資料３−３

文部科学省における
子供の貧困対策の総合的な推進
＜平成28年度予算等＞

平成28年７月14日
子供の貧困対策に関する有識者会議

幼児期から高等教育段階まで切れ目のない教育費負担の軽減を目指す
幼児教育の無償化

高校生等奨学給付金の充実

低所得の多子世帯及びひとり親世帯等の負
担軽減等、幼児教育の無償化に向けた取組を
段階的に推進する

高等学校等就学支援金制度のほか、高校生等奨学給
付金について、学年進行で着実に事業を実施するととも
に、非課税世帯の給付額の増額を図る

・多子世帯の保護者負担軽減：
年収約360万円未満相当の世帯について、第２子
の保育料を半額、第３子以降の保育料の無償化を
完全実施
・ひとり親世帯等の保護者負担軽減：
市町村民税非課税世帯の保育料を無償化
年収約360万円未満相当の世帯の第１子保育料
半額、第２子以降の保育料無償化

・対象者数：34万人→47.8万人
・非課税世帯第１子（全日制等）における給付額の増額：
国公立37,400円→59,500円 私立39,800円→67,200円

※ （）内は、平成27年度予算。

【H28予算：131億円（79億円）】

高等教育段階

【H28予算：345億円※（323億円）】
※子ども・子育て支援新制度移行分を含む

高校等段階
義務教育段階
幼児期
就学援助の充実
要保護児童生徒に対する就学援助を実施し、また、「就学援助
ポータルサイト」の整備により、必要な家庭が就学援助を受けられ
るよう、各市町村のきめ細やかな広報等を促進する
【H28予算：８億円（８億円）】

フリースクール等で学ぶ不登校児童生徒への支援
フリースクール等で学ぶ不登校児童生徒への支援の在り方等
に関するモデル事業を実施し、総合的に検討する
【H27補正予算：6.4億円】

大学等奨学金事業の充実
無利子奨学金の貸与人員を増員（46万人→47.4万人)し、「有利
子から無利子へ」の流れを加速させるとともに新たな所得連動返
還型奨学金制度の導入に向けた検討を進める
【H28予算（無利子奨学金事業）：3,222億円（3,125億円）（事業費）
880億円（748億円）（一般会計）】

各大学等における授業料減免への支援の充実
○各大学等における授業料減免への支援を充実させる
・国立大学の授業料等の減免 対象人数：5.7万人→5.9万人
【H28予算：320億円（307億円）】
・私立大学の授業料等の減免 対象人数：4.2万人→4.5万人
【H28予算：86億円（85億円）】

○専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に関する実証研究を行う
【H28予算：３億円（３億円）】

誰もがいつでも、希望する質の高い教育を受けられる社会を実現
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学校をプラットフォームとした総合的な子供の貧困対策の推進
教育相談の充実
全ての子供が集う場である学校を、
スクールソーシャルワーカー・
子供の貧困対策のプラットフォームと
スクールカウンセラー
学力保障・進路指導
して位置づけ、学校における学力保 福祉関連機関
学校
障・進路支援、子供の貧困問題への
（プラットフォーム）
早期対応、教育と福祉・就労との組織
家庭
的な連携、地域による学習支援や家
スクールソーシャルワーカー
庭教育支援を行うことにより、貧困の
や学校等と連携
連鎖を断ち切ることを目指す。
家庭教育支援の充実

家庭教育
支援チーム

NPO・地域

教育委員会

学習支援の充実

学校教育における学力保障・進路支援

■貧困による教育格差の解消のための教職員等の指導体制の充実

[H27]100人→[H28] 150人(＋50人）

■主に学力向上を目的とし、補習・補充学習等を行うサポートスタッフを派遣（高等学校分） 【H28予算：4.7億円(+0.6億円)】 [H27]1,000人→[H28]1,150人
■定時制・通信制課程や総合学科における多様な学習を支援する高等学校の支援 【H28予算：0.8億円(前年同）】
教育相談の充実

■スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラーの配置拡充 【H28予算：55億円(+８億円)】〔補助率1/3〕
①福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーの配置拡充

②スクールカウンセラーの配置拡充

○スクールソーシャルワーカーの配置【拡充】（週１日×３h）
[H27]2,247人 → [H28]3,047人（+800人、36％増）
○貧困対策のための重点加配【拡充】（+週１日×３h)
[H27] 600人 → [H28]1,000人（+400人、67％増）

○全公立中学校（10,000校）及び公立小学校（15,500校）への配置
[H27]
[H28]
○うち小中連携型配置【拡充】
中学校 300校→ 2,500校
小学校 600校 → 5,000校
[H27] 300中学校区 → [H28] 2,500中学校区
計
900校 → 7,500校
○貧困対策のための重点加配【拡充】(+週１日×４h)
[H27] 600校
→ [H28] 1,000校（+400校、67％増）
【目標】 平成31年度までに全公立小中学校(27,500校)に配置

※併せてスクールソーシャルワーカーの質向上のため取組を支援

【目標】 平成31年度までに全ての中学校区（約１万人）に配置

学習支援の充実

■地域未来塾による学習支援の充実【H28予算：2.7億円(+0.6億円)】 〔補助率1/3〕
[H27] 2,000か所 → [H28]約 3,100か所（+1,100か所）
【目標】可能な限り早期に5,000中学校区（全中学校区(１万校区)の半数）

地域未来塾
家庭での学習習慣が十分に身についていない中学生・高校生等
を対象に大学生や元教員等の地域住民の協力やＩＣＴの活用等に
よる、原則無料の学習支援

■ ICTを活用した小中高生の地域における学習活動やひとり親家庭の子供への学習支援
家庭教育支援の充実

■ 家庭教育支援チーム等による訪問型家庭教育支援の推進

【H28予算：0.3億円(新規）】

全国５か所
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幼児教育の無償化に向けた取組の段階的な推進
○ 家庭の所得にかかわらず、全ての子供に質の高い幼児教育を保障するために、幼児教育無償化を段階的に推進する。平成
28年度は、低所得の①多子世帯及び②ひとり親世帯等の保護者の負担軽減を図る。
○幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、全ての子供に質の高い幼児教育を保障するため、幼児教育の無償化に向けた
取組を段階的に推進する。
○平成28年度については、｢幼児教育無償化に関する関係閣僚･与党実務者連絡会議｣(平成27年7月22日開催)で取りまとめられた方針等を踏まえ、低所得の
多子世帯及びひとり親世帯等の保護者負担の軽減を図り、幼児教育無償化に向けた取組を推進する。
【幼稚園就園奨励費補助 （ 補助率：１／３以内 ）】
幼児教育の振興を図る観点から、保護者の所得状況に応じた経済的負担の軽減等を図る
「幼稚園就園奨励事業」を実施している地方公共団体に対し国が所要経費の一部を補助する。

平成２７年度予算額
平成２８年度所要額
（対前年度

３２，３４１百万円
３４，５２７百万円
２，１８６百万円増）

平成２８年度予算額

３２，２７２百万円

うち、子ども・子育て支援新制度の制度移行分を除いた文部科学省予算計上分

2.ひとり親世帯等の保護者負担軽減

1.多子世帯の保護者負担軽減
所要額 １８億円

所要額 ４億円

うち、文部科学省予算計上分 １４億円

うち、文部科学省予算計上分 ３億円

市町村民税所得割課税額77,100円以下（年収約360万円未満相
当）世帯について、多子計算に係る年齢制限（小学校3年生を上限）
を撤廃し、第2子半額、第3子以降無償化を完全実施。
○多子計算の年齢制限撤廃：
（現行）小学校3年生を上限に子供の数を計算。
→（改正）年収約360万円未満相当世帯に限り年齢制限を撤廃。

市町村民税所得割課税額77,100円以下（年収約360万円未満相当）の世帯のひ
とり親世帯等、在宅障害児（者）のいる世帯、その他の世帯（生活保護法に定める
要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯）の子供について、保護
者負担額の軽減措置を実施。
現 行

ひとり親世帯等

補助単価

保護者負担額（月額）

第1子

272,000円

3,000円

第2子

290,000円

1,500円

階層区分

補助単価

保護者負担額（月額）

→

308,000円

0円（無償化）

→

308,000円

0円（無償化）

【例：年収約360万円未満相当世帯の3人兄姉の場合】
第Ⅱ階層
市町村民税非課税世帯、
市町村民税所得割非課税世帯
（年収約270万円未満相当）

第Ⅱ階層のひとり親世帯等の保護者負担額を0円（無償）に引き下げ。
第Ⅲ階層
市町村民税所得割課税世帯
77,100円以下。
（年収約360万円未満相当）

第1子

115,200円

16,100円

→

217,000円

7,550円

第2子

211,000円

8,050円

→

308,000円

0円（無償化）

第Ⅲ階層のひとり親世帯等の保護者負担額を第1子は7,550円（月額）に、第2子は0円（無償）に引き下げ。
※ 補助限度額は保育料の全国平均単価（308,000円）。 他の階層の補助単価は前年同額。
※ 市町村民税所得割課税額（補助基準額）及び年収は、夫婦（片働き）と子供２人世帯の場合の金額であり、年収はおおまかな目安。
※ 就園奨励事業は市町村が行う事業であり、実際の補助額は市町村により異なる。
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義務教育段階の就学援助
○ 経済的援助を受ける家庭の児童生徒数が急速に増加している（16人に1人（H7）→6人に1人（H25））。要保護者及び準要保護
者の児童生徒に対して、就学に際して必要な援助を与えている。

１ 就学援助の実施主体
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。」と明記されている。

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（平成２５年度 約１５万人）
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
（平成２５年度 約１３７万人）
【認定基準は各市町村が規定】

３ 要保護者等に係る支援
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。 【要保護児童生徒援助費補助金】
② 補助対象品目 ： 学用品費／体育実技用具費／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 平成２８年度予算額 ： ８億円 （ ２７年度予算額 ： ８億円 ）
※生活扶助基準の見直しに伴い、できるだけその影響が及ばないよう、平成２５年度当初に要保護者として就学支援を受けていた者等については、
生活扶助基準の見直し以降も引き続き国による補助の対象。平成２８年度以降についても適切に対応。
※平成２８年度から学用品費など８つの費目の単価を１つに大括り化し、単価を標準化することにより、地方公共団体の事務負担を軽減。

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。
※生活扶助基準の見直しに伴い、できるだけその影響が及ばないよう、国の取組を説明の上、その趣旨を理解した上で各自治体において判断していただくよう依頼。
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フリースクール等で学ぶ不登校児童生徒への支援モデル事業
○ フリースクール等で学ぶ経済的に苦しい家庭の不登校児童生徒の学習活動を支援する等のモデル事業を
初めて実施。
【目的・概要】
平成27年度補正予算額 ６４０百万円
フリースクール等で学ぶ不登校児童生徒の状況に応じた総合的な教育支援体制を構築するためのモデル事業を通じて、
不登校児童生徒が自信を持って学べる教育環境を整備
【内容】
Ⅰ フリースクール等で学ぶ不登校児童生徒への支援（経済面・学習面・連携強化）
① 経済的支援
フリースクール等で学ぶ経済的に困窮した家庭の不登校児童生徒の学習活動等に必要な経費（通学費、
屋外での体験活動費など）を支援

② 学習支援
支援員が家庭訪問等を行うことにより学習状況等を把握し、状況に応じた学習支援・進路相談等を実施

③ 教育委員会とフリースクール等の連携強化
教育委員会とフリースクール等の連携強化による不登校児童生徒への支援体制の構築

Ⅱ 教育支援センター等の設置促進支援
① 教育支援センターの設置促進
教育支援センター（適応指導教室）など、不登校児童生徒の状況に応じた学習の場の設置促進のための
コーディネーターの配置等

② 経済的支援
センターで学ぶ経済的に困窮した家庭の不登校児童生徒の学習活動等に必要な経費（通学費、屋外での
体験活動費など）を支援
※ただし、Ⅰの事業とセットの場合のみ

【実施予定件数】
メニュー毎にそれぞれ１０件モデル事業等を
採択予定

【支援の流れ等】
国

委託費

都道府県等が行うモデル事業
（実施主体：市町村等）
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高校生等への修学支援について①
○ 全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、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
するとともに、低所得世帯に対しては、授業料以外の教育費について、各都道府県が実施する高校生等奨学給付金事業を支
援することで、家庭の教育費負担の軽減を図る。

趣 旨
その他
教育費

（平成27年度予算額
平成28年度予算額

３,９０９億円）
３,８４2億円

都道府県による貸与型奨学金
高校生等
奨学給付金
(私立高校の授業料
平均額(H27))

家計急変への対応

（１／２国庫補助）

都道府県による授業料減免

390,578円

授業料

297,000円

就学支援金の加算
年収250万円未満世帯
年収250〜350万円世帯
年収350〜590万円世帯

2.5倍
2倍

237,600円

２．５倍
２倍
１．５倍

1.5倍

178,200円

私立高校等のみ加算
(公立高校授業料)

118,800円

就学支援金（118,800円）
約

250万

約

350万

約

590万

約

910万

年収(円）※

[市町村民税所得割額]
[0円 非課税]
[51,300円]
[154,500円]
[304,200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。実際は[ ]で示した市町村民税所得割額（両親の合算）で判断。

高等学校等就学支援金等

平成28年度予算額 3,680億円（平成２７年度予算額 3,805億円）
平成２６年度から学年進行により所得制限を導入した新制度に移行。（平成２８年度は定時制・通信制の４年生のみ旧制度）

◆
◆ 新制度の移行に伴う支給対象者の増減などを反映。
・ 旧制度（不徴収交付金・就学支援金）
• 新制度（就学支援金）
• 所得制限等に伴う事務費交付金の増

▲1,312 億円 （▲117 万人）
＋1,176 億円 （＋ 88 万人）
＋ 10 億円

※１

年収約910万円（市町村民税所得割額 304,200円）以上の世帯の生徒等については、
所得制限を設定。
※２ 年額118,800円を上限とするが、私立高校に通う低所得世帯及び中所得世帯の生徒等
については所得に応じて59,400円〜178,200円を加算して支給。
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高校生等への修学支援について②
高校生等奨学給付金

平成28年度予算額 131億円（平成27年度予算額779億円）

学年進行で着実に事業を実施するとともに、非課税世帯の給付額の増額を行うことにより、低所得世帯や多子世帯の教
育費負担の軽減を図る。
（補助率１／３）
〈充実内容〉
①着実な事業の実施【32億円増】
学年進行（1〜2年次⇒1〜3年次）
26年度

27年度

28年度

３年次

３年次

３年次

②給付額の増額【20億円増】
◎非課税世帯（第１子）における給付額の増額
世帯区分

給付額（年額）

生活保護世帯

全日制・通信制

国公立

32,300円

非課税世帯

全日制等（第１子）

国公立

37,400円 → 59,500円 私立

〃

２年次

２年次

２年次

１年次

１年次

１年次

15.7万人
（実績）

34万人
（見込）

47.８万人
（見込）

（第２子以降） 国公立 129,700円

通信制

国公立

52,600円
39,800円 → 67,200円

私立 138,000円

36,500円

私立

38,100円

◎多子世帯の更なる経済的負担の軽減(ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト)
（例）私立学校に通う高校生が２人いる世帯
平成27年度
平成28年度
世帯合計
177,800円
205,200円
兄（第１子）
弟（第２子以降）

その他の高校生等への支援

私立

増減
＋27,400円

39,800円

67,200円

＋27,400円

138,000円

138,000円

土0円

平成28年度予算額 ２７億円（平成27年度予算額 19億円）

(１)学び直しへの支援
高等学校等を中途退学した後、再び高等学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である３６月（定時制・通信制は４８月）の経過後も、卒業までの間
（最長２年）、継続して就学支援金に相当する額を支給する場合に、国が都道府県に対して所要額を補助する（補助率 １０／１０）。

(２)家計急変世帯への支援
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、国や都道府県が緊急の支援を行う場合、就学支援金の支給額に反映されるまでの間、
就学支援金と同様の支援を実施する（補助率 １０／１０ 、 １／２ ）。

(３)海外の日本人高校生への支援
海外の日本人学校等に通う日本人高校生についても、広く高等学校段階の学びを支援する観点から、就学支援金に相当する額を支給する（補助率

１０／１０） 。

(４)特別支援教育就学奨励費の充実
特別支援学校高等部の生徒の就学に必要な通学費、学用品費を援助する。
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（独）日本学生支援機構

大学等奨学金事業の充実

○ 無利子奨学金の貸与人員を増員（46万人→47.4万人)し、「有利子から無利子へ」の流れを加速させるとともに
「所得連動返還型奨学金制度」の導入に向けた検討を進める。
＜平成２８年度予算＞
意欲と能力のある学生等が、経済的理由により進学等を断念す
ることがないよう、安心して学ぶことができる環境を整備すること
が重要。このため、
①無利子奨学金の貸与人員の増員や、
②「所得連動返還型奨学金制度」の導入に向けた対応の加速
など、大学等奨学金事業の充実を図る。

平成28年度予算

貸与人員：131万8千人
事業費総額：1兆908億円
〔他に被災学生等分5千人・36億円〕

○「有利子から無利子へ」の流れの加速（無利子奨学金の拡充）

• 貸与基準を満たす希望者全員への貸与の実現を目指し、無
利子奨学金の貸与人員を増員し、奨学金の「有利子から無
利子へ」の流れを加速。
＜貸与人員＞ 無利子奨学金 47万4千人（1万4千人増※）
※うち新規貸与者の増員分6千人 〔この他被災学生等分5千人〕

（有利子奨学金 84万4千人（3万3千人減））

区分

無利子奨学金

有利子奨学金

貸与人員

４７万４千人(１万４千人増）

８４万４千人

〔他被災学生等分５千人〕

(３万３千人減）

事業費

３，２２２億円（９８億円増）

７，６８６億円

〔他被災学生等分３６億円〕

（２８０億円減）

政府貸付金
一般会計：８８０億円
復興特会： ２８億円

財政融資資金
７，９４４億円

うち
一般会計
復興特会
財政融資資金

貸与月額

貸与
基準

学
力

奨学金の返還の負担を軽減し、返還者の状況に応じてきめ細や
かに対応するため、所得の捕捉が容易となる社会保障・税番号制
度（マイナンバー制度）の導入を前提に、返還月額が卒業後の所
得に連動する、「所得連動返還型奨学金制度」の導入に向けて、
詳細な制度設計を進めるとともにシステムの開発・改修に着手す
る等の対応を加速。

＜システム開発・改修費＞ 5億円
※平成27年度補正予算額 23億円を計上

学生が選択
（大学等の場合）

３万円、５．４万円

３、５、８、１０、１２万円

・高校成績が３．５以上(１年生)
・大学成績が学部内において上
位１／３以内(２年生以上)

①平均以上の成績の学生
②特定の分野において特に優秀な
能力を有すると認められる学生
③学修意欲のある学生

家計基準は家族構成等により異なる。（子供１人〜３人世帯の場合）
２８年度
採用者

家
計

○「所得連動返還型奨学金制度」の導入に向けた対応の加速
•

学生が選択
（私立大学自宅通学の場合）

返還方法

一定年収(660万円〜1,270万円)以下

一定年収(840万円〜1,650万円)以下

※貸与基準を満たす年収３００万円以下の世帯の
学生等は全員採用

卒業後２０年以内
＜所得連動返還型＞
卒業後一定の収入（年収３００万円）を
得るまでは返還期限を猶予

卒業後２０年以内
（元利均等返還）

上限３％（在学中は無利子）
学生が選択（平成28年3月貸与終了者）
返還利率

無 利 子

利率見直し方式
(5年毎)

０．１０％

利率固定方式

０．１６％ 9

給付型奨学金の創設に向けた検討について

ニッポン一億総活躍プラン概要＜抜粋＞

奨学金制度
の拡充

無利子

残存適格者の解消と、低所得世帯の子供に係る成績基準の大幅緩和により、必要と
するすべての子供たちが受給できるようにする。

有利子

固定金利方式・金利見直し方式ともに現在の低金利の恩恵がしっかりと行き渡るよう
にする。特に、金利見直し方式では、ほぼ無利子となるような仕組みを検討。

給付型

世代内の公平性や財源などの課題を踏まえ創設に向けて検討を進め、本当に厳しい
状況にある子供たちへの給付型支援の拡充を図る。

返還

所得に応じて返還額を変化させる新たな制度を平成29年度の進学者から導入。

＜文部科学省における今後の対応＞
義家文部科学副大臣をトップとする検討チームにおいて、有識者等も交えながら
引き続き議論を進める
＜検討事項＞
①対象者の選定、②同世代内での公平性、③給付の在り方、④財源の確保
10

国立大学・私立大学の授業料減免等の充実
○ 国立大学の対象人数を5.7万人→5.9万人、私立大学を4.2万人→4.5万人等、各大学等における授業料減免へ
の支援を充実させる。
背景・課題
○高等教育への支出はその大半が家計負担に帰しており、経済的な
理由により大学進学や入学後の修学の継続を断念するなどの例が
顕在化。
○学生が経済的な理由により学業を断念することがないよう、教育費
負担軽減が急務。

（平成２７年度予算額
：３９２億円）
平成２８年度予算額
：４０６億円
〔復興特別会計 ７億円〕
（内訳）国立大学法人運営費交付金（内数）
〔復興特別会計
私立大学等経常費補助金（内数）
〔復興特別会計

３２０億円（３０７億円）
−億円（ ４億円）〕
８６億円（ ８５億円）
７億円（ １７億円）〕

対応・内容
【対応】
○各大学において授業料減免等が確実に拡充するよう、所要の財源・対応を国が支援し、学生の経済状況や居住地域に左右
されない進学機会を確保。
【内容】
《国立大学》 ３２０億円〔復興特別会計 −億円〕
意欲と能力ある学生が経済状況にかかわらず修学の機会が得られるよう、授業料免除枠を拡大する
免除対象人数：約0.2万人増 平成27年度：約5.7万人 → 平成28年度：約5.9万人
学部・修士：約5.1万人 → 約5.4万人（約0.2万人増）
博士：約0.6万人 → 約0.6万人
《私立大学》 ８６億円〔復興特別会計 ７億円〕
経済的に修学困難な学生を対象とした授業料減免を行う大学等への支援の充実を図るとともに、学生の経済的負担軽減の
ための多様な支援策を講じる大学等を支援する。
（減免対象人数：約0.3万人増 平成27年度：約4.2万人→平成28年度：約4.5万人）
政策目標
○大学の授業料減免制度等を拡充し、教育費負担を軽減。
○国民全員に質の高い教育を受ける機会を保障し、様々な分野において厚みのある人材層を形成。
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専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に関する実証研究事業
○ 意欲と能力のある専門学校生が経済的理由により修学を断念することがないよう、専門学校生に対する経済
的支援策について総合的な検討を進めるため、教育機会を確保するための取組、公費投入についての教育的
効果の検証や効果的な修学支援の検証等について実証的な研究を行う。
【実施期間】 平成27年度〜29年度【対象】 都道府県・調査研究機関
（前年度予算額：３０５百万円）平成２８年度予算額：３０５百万円

都道府県
委託

国
（文部科学省）

委託

調査研究機関

連携

１.専門学校生に対する修学支援

私立専門学校
協力者の
指定・支援

✪修学支援アドバイザーの配置
・財政的生活設計に対する助言
・学生生活相談
・就職相談(特に出身地や学校所在地における就職）
・経済的困難な生徒からの情報収集 等

【経済的支援の要件】

２.専門学校生に対する経済的支援
・対象人数：約2,000人

データに基づき、施策効
果等の分析・検証
・ 生活行動の変化分析
・ 進路実現の分析
・ 効果的な経済的支援策
の在り方検討
等

経済的に
修学困難な生徒
（協力者）

報告

・経済的に修学困難（生活保護
世帯及びそれに準ずる世帯）
・ アンケート等への協力
・ 職業目標達成に向けた講義等
の受講・成果報告

【支援対象の生徒が在籍
する専門学校の要件】

３.支援効果等に係る基礎データ収集
データ集約

中途退学や就職内定率等のデータ収集 等
※

全ての専門学校から基礎データを収集する。

専門学校生への修学支援の推進

・ 生徒への学校独自の授業料等
減免の実施
・ 専門学校が実施する授業料等
負担軽減に関する情報の公開
・ 質保証・向上に関する取組
（学校評価）
等
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学校が抱える喫緊の課題等に対応する教職員指導体制の充実
○ 貧困による教育格差の解消のための教職員等の指導体制の充実のため、加配定数を措置。
（平成２７年度から開始）
《義務教育費国庫負担金》 平成28年度予算額：1兆5,271億円の内数（対前年度 ▲13億円）
貧困による教育格差の解消のための加配定数：[H27]100人→[H28] 150人（＋50人）

加配教員を活用した教育格差解消に向けた取組
実態把握・要因分析
個別の学習計画作成
○ 学力低位層生徒の個別学習指導計画の作成
○ 学習の妨げになっている家庭内の要因について、アンケート等により実態把握をするとともに、児童や保護者との教育相談を実施

学校におけるきめ細かい指導①
○ 放課後に学習方法等についての学習相談の実施
○ 学力低位層生徒を対象とした放課後学習会の実施
○ 朝学習の補助、授業への入り込み補助、抽出による補充学習の運営、長期欠席等進度に遅れのある児童への補充学習

家庭学習のサポート②
○ 家庭学習ノートの取組の放課後指導
○ 長期休業中における学習サポートの実施

学習の定着・学力の保障
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補習等のための指導員等派遣事業（高等学校等）
○ 学習や学校生活に課題を抱える生徒の学力向上、進路支援等を目的とし、学校教育活動の一環として、補習・補充学習、進
路選択への支援等を行うために、退職教員や学校と地域を結ぶコーディネーターなど、多様な人材を高等学校等に配置する事
業経費の一部を補助する（平成26年度から開始）。

〜 高 等 学 校 等 の 支 援 体 制 整 備 〜
退職教職員、社会人、教員志望の大学生など

〔活用の例〕

学習指導等

進路指導等

高等学校等
学習の定着や学習意欲が十分でない生徒、不登校生徒・中途退学者の多い学校

学習サポーター

進路アドバイザー
支

援

・個別学習や課題別学習への対応
・補習・補充学習への対応
・教材開発・作成など教師の授業準備支援
・若手教員等への授業支援

・進路選択への支援
・キャリア教育支援 連 絡
支 援

支援

教師業務アシスタント

関係機関

支 援
調 整

家庭

・不登校生徒・中途退学への対応
・教育相談
学校生活改善相談員

学習や学校生活に課題を抱える生徒の学力向上、進路支援等を目的とし、学校教育活動の一環として、補習・補充学習、
進路選択への支援等を行うために、退職教員や学校と地域を結ぶコーディネーターなど、多様な人材を高等学校等に配置
する事業経費の一部を補助
○配置人数：１，１５０人（４．７億円） ○事業主体：都道府県及び政令指定都市
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○補助割合：１／３（地方負担分については、地方交付税により、財政措置を講じることとしている）

多様な学習を支援する高等学校の推進事業経費
○ 定時制・通信制課程や総合学科等における多様な学習ニーズに応じた優れた取組を先導的に実施する高等
学校等に対し重点的に支援を実施する（平成27年度から開始） 。
◆事業内容 定時制・通信制課程や総合学科における支援・相談体制の構築、遠隔教育の普及・推進など優れた取組を先導的に実施する高等学校等
に対し重点的に支援を図り、様々な観点から実践・検証を行うことにより、全国的に展開可能な実践事例の確立・普及を目指すとともに、委託事業間で
も互いに優れた実践事例や課題を共有しながら、より優れた取組を開発。

【委託事業 対象：都道府県教育委員会等 （指定件数 １６件）】
（平成２７年度予算額
平成２８年度予算額

： ７８，８６７千円）
： ７９，２４３千円

１：定時制・通信制課程や総合学科における支援・相談体制の構築
専門的・集中的な支援
連携
不登校や中退経験者、特別な支援を要する生徒

地域拠点校

連携
外部からの講師派遣や
外部機関との連携

学校全体で
総体的に支援
生徒の多様な興味・関心や進路希望

スクールソーシャルワーカー等の
配置に係る費用等を支援

定時制・通信制課程や総合学科の高等学校等において、生徒の多様な学習ニーズに対応し、生徒一人ひとりへきめ細かに専門的かつ集中的な支
援を行う専門人材を常駐させるなど学校全体における総体的な取組を推進。
また、当該学校が地域の拠点校として地域全体における定時制・通信制課程や総合学科の高等学校等の一層の振興を推進。

２：高等学校における遠隔教育の普及・推進
ICTを活用した遠隔教育

全日制・定時制課程の高等学校におけるICTを活用した学習効果を高める遠隔教
育について調査研究を実施し、遠隔教育の普及促進を図る。
ICT機器導入経費等を支援
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スクールカウンセラー等・スクールソーシャルワーカー活用事業
○ 心理の専門家であるスクールカウンセラー及び福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーの配置を通じ、教育相談体
制の整備を支援している。

スクールカウンセラー等活用事業

スクールソーシャルワーカー活用事業
平成28年度予算額 972百万円
（平成27年度予算額647百万円）補助率：１/3

平成28年度予算額 4,527百万円
（平成27年度予算額4,024百万円）補助率：１/3
公立中学校週５日体制の実施
２００校（ ２００校）
【３５週＊４h＊５日】
全公立中学校に対する配置（週１日）
９，８００校（９，８００校）
【３５週＊４h＊１日】
貧困対策のための重点加配（週１日追加） １，0００校（ ６００校）
【３５週＊４h＊１日】
※支援が必要な学校に弾力的に派遣できるよう、
地域の実情に応じ、教育委員会配置方式も推進。

小中連携型配置の拡充
【３５週＊４h＊２日】

＜教育委員会等＞

連絡協議会の開催等を通じた質向上の取組

（週２日追加）２，５００校（

＜高校＞

３００校）

＜中学校＞

小中連携型配置の拡充
２，５００校（３００校）

高等学校のための配置 ４７人 【４８週＊３h＊３日】

質向上のためのＳＶ配置
４７人
研修会・連絡協議会の支援等

教育支援センター（適応指導教室）の機能強化（週１日）
【３５週＊４h＊１日】

小中連携型配置の拡充
２，５００校（３００校）

＜小学校＞
＜小学校＞

小学校に対する配置（週１日）
【３５週＊３h＊１日】

【４８週＊３h＊５日】
（新規）

１０，５００校（１３，４００校）

[目標]平成31年度までに、スクールカウンセラーを全公立小中学校（27,500校）に配置
H28：25,500校
（ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト）

小中学校のための配置
【４８週＊３h＊１日】

２５０箇所（新規）

３，０００人（２，２００人）

貧困対策のための重点加配（週１日追加） １，0００人（
【４８週＊３h＊１日】

６００人）

＜福祉関連機関＞

＜家庭＞
[目標]平成31年度までに、スクールソーシャルワーカーを全ての中学校区（約１万人）に配置
H28：3,000人
（ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト）
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学習支援が必要な中学生・高校生等を対象とした学習支援〜地域住民の協力を得た地域未来塾の充実〜
○ 家庭での学習習慣が十分に身についていない中学生・高校生等を対象に大学生や元教員等の地域住民の協力やＩＣＴの活用
等による、原則無料の学習支援である「地域未来塾」を増加させていくことで貧困の負の連鎖を断ち切ることを目指す（平成27年
度から開始）。
２８年度予算額：269百万円（前年度予算額207百万円）

地域未来塾について

※学校・家庭・地域の連携協力推進事業の内数

中学生・高校生等を対象に、大学生や教員OBなど地域住民の協力やＩＣＴの活用等による学習支
援を実施
u 経済的な理由や家庭の事情により、家庭での学習が困難であったり、学習習慣が十分に身についていな
い中学生・高校生等への地域と学校の連携・協働による学習支援を実施
u 教員を志望する大学生などの地域住民、学習塾などの民間教育事業者、ＮＰＯ等の協力により、多様な視
点からの支援が可能
＊学習支援が必要な中学生・高校生等に対して学習習慣の確立と基礎学力の定着
＊高等学校等進学率の改善や学力向上

学習機会の提供によって、貧困の負の連鎖を断ち切る
全生徒を対象とした学習支援の事例

平成31年度末までの目標数

【東京都内のある中学校の取組】

＜放課後学習支援＞
・対象は中１〜３の希望者
・年間約80回 (学期中の週２回(２時間程度))
＊学校の空き教室を利用、無料
・指導員による個別指導と自習
＊指導員：教員志望の講師や大学生など

H28年度

H31年度

H27年度

３，０００
中学校区

２，０００
中学校区

５，０００
中学校区
（50％）

新たに高校生を支
援

高校生支援
全国展開

ＩＣＴの活用等により、学習支援を一層促進し、可能な限り早期に目標達成
全ての都道府県、政令市等において、ICTを積極的に活用した地域未来塾による学習支援を新たに展開
⇒ ICT機器等を中心とした開設備品等の整備 3.5億円 （全国112箇所）
平成２７年度補正予算額 ３．５億円
【整備例】 タブレット、LAN設備、プロジェクター など
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地域人材の活用や学校等との連携による訪問型家庭教育支援事業
○ 訪問型支援を行う地域人材の発掘、養成、活動の場の提供を一体的に行い、スクールソーシャルワーカーや地域の人材、保
健・福祉部局等と協働した、家庭教育支援チーム等による訪問型の家庭教育支援体制を構築し、家庭や子供を地域で支える取
組を推進する。
背

平成２８年度予算額

景

２８百万円

ひとり親家庭や経済的問題により家庭生活に余裕がなくなっている家庭が増加している。また、地域のつながりの希薄化などに
よって、子育て家庭は、子育てについて悩みや不安を抱えて孤立しがちな状況にある。こうした中、経済的困難、児童虐待、不登
校等の様々な問題を抱え込み、主体的な家庭教育が困難になっている家庭もある。
事業の概要
市町村（2箇所）

文部科学省
○事業の選定・評価 ○実施に対する助言

保健・福祉行政

○取組の全国展開に向けた検討
委託

児童相談所

都道府県（5箇所）

社会福祉士

再委託・
人材養成

・協議会を設置し都道府県レベルでの関係
機関等との連携・協力の推進
・各地域における取組に対する評価・助言

民生・児童委員
ＳＳＷ

保健所
保健ｾﾝﾀｰ

家庭

公民館

③関係機関との
ネットワーク形成
教員ＯＢ

①訪問による相談対応
や情報提供

○訪問型家庭教育支援員の養成
・各地域における取組の中核となる人材を
対象に、必要な知識・ノウハウ等を身につ
けさせる養成講座を実施

カウンセラー
訪問型
家庭教育支援チーム

④活動拠点
の構築

児童館

○事業全体に係る総合調整、評価・助言

教育委員会

臨床心理士

学校
子育て支援団体

②学習・居場所
への参加促進
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