学費の公私間格差是正、『私学も無償に』、就学支援金制度の維持・拡充、
全国私私学助成をすすめる会
(事務局：全国私立学校教職員組合)

No.49 2020 年 12 月 22 日（火）

12 月 21 日(月)閣議決定と報道された「2021(令和 3)年度予算案」
。文部科学省私学関係予算における高等学校以下の私学について
「私立高等学校等経常費助成秘湯補助（国庫補助分）
」が下記のとおり、総額、単価ともに増額で計上されました。

【2021 年度 文部科学省(私学助成)予算案】
（１）文部科学省予算・文教予算
① 文部科学関係 一般予算総額… 5 兆 2,979 億 9,700 万円 （’20 年度：5 兆 3,060 億円…－80 億 2,700 万円、0.003%減）
※ 子ども・子育て支援新制度への移行及びデジタル庁への移管については別途内閣府等に計上
② 文教関係予算総額… 4 兆 0,216 億円 （’21 年度：4 兆 0,303 億円…－87 億円、0.2%減）
（２）私学助成国庫補助分 増額予算案

① 2021 年度国の私学助成国庫補助 総額

文部科学省経常費助成費等総額

2021年度予算(案)

2020年度

2019年度

1,021億4,700万円

2021年度文科省予算概算要求額との比較

1,017億8,000万円)
(子ども子育て新制度移行分12億円抜き)
2021年度概算要求(1,025億円)比

1,019億円8,000万円 (2億円､0.2%増)
△6億円

② 一般補助 860 億円 （’20：866 億円－12 億円(子ども子育て新制度移行分)＝854 億 → 6 億円、0.69%増）
③ 生徒・児童・園児一人あたり単価…前年度比：高校中学小学校 0.9%増、幼稚園 1.1%増（上記②一般補助分）
生徒・児童・園児一人あたり単価
区分
高等学校
中等教育学校

(

一
般
補
助
単
価

55,611円
55,611円

2021年度予算(案)

2020年度

2019年度

56,223円(612円1.1%増)
56,223円(612円1.1%増)

48,675円 49,210円(535円1.09%増)

)

中学校

48,675円

49,210円(535円1.09%増)

小学校

47,141円

47,660円(519円1.1%増)

幼稚園

23,949円

24,212円(263円1.09%増)

56,729円(506円0.9%増)
56,729円(506円0.9%増)
49,653円(443円0.9%増)
49,653円(443円0.9%増)
48,089円(429円0.9%増)
24,478円(266円1.1%増)

④ 特別補助 130 億円 （’20：133 億 0,200 万円→3 億円、2.26%減）
⑤ 特定教育方法支援事業…29 億円 （’20：29 億 6100 万円→6100 万円、2.1%減）
⑥ 私立学校施設・設備の整備の推進…100 億円（前年度同額）
1) 耐震化等の促進 48 億円 （’20：47 億 2,900 万円→7,100 万円 1.5%増) 大学込み
2) 教育･研究環境の整備…52 億円 （’20：53 億円→1 億円 1.9%増）
（３） 高校生等への修学支援
① 総額 4,335 億円 （’20：4417 億円→82 億円 1.89%減）

概算要求にかかった｢昨年同額要
求を上限に｣という制約を突破し、
予算案で増額計上させたのは、大
きな成果です。コロナ禍の厳しい
条件下でも、全国署名をはじめ私
学助成運動での全国のみなさんの
奮闘が勝ち取ったものです。

しかし
この増額幅は、少人数学級を実現
する専任増に届く額とは到底言え
ません。35 人学級が「小学校のみ
段階的」と判断された事も含め、
今、幼稚園から高校生まで少人数
学級実現とみあった専任増が実現
できる経常費助成大幅増額を訴え
る必要があります。
予算決定、補正予算を組ませる
など 2 月まで全国署名のとりくみ
に注力していきましょう。

2017 年度

2018 年度

2019 年度予算

2020 年度予算

2021 年度予算案

高等学校等

3,668 億 4,900 万円

3,708 億 3,500 万円

3,708億9,400万円

4,275 億 8,800 万円

4,169 億 0,700 万円

就学支援金制度

(11 億 2,400 万円減)

(39 億 8,600 万円増)

(566 億 9,400 万円 15.3%増)

(106 億 8,100 万円 2.5%減)

136 億 2,500 万円

132 億 7,900 万円

139 億 3,100 万円

136 億 0,610 万円

158 億 9,000 万円

(4 億 9,800 万円増)

(3 億 4,600 万円減)

(6 億 5,200 万円増)

(3 億 2,490 万円減)

(22 億 8,390 万円 16.8%増)

奨学のための給付金

(5,900 万円増)

② 高校生等奨学給付金
1) 世活保護受給世帯：年額 52,600 円→（公私ともに）増減なし
2)「非課税世帯全日制第 1 子」の給付額増 …<私立>’20：103,500 円→2021 年度予算案 129,600 円（年額 26,100 円増）
3)「非課税世帯第 2 子以降」の給付額増…<私立>’20：138,000 円→2021 年度予算案 150,000 円（年額 12,000 円増）
4)「非課税世帯通信制・専攻科」の給付額増…<私立>’20：38,000 円→2021 年度予算案 50,100 円（年額 12,000 円増）
※ 「非課税世帯第 2 子以降」の支給条件…15 際以上 23 際未満の兄弟姉妹がいる場合
③ 比較 奨学給付金：公立増額幅…私学と同額
1)「非課税世帯全日制第 1 子」’20：84,000 円→2021 年度予算案 110,100 円（年額 26,100 円増）
2)「非課税世帯第 2 子以降」’20：129,700 円→2021 年度予算案 141,700 円（年額 12,000 円増）
3)「非課税世帯通信制・専攻科」’20：36,500 円→2021 年度予算案 48,500 円（年額 12,000 円増）

