協議（機能要件、帳票要件）
●全国意見照会の実施
●機能要件・帳票要件の見直し
事業概要
●標準仕様書の修正・調整
等
＜スケジュール＞
2021年度

2022年度

第１Ｇ仕様書策定

学齢簿は、学校教育法第16条、第17条に基づき、学齢児童生徒（満６歳～
15歳）の就学義務の履行状況を把握し、義務教育の完全実施を確保するための
基本的な帳簿である。市町村教育委員会は住民基本台帳に基づき、その作成・管
理や就学校の指定などの事務（就学事務）を行っている。

委託先

１～２機関

第2G仕様書、データ・連携要件、制度改正等を踏まえた仕様書改定

（介護・障害者福祉、
就学、地方税）

民間企業等

2023～2025年度

データ要件・連携要件の策定

第２Ｇ仕様書策定
（国民健康保険・国民年金、生活保護・健康管理・児童扶養手当、
子ども・子育て支援 等）

箇所数・期間

制度改正等を踏まえた
データ要件・連携要件
の更新

標準準拠システムへの
移行
（地方公共団体は「（
仮称）Gov-Cloud」を
活用し、標準準拠シス
テムを利用）

１～２機関、１年

委託対象経費 標準仕様書作成に必要な経費 （謝金、委員等旅費、人件費、消耗品費等）
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今後の標準仕様の策定スケジュール
2020年度
2月

3月

2021年度
4月

5月

6月

○住民記録システム

7月

8月

2.0版作成

9月

10月

2022年度
11月

12月

住民記録・１Gのデータ要件・連携要件の
標準案との調整等に伴う見直し

1月

2月

3月

4月

１G・２Gとのデータ要件・連携要件
の標準案との調整等に伴う見直し

5月

6月

7月

8月

自治体・
関係ベンダ
意見照会

標準仕様の
改定

自治体・
関係ベンダ
意見照会

標準仕様
（各省検
討事項）
の改定

○第１グループ：介護、障害者福祉、就学、地方税（固定・個住・法人・軽自）

5 標準仕様の案作成

6-1
自治体意見
照会
6-2
関係ベンダ
意見照会

7
標準仕様
（各省検
討事項）
の決定

１Gの
データ要件・連携要件の標準案と
の調整等に伴う見直し

第２Gの
データ要件・連携要件の
標準案との調整等に伴う
見直し

○第２グループ：児童手当、選挙人名簿管理、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療、生活保護、健康管理、
児童扶養手当、子ども・子育て支援
1-1 検討会・WGの設置準備（人選・依頼）

1-2 検討会・WGの開催

2-1 主要論点照会(関係ベンダ)

2-3 主要論点整理

2-4 主要論点検討

2-2 主要論点照会(自治体)

3 業務フロー（BPMN）作成
4 機能要件の検討

5 標準仕様（各省検討事
項）の 案の作成
5-1 主要論点検討で決定
した事項を、「業務フロー」
「機能要件」に反映
5-2 自治体の規模による差
も検討・調整

6-1
自治体
意見照会
6-2
関係ベンダ
意見照会

7
標準仕様
（各省検
討事項）
の決定

○データ要件・連携要件の標準
課題整理
アウトプットイメージの作成

住民記録システムの
案の作成

第１Gの案の作成

第２Gの案の作成

案の自治体・関係
ベンダ意見照会

標準仕様の
決定 5

令和3年度就学援助実施状況調査

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた家計急変世帯の認定

○ 家計急変世帯の認定について、 「従前より家計急変世帯の認定を行っておりその際と同様の基準により認定」 、「新型コロナウイルス感
染症の影響を踏まえて新たに認定基準を整備し、その基準により認定」 、 「相談があった場合、事例に応じて個別に対応」と回答した
のは1,456 市町村（82.5％）。

60（3.4%）

相談があった場合、事例に応じて個別に対応

249（14.1 %）

従前より家計急変世帯の認定を行っており、その際と同様の基準に
より認定

144（8.2%）

845（47.9%）

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、新たに認定基準を整
備し、その基準により認定
新たに認定基準を整備することを検討中

467（26.5 %）

その他

※ 回答市町村数 1,765市町村。
※ 構成比はそれぞれ小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。
※ 「その他」としては、他制度の給付金による支援を行っている場合や、対象者がいない場合など。
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機密性2情報

新型コロナウイルス感染症に伴う就学援助の取り扱い及び周知について（周知）
令和２年度予算額 ６２６百万円

（前年度予算額 ６６９百万円）
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令和3年度就学援助実施状況調査

子供の貧困に
関する指標

就学援助制度の周知状況

入学時及び毎年度の進級時に学校で就学援助制度の書類を配付している市町村の割合
1,431／1,765市町村

81.1％（対前年度＋2.4ポイント）

○ 就学援助制度の周知について、入学時や就学時健康診断の際に学校で就学援助制度の書類を配布する市町村は減少したが、学校の入学説明会
や就学案内とともに書類を配布する市町村が増加している。
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932（52.8%）
977（55.4%）

①入学時に学校で就学援助制度の書類を配付

912（51.7 %）
866（49.1%）

②学校の入学説明会で就学援助制度の書類を配布

661（37.5 %）
678（38.4%）

③就学時健康診断の際に学校で就学援助制度の書類を配布

606（34.3 %）
585（33.1%）

④就学案内の書類に記載又は就学案内の書類とともに配布

1541（87.3%）
1489（84.4%）

⑤毎年度の進級時に学校で就学援助制度の書類を配付
1246（70.6 %）
1238（70.1%）

⑥教育委員会のホームページに制度を掲載
908（51.4 %）
908（51.4%）

⑦自治体の広報誌等に制度を記載

⑧民生委員やスクールソーシャルワーカー等から案内を配布
⑨その他

※
※
※
※

1600

63（3.6%）
45（2.5%）
383（21.7%）
359（20.3%）

R３
R２
回答市町村数（R2:1765、R3:1765 ）
複数回答可。
「入学時及び毎年度の進級時に学校で就学援助制度の書類を配付している市町村の割合」 は⑤かつ①、②、③、④のいずれか１つ以上を回答した市町村の割合としている。
「その他」としては、教育委員会から児童生徒がいる世帯へ案内を郵送している場合や、域内の幼稚園や保育所で案内を掲示している場合などがある。
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令和3年度就学援助実施状況調査

就学援助の申請書の提出方法・申請期間
申請期間

申請書の提出方法
○「希望者が学校に提出（申請者のみ提出）」と回答した割合が
46.5%（821市町村）と最も高い。

○就学援助制度の申請期間について、「随時申請を受け付けており、締切を
過ぎた申請の場合は申請月や認定月以降分から援助」と回答した割合が
87.0%（1,535市町村）と最も高い。

○申請の有無に関わらず、全員に申請書の提出を求めて申請希望の有無に
ついて確認している自治体もある。
0

200

400

600

821（46.5 %）

（申請者のみ提出）
希望者が教育委員会に提出

394（22.3%）

（申請者のみ提出）
希望者が学校もしくは教育委員会に提出

611（34.6%）

（申請者のみ提出）
全員が学校に提出

全員が学校もしくは教育委員会に提出
（申請の有無にかかわらず全員提出）
その他

1000

75（4.2 ％）

83（4.7 %）

希望者が学校に提出

（申請の有無にかかわらず全員提出）

800

72（4.1％）

1535
（87.0 %）

34（1.9%）

7（0.4%）

97（5.5%）

随時申請を受け付けており、締切を過ぎた申請の場合は申請月や
認定月以降分から援助

随時申請を受け付けており、年度当初分から援助
申請締切を設定し、期間内の申請のみ受け付け
その他

※ 回答市町村数 1,765市町村。
※ 複数回答可。
※ 「その他」としては、「新入学児童学用品費等の対象者のうち小学校の入学前支給を希
望する者のみ教育委員会に提出」などがある。

※ 回答市町村数 1,765市町村。
※ 構成比はそれぞれ小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも
100とはならない
※ 「その他」としては、各学期で申請締切を設定し、各学期始めから援助している例などが
ある。
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令和３年度就学援助実施状況調査

新入学児童生徒学用品費等の入学前支給の実施状況

小学校
子供の貧困に
関する指標

⚫

中学校

⚫ 「令和３年度入学者に実施済み」と回答
1,477／ 1,765市町村 83.7％

⚫ 「令和３年度入学者に実施済み」と回答
1,502 ／ 1,765市町村 85.1％

（対前年度 ＋1.4ポイント）

（対前年度 ＋1.3ポイント）

「入学前支給を行っていないが，現在検討はしている」と回答
104／1,765市町村 5.9 ％
内訳
• 令和４年度新入学者から実施予定：24市町村
• 令和５年度新入学者以降の実施予定：15市町村
• 未定：65市町村
150 (8.5%)

⚫

「入学前支給を行っていないが，現在検討はしている」と回答
90／1,765市町村 5.1 ％
内訳
• 令和４年度新入学者から実施予定：21市町村
• 令和５年度新入学者以降から実施予定：13市町村
• 未定：56市町村

34 (1.9%)
入学前支給を行っている

104(5.9%)

143 (8.1%) 30 (1.7%)
90(5.1%)

入学前支給を行っていないが、現在検
討はしている
入学前支給を行っておらず、現在検討

1,477(83.7%)

もしていない

1,502(85.1%)

その他

※ 回答市町村数 1,765市町村。
※ 構成比はそれぞれ小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない
※ 「その他」としては、学用品費や修学旅行費を無償化している場合や、要保護・準要保護者がいない場合などがある。
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「令和３年度要保護児童生徒援助費補助金の事務処理について（通知）」（抜粋）
（令和３年７月２０日付，３文科初第７０９号）

なお，小中学校の第１学年の児童生徒に対しては，新入学児童生徒学用品費等で措置する
こと。
ウ 校外活動費（宿泊を伴わないもの。以下同じ。）
ａ 補助の対象となる校外活動費については，交付要綱にその補助の範囲が定められている
ので留意すること。
なお，学校内で行われる運動会，学芸会等の学校行事に必要な経費及び学校外の活動で
あっても学校行事に含まれないものは，校外活動費の補助対象とはならないこと。
ただし，学校行事として行う芸術鑑賞は，学校内で行われる場合も対象となるので留意す
ること。
ｂ 市町村教育委員会は，補助対象となった校外活動費について学校ごとに行き先，日時，
参加者数，経費及びその内訳を明らかにしておくこと。
エ 校外活動費（宿泊を伴うもの。以下同じ。）
ａ 補助の対象となる校外活動費については，交付要綱にその補助の範囲が定められている
ので留意すること。
なお，補助の対象となる校外活動費は学校行事として実施されるものであり，学年を通
じて１回を限度とすること。
ｂ 市町村教育委員会は，補助対象となった校外活動費について学校ごとに行き先，日時，
参加者数，経費及びその内訳を明らかにしておくこと。
オ 体育実技用具費
ａ 補助の対象となる体育実技用具費については，交付要綱にその範囲が定められているの
で留意すること。
ｂ 体育実技用具のレンタルに係る費用のうち，児童又は生徒全員が一律に負担すべきこと
となる経費は補助の対象となること。
ｃ なお，補助対象品目の一部のみ（剣道の剣道衣又は防具袋のみ，スキーの金具又はスト
ックのみ等）を支給する場合は，体育実技用具費の補助対象とはならず，一般の学用品費
の補助対象となること。
カ 新入学児童生徒学用品費等
ａ 補助の対象となる新入学児童生徒学用品費等は，新入学児童又は生徒が通常必要とする
学用品・通学用品（ランドセル，カバン，通学用服，通学用靴，雨靴，雨がさ，上ばき，
帽子等）であること。
ｂ 新入学児童生徒学用品費等については，児童生徒が入学時期の前後に自治体に転入又は
転出をした場合，転出元の自治体で支給済みであれば，支給しないこととする旨の規定を
設けたり，支給後に転出した者については，転入先の自治体に支給済みの旨を連絡するな
ど，二重支給とならないよう努めること。
ｃ 新入学児童生徒学用品費等の入学前支給を実施していない自治体については，実施に向
けた検討を行うこと。
d
新入学児童生徒学用品費等の入学前支給の実施に当たっては，認定時の年齢によって取
扱いに差が生じないよう配慮を行うこと。
キ 修学旅行費
ａ 補助の対象となる修学旅行費は，交通費，宿泊費，見学料並びに修学旅行に参加した児
童生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代，
医薬品代，旅行傷害保険料，添乗員経費，荷物輸送料，しおり代，通信費，旅行取扱料金
であること。
ｂ 交通費には，空港使用料，燃油サーチャージ料，航空保険特別料金等に係る経費が含ま
れること。
ｃ 宿泊費には，次に掲げるものが含まれること。
・ 宿泊に当たり旅館等から一定の割合で請求される奉仕料
・ 宿泊に当たり旅館等から提供される食事に要する経費（補食，おやつ代を除く。）
・ 船中宿泊に当たり児童生徒全員が利用することとなる毛布等の寝具の借料
5
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機密性2情報

令和3年度就学援助実施状況調査

生活保護基準見直しによる準要保護への影響及び対応

○平成30年10月から段階的に実施された生活保護基準の見直しに伴う就学援助制度（準要保護者）に生じる影響及び
対応について調査を実施。
○その結果として、準要保護の認定にあたり「生活保護基準見直しの影響が生じない（※1）」又は「生活保護基準見直しの影
響が生じる可能性がある場合に、何らかの対応を行っている（※2）」と回答したのは1,670市町村（94.6％）。

○一方、「生活保護基準見直しの影響が生じる可能性があるが、対応予定なし」と回答したのは97市町村（5.4 ％）。
生活保護基準見直しに伴う影響及び対応
①生活保護基準の見直しの影響が生じない（※1）
②生活保護基準見直しの影響が生じる可能性がある場合に、何らかの対応を行っている（※2）
③生活保護基準見直しの影響が生じる可能性があるが、対応していない

市町村数
1,536
(87.0%)

134
(7.6%)

95
(5.4%)

※
回答市町村数 1,765 市町村。
※1 ①準要保護者の認定にあたって、生活保護基準を参照して判定する基準を用いていないと回答した自治体、②準要保護者の認定にあたって、生活保護基準を参照して判定する
基準を用いることとしている自治体のうち、平成30年10月の見直し後の生活保護基準を平成30年10月以降、今年度の準要保護の認定基準として反映させないと回答した市町
村、③準要保護者がいない、生活保護基準見直しに伴う影響を受ける所得層の準要保護者がいないため対応なしと回答した市町村。
※2 見直し後の生活保護基準に基づく準要保護の認定基準で否認定となった者は、改めて見直し前の生活保護基準に基づく準要保護の認定基準により再認定するなどの対応。
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「令和３年度要保護児童生徒援助費補助金の事務処理について（通知）」（抜粋）
（令和３年７月２０日付，３文科初第７０９号）

３文科初第７０９号
令和３年７月２０日
北海道教育委員会教育長

殿

文部科学省初等中等教育局長
瀧 本

寛

令和３年度要保護児童生徒援助費補助金の事務処理について（通知）

要保護児童生徒等への就学援助については，平素より格段の御配慮を賜り厚く御礼申し上げます。
標記補助金の事務処理について，「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金
交付要綱」等のほか，下記のとおり留意事項を取りまとめましたので，遺漏のないようお取り扱い願い
ます。
文部科学省においては，「子供の貧困対策に関する大綱」（令和元年11月29日閣議決定）に基づき，
市町村が行う就学援助の適切な運用及びきめ細やかな広報など就学援助の充実を図ることを目的とし，
就学援助の実施状況等について定期的な調査を実施するとともに，『就学援助ポータルサイト』におい
て，要保護及び準要保護児童生徒数，就学援助制度の周知方法，準要保護の認定基準等を公表しており
ます。
各都道府県教育委員会においては，各市町村教育委員会に対し，援助の必要な児童生徒の保護者に対
して漏れなく就学援助が実施されるよう，調査結果を参考に，できるだけ多くの広報手段等を活用する
など，就学援助の趣旨及び申請手続に係る周知の徹底について，御指導願います。
また，平成29年度より，小学校等についても，就学予定者に対する「新入学児童生徒学用品費等」の
入学前支給分を国庫補助の対象としておりますので，援助を必要とする時期に速やかな支給が行えるよ
う，各市町村教育委員会に対し，入学前支給の実施について，検討を促していただくよう，お願いしま
す。これに加え，昨年６月の要綱改正において，「オンライン学習通信費」を新たに補助対象費目とし
て追加しておりますので，併せて周知願います。
準要保護者に係る就学援助費については，所要の事業費が地方財政計画に計上され地方交付税を算定
する際の基準財政需要額に算入されております。このことに鑑み，各市町村教育委員会において，予算
の確保等，当該事業が適切に実施されるよう併せて御指導願います。
なお，平成30年10月から段階的に実施された生活保護基準見直しに伴う対応として，従来より要保護
者として就学援助を受けていた者については，令和３年度においても引き続き国による補助の対象とし
ます。地方自治体で独自に実施されている準要保護者に対する就学援助についても，この政府の対応方
針等の趣旨を御理解いただき，適切に御判断・御対応いただくよう，域内の市町村に対し周知願いま
す。

1

13

