
東久留米市就学援助費事務処理要綱 

 

 

（目的） 

第１ この要綱は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）、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（昭和３１年法律第４０号）、学校給食

法（昭和２９年法律第１６０号）及び学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）に

基づき、経済的理由で就学が困難と認められた児童生徒の保護者に対して東久留米市

が学校教育に必要な援助を行い、義務教育の円滑な実施を目的とする｡ 

 （就学援助費の対象者） 

第２ 就学援助費の対象者は、東久留米市内（以下「市内」という。）に住所を有してお

り、公立小・中学校に在学する学齢児童生徒の保護者で、次に該当する者とする。た

だし、東日本大震災（東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関す

る法律（平成２３年法律第４０号）第２条第１項に規定する災害で、東日本大震災に

対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第２条第２項及び第３項の市町

村を定める政令（平成２３年政令第１２７号）第２条第１項及び第２項に規定する区

域での災害とする。）又は熊本地震（平成２８年４月１４日及び平成２８年４月１６日

に発生した熊本地震（余震含む）による災害で、被災証明書の提示がある場合に限る。）

による市内への避難者及び家庭内暴力（客観的に状況を確認できる場合に限る。）によ

る避難者で住所を有しない者は、居住証明書や賃貸借契約書等の写しをもって市内に

住所を有するとみなす。 

(1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者 

(2) 要保護に準ずる程度に困窮している者（以下「準要保護者」という。） 

（準要保護者の認定基準） 

第３ 準要保護者の認定は、次の基準による。 

(1) 前年度又は本年度において、児童生徒と生計を一にする全員が下記項目のいずれ

かの措置を受けた場合は、準要保護者とする。 

ア 生活保護法による保護の停止又は廃止。ただし、次号の認定基準を上回る収入

がある場合や転出の場合は除く。 

イ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９５条第１項による市民税の非課

税又は地方税法第３２３条による市民税の減免 

ウ 地方税法第７２条の６２による個人の事業税の減免 

エ 地方税法第３６７条に規定する災害による固定資産税の減免 

オ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第８９条及び第９０条による国民年

金の掛金の減免 

カ 東久留米市国民健康保険税条例（平成２０年東久留米市条例第１１号）第３１

条の規定による国民健康保険税の減免 

キ 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４条による児童扶養手当の支    

給 

ク 火災や盗難・横領により財産に著しい損害を受けた世帯等で東久留米市教育委



員会（以下「教育委員会」という。）が援助の必要があると認めた世帯 

(2) 生計を一にする全員の年間収入金額（前年分）が基準以下の場合は、次の認定基

準により準要保護者とする。 

ア 認定基準は、保護者の収入金額及び世帯総収入金額を使用するものとし、収入

金額については、前年分総収入金額（期末手当等全ての収入を含む。）とする。 

イ 認定基準は、生活保護基準の１．４倍未満とする。その際利用する基準は平成

２５年４月１日現在の生活保護基準とする。 

ウ 上記以外で、年度途中に保護者が病気、けが、離婚、死亡等により収入が得ら

れなくなった世帯（民生・主任児童委員の意見を求めることができるものとす

る。）は、事案発生日までの収入金額を収入金額及び世帯総収入金額として認定

の基準とする。 

（就学援助費の受給申請） 

第４ 就学援助費の受給を希望する児童生徒の保護者（転入児童生徒の保護者を含む。）

は、毎年度、就学援助費受給申請書（以下「申請書」という。）に必要な書類を添付し

て、教育委員会に提出するものとする。 

２ 第２第１号に該当する者は、その者に係る福祉事務所の生活保護開始の報告をもっ

て、申請があったものとみなす。ただし、年度途中に生活保護の停止又は廃止を受け

た保護者が就学援助費の受給を希望する場合は、申請を必要とする。 

３ 申請理由とその理由に伴う添付書類は、次の表のとおりとする。ただし、市民税非

課税又は減免と経済的困窮については、申請書への行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項に

規定する個人番号の記入をもって添付書類を省略することができる。 

項 目 

 

添 付 書 類 

（生計を一にする全員の状況が証明できること。） 

生活保護の停止又は廃止 保護決定通知書（停止・廃止） 

市民税の非課税又は減免 非課税証明書又は減免決定通知書の写し 

申請年度の証明書 

個人事業税の減免 減免決定通知書の写し 

固定資産税の減免 減免決定通知書の写し 

国民年金の掛金の減免 国民年金保険料免除申請承認通知書の写し 

国民健康保険税の減免 減免決定通知書の写し 

児童扶養手当の支給 児童扶養手当証書の写し 

その他経済的困窮 申請年度の税額算定の基礎となる源泉徴収票（勤務

先で交付）又は申請年度の税額算定の基礎となる所

得税の確定申告書の写し 

※６月以降の申請は、必ず申請年度の市民税・都民

税課税証明書 

（認定事務） 

第５ 就学援助費の認定期日は、毎年度４月１日からとする。ただし、転入等による途



中認定は、申請書の提出を受けた月の１日からとする。 

２ 準要保護者の認定期間は、その年度の３月末日までとする。 

３ 要保護者の認定期間は、その年度の３月末日までとし、生活保護開始月日を認定期

日とする。 

４ 教育委員会は、申請書の提出を受けた後、第３の認定基準により審査し、認定する

場合は東久留米市就学援助・就学奨励費受給認定通知により、認定しない場合は東久

留米市就学援助・就学奨励費審査結果についてにより保護者に通知する。 

５ 教育委員会は、学校長に児童生徒総括表を送付し、認定を受けた者（以下「認定者」

という。）を通知する。 

（就学援助費の分類） 

第６ 就学援助費の分類については、次の表のとおりとする。 

区 分 就 学 援 助 費 目 

要保護 修学旅行費 

医療費 

準要保護 学用品費 

通学用品費 

新入学児童生徒学用品費 

校外活動費（宿泊を伴わないもの） 

校外活動費（宿泊を伴うもの） 

修学旅行費 

学校給食費 

医療費 

通学費 

（就学援助費の支給） 

第７ 支給対象経費及び支給内容は別記１、支給金額は別記２のとおりとする。 

２ 就学援助費は、原則として認定者の口座へ振り込むことにより支給する。ただし、

小学校給食費については、一学期分は認定者口座へ、二・三学期分は学校長口座へ振

り込むものとする｡ 

３ 前項の規定にかかわらず、学校納付金等の支払いが滞っている場合は、認定者の委

任状をもって児童生徒の在籍校の学校長を代理人とし、就学援助費を学校長口座へ振

り込むことができるものとする。  

４ 途中認定による就学援助費の支給は、次のとおりとする。 

(1) 給食費の支給は、認定された月の１日からとする。 

(2) 準要保護から要保護に認定された場合の給食費は、小学校給食費については認定

された月の前月までの支給とする｡中学校給食費については、要保護認定日前日まで

の支給とする。 

(3) 準要保護から要保護に認定された場合の学用品費は、認定された月の前月までの

支給とする｡ 

(4) 要保護から準要保護への認定の際に、生活保護法に基づく教育扶助が支給済みの



場合は、支給対象期間であっても就学援助費の支給対象としない。 

(5) 認定者が前住所地の自治体においても就学援助費の支給を受けていた場合は、校

外活動費（宿泊を伴うもの）と修学旅行費を除く、支給済みの費目の支給は行わな

い。 

(6)  その他就学援助費については、別記２に基づいて支給する。 

（認定の取消） 

第８ 認定者が次の各号のいずれかに該当する場合、教育委員会は認定を取り消すこと

ができる。 

(1) 第２に規定する対象者でなくなったとき。 

(2) 認定者から受給辞退の申し出があったとき。 

(3) 偽りその他不正の手段により就学援助費の支給を受けたとき。 

（就学援助費の返還） 

第９ 教育委員会は、第８の規定により就学援助費の認定を取り消した場合、就学援助

費の一部又は全部を返還させることができる。  

（周知） 

第１０ 教育委員会は、市立小・中学校児童生徒に「就学援助についてのお知らせ」を

配布し、就学援助費の周知を図る。 

 （委任） 

第１１ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

付 則 （平成２７年３月３１日東久留米市教育委員会訓令乙第１１号） 

１ この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 認定基準については、今後とも国や他市の動向を注視し、必要な見直しを行ってい

く。 

３ 平成２６年度東久留米市就学援助費事務処理要綱（平成２５年東久留米市教育委員

会訓令乙第１５号）は廃止する。 

付 則 （平成２８年２月８日東久留米市教育委員会訓令乙第２号） 

１ この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

付 則 （平成２９年３月３日東久留米市教育委員会訓令乙第２号） 

１ この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 



別記１ 

支 給 対 象 経 費 支  給  内  容 

学用品費 

（通学用品費を含む） 

児童生徒が学校における学習に必要とする個人所有の

学用品に要する経費及び通学するために必要な用品に

要する経費とする。 

新入学児童生徒学用品費 新たに小・中学校に入学する児童生徒が新入学に当た

って必要な通学服や鞄などに要する経費とする。４月

認定者のみ支給。 

校外活動費（宿泊を伴わないも

の） 

学校外の教育の場で行われる学校行事及び活動のうち

宿泊を伴わないものに参加するための直接必要な交通

費及び見学の経費とする。 

校外活動費（宿泊を伴うもの） 

①小学校 移動教室 

（６年生） 

②中学校 移動教室 

（１年生） 

児童生徒が宿泊を伴う校外活動に要する経費のうち校

外活動（宿泊を伴うもの）に直接必要な交通費、宿泊

費、見学料、記念写真代、医薬品、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

扱い料金、キャンセル料等の経費とする。学年を通じ

１回のみ支給。ただし、前住所地の自治体においても

就学援助費の支給を受けていた場合は、その限りでな

い。 

修学旅行費 

① 中学生 修学旅行 

（３年生） 

修学旅行に要する経費のうち修学旅行に直接必要な交

通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品、旅行傷

害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信

費、旅行取扱い料金、キャンセル料等の経費とする。

学年を通じ１回のみ支給。ただし、前住所地の自治体

においても就学援助費の支給を受けていた場合は、そ

の限りでない。 

学校給食費 認定者から実際に徴収した経費とする。 

医療費 義務教育諸学校の児童生徒が学校保健安全法施行令第

８条に定める疾病にかかりその治療に要する経費とす

る。 

通学費 児童生徒が最も経済的な通常の経路で特別支援学級又

は通級指導学級への通学に要する経費とする。 

 

 

 

 

 

 



別記２ 
   

援助費目 区分 学年 援助費（年額） 

学用品費 

・通学用品費 

小学校 
1 11,420円 

2～6 13,650円 

中学校 
1 22,320円 

2・3 24,550円 

新入学児童生徒 

学用品費 

小学校 1 40,600円 

中学校 1 47,400円 

校外活動費 

（宿泊を伴わないもの） 

小学校 1～6 実費 

（交通費及び見学料） 中学校 1～3 

校外活動費 

（宿泊を伴うもの） 

小学校 6 
実費 

中学校 1 

修学旅行費 中学校 3 実費 

学校給食費 
小学校 1～6 

実費 
中学校 1～3 

医療費 

（学校医の指示に限る） 

小学校 1～6 
実費 

中学校 1～3 

通学費 

（特別支援学級の児童生徒） 

小学校 1～6 実費 

（通常の経路の通学に要する 

交通費） 
中学校 1～3 

 


