令 和 ４ 年 度 就 学 援 助 制 度 の お 知 ら せ

この制度は、市内に在住するすべての小・中学生が平等に勉学に励めるようにと、経済
的理由等により就学が困難な小・中学生の保護者の方に学用品費 等の一部 及び学校給食を
市が支給・援助するものです。
なお、世帯の状況によっては、申請しても認定を受けられないこともありますのでご了
承願います。
○就学援助の対象世帯について （次のいずれか一つに該当すれば、対象となります。）
１ 前年度又は当 該年 度に 生活保護が停 止、 または廃止された 。
２ 経済的な理由 によ り 、学用品費等の 学校 への支払いが困難 なご 家庭 。
３ 東日本大震災 にお ける災害により就 学が 困難になった者で 次の いずれかに該当す る場 合。
ア．住宅が全半壊 、全 半焼又はこれに準 ずる 被災をしたもの。
イ．主たる生計維 持者 が死亡、あるいは 行方 不明であるもの。
ウ．主たる生計維 持者 が業務を廃止又は 休止 したもの。
エ．主たる生計維 持者 が失職し、現在収 入が ないもの。
オ．福島第一原発 の事 故に伴い警戒区域 ・計 画的避難区域等 の 対象 となっているもの 。
※２～３は、令 和３ 年１月～令和３年 １２ 月の収入額により 判定 いたします。（裏面 参照 ）

◎よ くあるご 質問
Q

就学援助制度には 、所得制限がある と聞 きますが、どのよ うな 内容なのでしょう か ?
また修学旅行の費 用な ども対象となるの でし ょうか？

A

就学援助制度 には 、所得制限を設け てお り、前年の収入で 判断 させて頂いていま す。
給与所得者の方で あれ ば、概ね「表 1」 を参 考に申請してくだ さい 。
また、認定された 場合には、「 表 2」 のよ うな支援を受ける こと ができます。

表1

就学援助児 童生 徒認定標準額 （持 家の 場合の参考目安）
収入

世帯構成員

2 人世帯

2,400,000 円

母（20-40 歳） 子（6-11 歳）

3 人世帯

3,300,000 円

父（20-40 歳） 母（20-40 歳） 子（6-11 歳）

4 人世帯

4,300,000 円

父（20-40 歳） 母（20-40 歳） 子（12-19 歳） 子（6-11 歳）

5 人世帯

5,100,000 円

父（20-40 歳） 母（20-40 歳） 子（12-19 歳） 子（6-11 歳） 子（3-5 歳）

・収入は同居者全 員の 合計額で、給与収 入・ 事業所得・恩給・ 年金 ・その他公の給付 （児 童扶
養手当等）等を含 みま す。
・収入額について は、 源泉徴収票の「支 払金 額」を参考にして くだ さい。
・農業収入・事業 収入 等については、所 得額 により判定いたし ます 。
・上記標準額はあ くま でモデルケースで あり 、世帯構成や控除 状況 （住宅ローン控除 、ふ るさ
と納税の有無等） によ り認定にならない 場合 もあります。
・上記標準額は令 和３ 年度のものであり 、令 和４年度は変更に なる 場合が あります。

表２

就学援助費 支給 予定額
支給費目

支給予定額

備

考

小学校

中学校

学用品費

11,630 円

22,730 円

新入学児童生徒学用品費

54,060 円

60,000 円

通学用品費

2,270 円

2,270 円

校外活動費（宿泊 無）

1,600 円

2,310 円

左記限度額内で実 費を 支給

校外活動費（宿泊 有）

3,690 円

6,210 円

左記限度額内で実 費を 支給

22,690 円

60,910 円

左記限度額内で実 費を 支給

修学旅行費

入学準備費を入学 前受 給した方は対象外

学校給食費

実費

実費

現物支給

医療費

実費

実費

学校保健安全法施行令第 8 条に規定する疾病に限る。

・上記支給費目及 び支 給予定額 は変更に なる 場合がございます 。
・就学援助費の申 請を された場合、認定 結果 が通知さ れるまで の学 校給食費の引き落 とし につ
いては、一時的に 保留 となります。認定 とな った方は現物支給 とな り、給食費の引き 落と し
は行われません。 否認 定となった方は、 5 月引き落とし予定だった分を納付書で発行しま

すので、金融機関等で 納めてください。6 月分からは、指定いただいた口座より引 き落と
しが開始されます ので 、あらかじめご了 承く ださい。

