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少子化対策に関する取組について

令和３年 ６月４日
第１回 少子化社会対策大綱の推進に関する検討会
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説明事項

第4次少子化社会対策大綱 施策の具体的内容 抜粋

○ 高校生等への修学支援
・ 2020年度から実施する私立高等学校授業料の実質無償化を着実に進め、高等学校等就学支
援金、高校生等奨学給付金等により、高等学校段階の教育費負担の軽減を図る。

○ 高等教育の修学支援

・ 真に経済的支援が必要な子供たちが経済的な理由によって大学等への進学を断念することが
ないよう、2020年４月から授業料等の減免措置と給付型奨学金の拡充を併せて行う高等教育の
修学支援新制度を着実に実施するとともに、中間所得層におけるアクセスの機会均等について
注視・検討する。

・ 高等教育の修学支援新制度について、少子化対策として実施していることに鑑み、その成果
や実施状況を踏まえ、多子世帯に更に配慮した制度の充実を検討する。
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１．高校生等への修学支援
２．高等教育の修学支援



○ 「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12月閣議決定）において「私立高等学校の授業料の実質無償化」が盛り込まれ、その後、骨太方針2019等
にも盛り込まれた。

○ こうした政府方針を踏まえ、2020年４月から、高等学校等就学支援金の支給上限額を引き上げることにより、年収590万円未満世帯を対象とした私
立高等学校授業料の実質無償化を実現。

令和２年度 「私立高等学校の授業料の実質無償化」について

○ 制度創設後も、低所得世帯における授業料以

外の教育費負担が大きいことや、公私間の教育

費格差等の課題。

○ このため、平成26年度から所得制限（基準額：

910万円）を導入して、それにより捻出した財源

を活用し、

・ 私立の生徒への就学支援金の加算の拡充
・ 低所得世帯の授業料以外の教育費負担の軽
減のための「高校生等奨学給付金」制度の創設

平成22年度 制度の創設

平成26年度 制度の見直し

○ 高等学校等の進学率が約98パーセントに達し、国民的な教育機関として教育の効果が広く社会に還元されていることから、高等学校等の教育に係

る費用を社会全体で負担していくべきとして、公立高等学校については授業料を無償とし、私立高等学校等の生徒には就学支援金制度を創設。

所得制限は設けられず、全生徒が対象とされた（私立に通う生徒は年収目安350万円未満の場合支給額加算。）。

※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。

237,600円

118,800円

年収目安※約270万円 約350万円

(公立高校授業料)

約590万円 約910万円

297,000円

178,200円

私立高校等のみ加算

所得制限
（26年度改正
以前は制限なし）

その他の高校生等への支援
（高校生等奨学給付金等）

高等学校等就学支援金（年額��118,800円）

授業料

平成26年度
改正

396,000円
令和2年度改正

（私立高校授業料の実質無償化）

2.5倍

2倍

1.5倍

１－１ 高等学校等就学支援金制度の経緯
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１－２ 高校生等への修学支援の概要 令和３年度予算額 4,335億円
(前年度予算額 4,417億円)
令和2年度第3次補正予算額 102億円

背景
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等に充てるために、高等学校等就学支援金の
支給や、都道府県が行う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。

◆生活保護世帯・非課税世帯（家計急変により非課税相当となった世帯
を含む）の授業料以外の教育費負担を軽減するため、都道府県が行う
高校生等奨学給付金事業に対して、国がその経費の一部を補助する。
（補助率１/３）

◆令和３年度予算

・非課税世帯 全日制等（第１子）の給付額の増額（国公私、＋14,100円）

・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、＋12,000円）

高等学校等修学支援事業費補助金（高校生等奨学給付金を除く）
695百万円（547百万円）

◆高校等で学び直す者に対する修学支援

◆家計急変した世帯への修学支援

◆高校等専攻科の生徒への修学支援 等

高校生等奨学給付金（奨学のための給付金）
15,890百万円（13,610百万円）

＜対象となる学校種＞
高等学校等就学支援金の対象学校種（特別支援学校を除く）及び高校専攻科

※15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合

【令和３年度予算 給付額】

◆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２年度から私立高校授業料の実質無償化を実施

※ 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（1̃ 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
（公立高校の授業料額）

私立高校等は加算

高等学校等就学支援金等
416,907百万円（427,588百万円）

国公立 私立

  84,000円 103,500円

↓（+26,100円） ↓（+26,100円）

110,100円 129,600円

129,700円 138,000円

↓（+12,000円） ↓（+12,000円）

141,700円 150,000円

  36,500円   38,100円

↓（+12,000円） ↓（+12,000円）

  48,500円   50,100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

＜対象となる学校種＞
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年生）、
専修学校（高等・一般課程）、各種学校（国家資格者養成課程、告示指定を受けた外国人学校）、
海上技術学校
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２２－１ 高等教育の修学支援の概要
経緯・概要

・低所得者世帯の進学率が低いことを踏まえ、真に支援が必要な低所得世帯の者に対して、大学等における修学への経済的負担の軽
減を図り、少子化の進展に対処するため、令和２年４月に高等教育の修学支援新制度（授業料等減免及び給付型奨学金）を開始した。

・従来より、教育の機会均等を実現するため、国の教育施策として、意欲のある学生等が経済的理由により進学を断念することがな
いよう、日本学生支援機構では貸与型奨学金(無利子・有利子)を行っており、貸与基準を満たす希望者全員への貸与を実現している。
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授業料等
減免

2／3
1／3

２／3

1／3

給付型奨学金

住民税非課税 準ずる世帯
第Ⅰ区分 第Ⅱ区分 第Ⅲ区分

（支援額） ３分の３ ３分の２ ３分の１
ひとり親世
帯（母のみ
が生計維持
者の場合）

子１人（本人） ～約210万円 ～約300万円 ～約370万円

子２人（本人・高校生） ～約270万円 ～約360万円 ～約430万円

子３人（本人・高校生・中学生） ～約270万円 ～約360万円 ～約430万円

子３人（本人・大学生・高校生） ～約350万円 ～約450万円 ～約510万円

ふたり親世
帯（両親が
生計維持
者）

（注）片働き（一
方が無収入）の
場合で、配偶者
控除が適用され
る場合

子１人（本人） ～約220万円 ～約300万円 ～約380万円

子２人（本人・中学生） ～約270万円 ～約300万円 ～約380万円

子３人（本人・高校生・中学生） ～約320万円 ～約370万円 ～約 430万円

子３人（本人・大学生・高校生） ～約360万円 ～約450万円 ～約520万円

※年収は、両親の年収を合計したものとし、１万円の位を四捨五入している。
※子について、本人は18歳、中学生は15歳以下、高校生は16～18歳、大学生は19～22歳とする。
※給与所得以外の収入はないものとする。（事業所得の場合は、目安年収が上記と異なる。）

日本学生支援機構が提供している
「進学資金シミュレーター」で、
個別の世帯の年収等をもとに、給
付奨学金の対象になるのか大まか
に調べることができます。

「進学資金シミュレーター」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/o
yakudachi/shogakukin-simulator.html

以下の算式により算出された額について、学生等及びその生計維持者の合計額が以下の基準額に該当すること
【算 式】市町村民税の所得割の課税標準額×６％－（調整控除の額＋税額調整額）
【基準額】第Ⅰ区分（標準額の支援） 100円未満

第Ⅱ区分（標準額の2/3支援） 100円以上～25,600円未満
第Ⅲ区分（標準額の1/3支援）25,600円以上～51,300円未満

※政令指定都市に市民税を納税している場合は、（調整控除の額＋税額調整額）
に3/4を乗じた額となる。

※地方税法第２９５条第１項各号に規定する者又は同法附則第３条の３第４項の規定により
同項の市町村民税の所得割を課することができない者については、算式に基づき算定された
額は零とする。

所得に関する要件

所得基準に相当する目安年収（例）

２－２ 高等教育の修学支援新制度 所得に関する要件と目安年収

l 毎年、直近の住民税課税標準額等を確認し、支援区分を見直す。
l 予期できない事由により家計が急変し、急変後の所得が課税標準額等（住民税）に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、
急変後の所得の見込みにより、支援対象の要件を満たすと判断される場合、速やかに支援を開始する。

第Ⅰ区分 第Ⅱ区分 第Ⅲ区分

支
援
額

所得
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２－３ 家計が急変した学⽣等への⽀援

趣旨
⾼等教育の修学⽀援新制度（授業料等減免＋給付型奨学⾦）は、住⺠税⾮課税世帯及びこれに準ずる世帯を対象として⽀援。
住⺠税は、前年所得をもとに算定されているが、予期できない事由により家計が急変し、急変後の収⼊状況が住⺠税に反映される前に緊
急に⽀援の必要がある場合には、急変後の所得の⾒込により要件を満たすことが確認できれば、⽀援対象とする。

原則 家計急変の場合の特例
申込 年２回（４⽉始期分、10⽉始期分） 随時（急変事由の発⽣後3カ⽉以内に申し込み）

⽀援開始時期 ４⽉始期 ⼜は 10⽉始期 随時（認定後速やか）
※申請⽇の属する⽉の分から⽀給開始できるよう省令変更

対象者 家計、学業その他の要件を満たす者 急変事由が⽣じた者のうち、家計、学業その他の要件を満たす者

所得基準
住⺠税⾮課税世帯・これに準ずる世帯について、下記の算式により判定
市町村⺠税所得割 課税標準額×6% ー (調整控除の額＋税額調整額)

左記に準ずる額（年間所得の⾒込額を基に基準額を算定）

判定対象となる
所得

前年所得 ※機構はマイナンバーで住⺠税情報を捕捉
急変事由が⽣じた後の所得 ※給与明細や帳簿等で確認
※ 新型コロナウイルス感染症による影響で

家計が急変した後の１ヶ⽉程度の所得で判定

⽀援区分の変更
毎年、夏に最新の住⺠税情報を確認し、10⽉分の⽀援から、⽀援区
分を⾒直し（年１回）

３カ⽉毎に、急変事由が⽣じた後の所得を確認し、都度、⽀援区分を⾒直
し（⼀定期間経過後は通常の扱いに戻す）

家計を急変させる予期できない事由
（急変事由）

⽣計維持者（学⽣の⽗⺟等）の死亡、事故・病気（による就労困難）、
失職（※）、災害等やむを得ない事由
（※）失業について、定年退職や正当な理由のない⾃⼰都合退職等の⾃発的失業は含まない。

（⾼等教育の修学⽀援新制度
〜授業料等減免・給付型奨学⾦〜）

⽀援額（例）

➡ この 「やむを得ない事由」 の中に、
今般の新型コロナウイルス感染症の影響による家計の急変についても対象にするよう運⽤を拡充

授業料等減免 給付型奨学⾦

⼊学⾦ 授業料 ⾃宅⽣ ⾃宅外⽣

国公⽴⼤学 約28万円 約54万円 約35万円 約80万円

私⽴⼤学 約26万円 約70万円 約46万円 約91万円

※左記は住⺠税⾮課税世帯の場合。
準ずる世帯の場合は2/3⼜は1/3。

※短期⼤学、⾼専、専⾨学校はそれぞ
れ⽀援額が異なる。

令和３年度予算額 4,804億円
授業料等減免 2,463億円※

給付型奨学⾦ 2,341億円
※公⽴⼤学等及び私⽴専⾨学校に係る
地⽅負担分（404億円）は含まない。

国・地⽅の所要額 5,208億円

予算
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