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平成２７年度幼児教育関係予算（案）の概要

１．幼児教育の段階的無償化に向けた取組の推進（幼稚園就園奨励費補助）
（対前年度）

２７年度予算額（案） ４０，１８８百万円※（６，２８３百万円）
２６年度予算額 ３３，９０５百万円

うち、子ども・子育て支援新制度移行分を除いた文部科学省

予算計上分は、32,341百万円（対前年度 5,168百万円増）

※子ども・子育て支援新制度へ移行する幼稚園を含めた幼稚園就

園奨励費に係る予算全体の所要額

【概要】
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、すべて

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段階的に取り組む。
このため、平成２７年度については、昨年度に引き続き低所得世帯の保護者負担の
軽減を図るとともに、市町村に対する補助を拡充し、超過負担の解消を行うことに
より、すべての園児に等しく支援が行われるよう環境整備を図る。

◆幼稚園就園奨励費補助

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。（補助率：１／３以内）

（１）低所得世帯の保護者負担軽減

（階層区分）

【私立】 (27年度補助単価)（年額） (保護者負担額)（年額）

第Ⅰ階層 生活保護世帯 308,000円（前年度同額) 0円

※26年度に保護者負担月額6,600円を無償化

第Ⅱ階層 市町村民税非課税世帯 272,000円（72,800円増) 36,000円

(市町村民税所得割非課税世帯を含む) (3,000円／月）

(年収約270万円まで） ※保護者負担額を月額9,100円から月額3,000円に引き下げ

第Ⅲ階層 市町村民税所得割課税額 115,200円（前年度同額) 192,800円

( 77,100円以下)世帯(年収約360万円まで）

第Ⅳ階層 市町村民税所得割課税額 62,200円（前年度同額) 245,800円

(211,200円以下)世帯(年収約680万円まで）

※ 金額は、第１子の場合の補助単価(年額)

※ 補助限度額は保育料の全国平均単価（私立）：308,000円

※ 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。

（２）市町村に対する補助の拡充（市町村の超過負担の解消）

各市町村が実施している幼稚園就園奨励事業は国の補助割合が１／３以内となっ
ているが、現在、国による補助割合が１／３に達していないため、市町村の超過負
担が生じ、市町村によっては保護者への支援が必ずしも国が予定する補助単価どお
りには行うことができない実態がある。
市町村に対する補助を拡充し、市町村の超過負担を解消することにより、すべて

の園児に等しく支援が行われるよう環境整備を図る。
実質的な補助割合： 約２／７ → １／３
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２．私立幼稚園施設整備費補助
（対前年度）

２７年度予算額（案） １，５０９百万円 （△１９百万円）
２６年度予算額 １，５２８百万円

【概要】
・緊急の課題である耐震化等に必要な予算を確保する。
・国庫補助率は、原則として１／３以内であるが、地震による倒壊等の危
険性が高い(Is値0.3未満)施設の耐震補強工事については１／２以内

※ 公立幼稚園施設整備費については、学校施設環境改善交付金
161,626百万円の内数

３．認定こども園等への財政支援

２７年度予算額（案） １３，４８４百万円 （新規）

※ 各都道府県が保有する「安心こども基金」（18,204百万円）と併せて事業

を実施。基金を合わせた総額は31,688百万円。

【概要】
・幼稚園や保育所が認定こども園へと移行する場合や新たに認定こども園
を設置するために必要な財政支援を行い、認定こども園の設置・促進を
図る。

（１）認定こども園施設整備交付金 １１，７５７百万円
・幼保連携型認定こども園（幼稚園部分）の施設整備や認定こども園への
移行を予定する幼稚園の耐震化など、認定こども園等の施設整備に係る
費用の一部を補助する。

（２）教育支援体制整備事業費交付金 １，７２７百万円
・認定こども園等における教育に必要な教具や遊具等の整備、教職員の質
向上のための研修に係る経費など、教育支援体制の整備に係る費用の一
部を補助する。
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４．幼稚園教育内容・方法の改善充実

（対前年度）
２７年度予算額（案） ２１百万円 （＋３百万円）
２６年度予算額 １８百万円

【概要】
・幼稚園教育の一層の理解推進を図るため、中央及び都道府県において研
究協議会を行うとともに、今後の幼稚園教育の在り方について検討を行
う。

（１）幼稚園教育理解推進事業
・幼稚園教育の一層の理解推進を図るため、幼稚園の教育課程の編成及び
指導上の諸課題や幼稚園を取り巻く諸課題に関して中央及び都道府県に
おいて研究協議会を行う。

（２）幼稚園教育の在り方に関する調査研究
・学校間の連携の一層の推進等が提言された教育再生実行会議の第五次提
言等を踏まえ、幼稚園等と小学校の円滑な接続の在り方等に関する調査
研究を行う。

５．幼児教育の質向上推進プラン

２７年度予算額（案） ３４百万円 （新規）

【概要】
・我が国の幼児教育に関する調査研究拠点の整備に向けて必要な検討を行
うとともに、自治体等における幼児教育の推進体制や教職員の資質向上
に係る調査研究を実施する。

（１）幼児教育に関する調査研究拠点の整備に向けた検討
・我が国の幼児教育に関する調査研究拠点の整備に向けて、文部科学省、
国立教育政策研究所、大学、幼児教育関係機関等を構成員とする検討会
議を設置し、調査研究の課題、手法、研究体制の在り方等について検討
を行う。また、国立教育政策研究所及び大学等において行う幼児教育に
関する国内外の調査研究事例の収集・分析等の検討に資する基礎調査に
対する支援を行う。

（２）幼児教育の質向上に係る推進体制等の構築モデル事業
・自治体における幼児教育の推進体制の在り方や幼稚園・保育所・認定こ
ども園を通じた教職員の資質向上を図るための研修の充実方策等に関す
る調査研究を実施する。
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６．私立高等学校等経常費助成費補助（幼稚園分）

（対前年度）
２７年度予算額（案） ３０，３０８百万円 （ ＋９７百万円）
２６年度予算額 ３０，２１１百万円

※子ども・子育て支援新制度移行分を２６年度予算から組替え

２６年度 ２７年度予算額（案）

（１）一般補助 20,849百万円 → 20,749百万円（ △100百万円）

園児一人当たりの単価 （ 23,235円（対前年度 230円増））

（２）特別補助 9,362百万円 →9,559百万円（ ＋197百万円）

① 子育て支援推進経費 5,001百万円→4,601百万円（ △400百万円）

・ 預かり保育推進事業 3,851百万円→3,451百万円

・ 幼稚園の子育て支援活動の推進

1,150百万円→1,150百万円

② 幼稚園特別支援教育経費

4,361百万円→4,958百万円（ ＋597百万円）
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幼児教育の段階的無償化に向けた取組の推進
（幼稚園就園奨励費補助）

※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。

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、すべ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段階的に取り組む。このため、平成２７年度については、

昨年度に引き続き低所得世帯の保護者負担の軽減を図るとともに、市町村に対する補助を拡充し、超過

負担の解消を行うことにより、すべての園児に等しく支援が行われるよう環境整備を図る。

※子ども・子育て支援新制度移行分を除いた文部科学省予算計上分については「幼稚園就園奨励費補助」で対応。

（平成２６年度予算額 ３３，９０５百万円）
平成２７年度所要額 ４０，１８８百万円

（対前年度 ６，２８３百万円増）
うち、子ども・子育て支援新制度移行分を除いた文部科学省予算計上分

平成２７年度予算（案） ３２，３４１百万円

２．市町村に対する補助の拡充（市町村の超過負担の解消）

各市町村が実施している幼稚園就園奨励事業は国の補助割合が１／３以内となっているが、現在、国による補

助割合が１／３に達していないため、市町村の超過負担が生じ、市町村によっては保護者への支援が必ずしも国

が予定する補助単価どおりには行うことができない実態がある。

市町村に対する補助を拡充し、市町村の超過負担を解消することにより、すべての園児に等しく支援が行われ

るよう環境整備を図る。

所要額 ４９億円

うち、文部科学省予算計上分 ４０億円

実質的な補助割合： 約２／７ → １／３

１．低所得世帯の保護者負担軽減

（階層区分） （27年度補助単価)（年額）

【私立】
第Ⅰ階層： 生活保護世帯

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を含む)
(年収約270万円まで)

第Ⅲ階層： 市町村民税所得割課税額
(77,100円以下)世帯
（年収約360万円まで）

第Ⅳ階層： 市町村民税所得割課税額
(211,200円以下)世帯
（年収約680万円まで）

※ 金額は、第１子の場合の補助単価(年額)
※ 補助限度額は保育料の全国平均単価（私立）：308,000円
※  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。

※ 保護者負担額を月額9,100円から月額3,000円に引き下げ

所要額 １５億円

うち、文部科学省予算計上分 １２億円

※ 26年度に保護者負担月額6,600円を無償化

308,000円 (前年度同額) 

272,000円 (72,800円増)

115,200円 (前年度同額)

62,200円 (前年度同額)

（保護者負担額)（年額）

0円

192,800円

245,800円

36,000円 (3,000円/月)
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認定こども園等への財政支援

平成２７年度予算額（案） １３，４８４百万円 

認定こども園施設整備費補助 

幼稚園耐震化促進事業 

○ 認定こども園の施設整備に要する費用の一部を補助（新増改築、大規模改修等）
  ・幼保連携型認定こども園の幼稚園部分   
  ・幼稚園型認定こども園の幼稚園部分 （保育所機能部分と一体的に行う幼稚園施設整備費） 
  ・保育所型認定こども園の幼稚園機能部分 （保育所部分と一体的に行う幼稚園機能の施設整備） 
○ 補助率：  国１／２、市町村１／４、事業者１／４

 ※ 年度内に自治体の定める認定基準を満たす必要がある。既存の幼保連携型認定こども園の機能
拡充も補助の対象。 

○ 認定こども園への移行を予定する私立幼稚園について、園舎の耐震指標等の状況に応じて実施
する耐震化を支援。（改築、増改築） 
・私立幼稚園の耐震化経費 

○ 補助率：  国１／２、事業者１／２

※ 既に認定こども園に移行した場合を含む。 

保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業 

幼児教育の質の向上のための緊急環境整備 

認定こども園等における教育の質の向上のための研修支援 

○ 幼稚園教諭免許状と保育士資格の併有の促進を支援するため、幼稚園教諭免許状を取得する
ための受講料、及び保育士資格を取得する際の幼稚園教諭の代替に伴う雇上費を補助。 
○ 補助率：  国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／２

※ 免許状取得後１年以上勤務することが必要。 

○ 施設における遊具・運動用具・教具・衛生用品等の整備費用を支援。
○ 補助率：  （認定こども園の場合）  国１／２、事業者１／２

（その他幼稚園）  国１／３、事業者２／３ 

○ 認定こども園における質の向上に関する研修、幼稚園・保育所の教職員の合同研修等の実施費
用を支援。 
○ 補助率：  国１／２、事業者１／２

※ 都道府県や関係団体等が主催する研修が対象。 

※各都道府県が保有する安心こども基金（１８，２０４百万円） 
と併せて事業を実施。基金を合わせた総額は３１，６８８万円 

認定こども園施設整備交付金 １１，７５７百万円 

教育支援体制整備事業費交付金 １，７２７百万円 
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