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令和４年度当初予算の概要 

 

○私学振興についての考え方 

本県学校教育の一翼を担う私立学校の役割は大変重要であり、また、 21 世紀の本

県を担う人づくりを進める上で、私学振興は重要な施策の一つであり、その推進に努

めてきたところである。 

県としては、少子化の進展や国際化の推進、Society5.0 の実現に向けた人材育成な

ど、教育を取り巻く環境が大きく変化する中において､今後とも、私立学校の教育条件

の維持・向上、保護者の負担軽減及び学校経営の健全性の向上に配慮した運営費補助

など各種助成の充実と適正執行に努めていく。  

 

県 予 算 １兆２，６７７億７７百万円 

私学予算     １１５億４２百万円 

 

○私学振興予算(全体)の推移（当初予算ベース）                

 
私学補助金等 

私学予算  

（貸付金を含む）  

  金 額（千円）  伸率（％） 金 額（千円）   伸率（％） 

令和３年度 11,107,578 △11.8 11,623,558 △11.9  

令和４年度 11,023,145 △0.8 11,542,010 △0.7 

 

○生徒総数（予算で使用した推計人数）  

 高等学校  
高校通信  

(広域以外 ) 
中学校  小学校  

幼稚園  

（学法）  

幼稚園  

（非学法） 
計  

R3 10,149 928 739 671 10,040 103 22,630 

R4 10,257 978 704 632 8,841 94 21,506 

増減数 ＋108 ＋50 △35 △39 △1,199 △9 △1,124 

増減率 ＋1.1% ＋5.4% △4.7% △5.8% △ 11.9% △ 8 . 7 % △5.0% 
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令和４年度私学振興助成予算（事業別）概要 

 

１ 私立学校運営費補助 

(1)一般補助 

ア 経常費補助 

   私立学校の教育条件の向上、私立学校に学ぶ生徒等の修学上の経済的負担軽減及

び学校経営の健全性の向上を図るため、私立学校の教育または研究に係る経常経費

の一部を補助する。 

 

学種  
人数  

（人） 

単価  

（円） 

補助基本分計  

（千円） 

特別加算※  

（千円） 

合計金額  

（千円）             

高校（全）   10,257 379,504 3,892,582 2,398 3,894,980 

高校（通） 広域以外 978 81,306 79,518 113 79,631 

中学校  704  342,500 241,120 70 241,190 

小学校  632 340,732 215,343 42 215,385 

幼稚園  

（学校法人） 
一般分 8,841 200,567 1,773,214 53,169 1,826,383 

合  計  21,412 － 6,201,777 55,792 6,257,596 

※高校（全）（通）、中学校、小学校：授業目的公衆送信補助金 

※幼稚園：障がい児等対応加算（7,181 千円）、処遇改善加算（20,880 千円）、 

授業目的公衆送信補助金・安全確保に関する学校支援（教育改革）  

・教育活動復旧費 等 

 

○高等学校における補助上限額は、平成 11 年度から生徒減少期における私立学校の経

営基盤の安定と教育条件の維持・向上を図るため、単価方式ではなく標準運営費方

式によって積算している。 

 標準運営方式とは、 

私立高校における（１）教職員１人当たりの経費＝教職員割（教職員給与等）、（２）学校１校

当たりの運営経費＝学校割（その他の職員給与等）、（３）１学級当たりの学級運営経費＝学

級割（修繕費、備品費等）、（４）生徒１人当たりの経費＝生徒割（教育活動費、管理費等）に

ついて、それぞれ公立高校を基準として全国との格差等を考慮して算出し、これを学校ごとに、

生徒数、学級数等により計算して、その２分の１を補助するもの。 

 

○小中学校及び幼稚園における補助上限額は、生徒等１人当たりの補助単価に生徒数を

乗じて積算している。 

 （補助単価） 

※小・中学校：国庫補助単価＋交付税単価 

※幼稚園：国庫補助単価＋交付税単価＋県費上乗せ分 
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イ 被災児童生徒等就学支援事業 

東日本大震災等により被災した児童生徒等の就学を支援するため、授業料等の減

免措置を行った私立学校に対して、減免相当額を補助する。 

 

項 目 人数（人） 金額（千円） 

高  校 延べ 116 9,312 

中学校 延べ  29 6,741 

小学校 延べ  15 3,103 

幼稚園 延べ  17 434 

R4 計 延べ 177 19,590 

 

ウ 私立幼稚園等心身障がい児教育費補助 

（学校法人立及び施設型給付に移行した非学校法人立幼稚園）  

私立幼稚園及び認定こども園における障がい児の受入れを促進することを目的

に、保護者及び幼稚園等の経済的負担の軽減を図るため、障がい児を受け入れた

幼稚園等に対して経費の一部を補助する。 

本県においては、各園における対象園児数が 1 人の場合や、途中入退園も月割り

で補助対象にするなど、独自支援を行っている。 

 

対象園児数 補助単価（千円） 金額（千円） 

300 人 

（2人以上）784（国庫1/2※） 

（1人）  392（県単） 

※非学校法人立分は県単 

215,600 

なお、補助対象となった障がい児の数（決算）は、平成 26 年度 306 人、平成 27

年度 296 人、平成 28 年度 360 人、平成 29 年度 343 人、平成 30 年度 310 人、令和元

年度 286 人、令和 2 年度 249 人と推移している。 

 

エ 私立幼稚園等子育て支援推進事業（全幼稚園及び認定こども園対象） 

   私立幼稚園及び認定こども園における子育て支援活動を推進し、保護者の育児に

対する経済的・精神的負担の軽減を図り、安心して子どもを生み育てる環境の整備

を図ることを目的とする。 

このため、①「預かり保育」（保育時間終了後２時間以上の預かり保育）、②「休

業日預かり」（休業日１日につき２時間以上の預かり保育）及び③「長期休業中の預

かり保育」の実施、さらには④「子育て支援活動の推進」（地域の子育て支援センタ

ーとしての活動等）に取り組んでいる私立幼稚園等に対し補助する。 
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項   目 
対 象 園 数 

金額（千円） 
学校法人立 

学校法人立
以外 

①預かり保育 67 3 185,960 

②休業日預かり保育の推進 27 0 14,380 

③長期休業中預かり保育 66 3 35,200 

④子育て支援活動の推進（一般） 25 2 10,800 

④子育て支援活動の推進（認定こども園） 20 0 24,000 

R4 計 延べ 205 延べ 8 270,340 

 

オ 私立幼稚園教育振興助成事業補助（非学校法人立幼稚園） 

非学校法人立幼稚園の教育条件の向上と保護者負担の軽減を図るため、本県では

独自に、①運営費に対する一般補助と、②障がい児の受入れを促進するための加算

を特別補助している。 

    一般補助は学校法人立幼稚園の園児１人当たり補助単価の 1/3 とし、障がい児に

対する補助は平成 18 年度から学校法人と同額とした。 

※ 補助金交付は 、(公社 )福島県私立幼 稚園・認定子ども園連合会に行う。  

 

項   目 人（園）数 単価（円） 金額（千円） 

一般補助   94人（２園） 66,855 6,285 

特別  

補助 
障がい児 

  0人 

      

（２人以上）784,000 

（１人）392,000 
 0 

R4計 ------   ------ 6,285 

 

(2)特別補助 

ア 過疎特別補助 

過疎地域に所在する私立高等学校の維持及び適正規模への誘導を図るため、対

象校に補助する。 

対象要件⇒令和４年度高校在学可能者数が昭和 45 年度高校在学可能者の 48％未

満である地域に設置され、当該校の昭和 45年度の生徒数に対する令和４年度の生

徒数の減少率が 48％以上の高校（R4 対象予定校：４校） 

R4： 30,736 千円  

 

イ 教育改革特別補助 

(ｱ) 教育改革 

教育の質の向上を図るため、平成 20 年７月に策定された教育振興基本計画や新

学習指導要領を踏まえた特色ある取組を行う私立学校に対し助成する。 
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                                                      (千円 ) 

項目 (メニュー ) 高 校 中学校  小学校 計 

教育の質の向上を  

図る学校支援経費  
22,890 11,130 5,860 39,880 

 

＜教育の質の向上を図る学校支援経費＞ 

  ① 次世代を担う人材育成の促進 

    ・グローバル人材育成のための英語教育の強化、国際交流の推進  

    ・数理・データサイエンス・ＡＩ教育等の推進 等 

② 教育相談体制の整備 

    ・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の活用  

    ・不登校の生徒等の教育機会についての支援 等 

  ③ 職業・ボランティア・文化・健康・食等の教育の推進 

    ・職業体験、ボランティア活動、伝統・文化体験、自然体験、地域社会や産 

業界等と連携・協同した取組   

・栄養教諭の活用など食に関する指導の充実 等 

④ 児童生徒等の安全確保に関する学校支援 

  ・スクールバスにおける警備員（ガードマン）等の配置 

・登下校時における交通安全指導員等の人員配置 

・児童生徒等への講習会（防犯、防災、交通安全）の実施  

・地域住民や地域関連機関等との合同防犯訓練等の実施 等 

  ⑤ 特別支援教育に係る活動の充実 

   ・教員の専門性向上のための研修や講師派遣 

   ・個別の支援計画の策定等を進める児童生徒の学習・生活・進学・就職等の 

    サポートする支援体制の構築（支援員やコーディネーターの配置など）等 

⑥ ＩＣＴ教育環境の整備推進 

   ・情報通信技術活用支援員の配置、ＩＣＴ機器の管理委託 等 

⑦ 外部人材活用等の推進 

   ・教員の負担軽減を図るための教員業務支援員、学習指導員等の専門スタッフ 

や外部人材等の活用 等（※上記①～⑦の取組に係るものは対象外） 

※ 幼稚園分（安全確保に関する学校支援）については、令和４年度から私立学校  

運営費補助金（一般補助）特別加算に事業を統合した。 

 

(ｲ) 私立小中学校少人数教育推進事業補助 

     少人数教育を促進するために、平成 14 年度から県独自に創設した補助事業で、 

小学校・中学校の全学年において 30 人程度の少人数学級を推進する。平成 14 年度

は小・中学校第１学年を対象として開始し、平成 15 年度からは小学第２学年まで

補助対象を拡大、平成 17 年度からは 30 人程度学級として対象を全学年に拡大した

（ティームティーチィングの場合も補助対象）。 

   R4： 19,600 千円 単価 1,400 千円 中学校３校（９学年）､小学校１校（５学年） 
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２ 私立専修学校運営費補助（学校法人立） 

私立専修学校の教育条件の向上、保護者負担の軽減及び学校の経営基盤の確立を図

るため、県独自に運営費の一部を補助する。 

また、東日本大震災等により、就学が困難となった生徒に対する授業料等減免を行

った専修学校等に対し、減免相当額を補助する。 

令和４年度からは、職業実践専門課程として文部科学大臣の認定を受けた学科を  

設置する私立専修学校に対し、運営費補助金を加算する制度をスタートする。  

 

区  分 補助単価 (円 ) 補助対象人数 (人 ) 金額(千円） 

大学入学資格付与 50,000 588 29,400 

専門課程等 25,000 3,017 75,425 

高等課程 (大学付与以外 ) 25,000 54 1,350 

被災生徒就学支援 － －  3,237 

（新）職業実践専門

課程認定校加算 
200,000 －  2,000 

R4計 －  3,659 111,412 

※県の他課より運営 費補助を受けている 学校は補助対象外  

 

３ 私立専修学校振興助成事業（非学校法人立） 

非学校法人立専修学校の教育条件の向上と保護者負担の軽減を図るため、平成 12

年度から設備整備費補助に替えて、運営費の一部を補助することとした(平成 29 年

度に単価を増額した）。 

※補助金交付は、 (一社 )福島県専修学校各種学校連合会に行う。  

また、東日本大震災等により、就学が困難となった生徒に対する授業料等減免を行

った専修学校等に対し、減免相当額を補助する。 

区  分 補助単価 (円 ) 補助対象人数 (人 ) 金額(千円） 

大学入学資格付与 16,600 5 83 

専門課程等  8,300 221 1,835 

高等課程 (大学付与以外 ) 8,300 28 233 

被災生徒就学支援  － － 632 

R4計 －  254  2,783 

※県の他課より運営 費補助を受けている 学科、予備校等は補 助対象外  

 

４ 私立学校設備整備事業等補助 

  東日本大震災によって施設等に被害を受けた私立学校の復旧費用に対して、国庫補 

助と並行して補助を行う。 

R4：150 千円 
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５ 未来の子どもを守る食の安全確保事業補助  

  私立学校における学校給食食材の放射性物質検査に要する費用の一部を補助する。 

  R4：1,060 千円 

 

６ 私立学校耐震化促進事業  

  私立学校における施設の耐震化を図るため、国庫補助と並行して補助を行う。 

  R4：30,000 千円 

なお、令和３年度までは未来を担う子どもたちの安心就学環境支援事業補助金の名  

称で行っていた。 

 

７ 緊急スクールカウンセラー等派遣事業  

東日本大震災により被災した幼児児童生徒等の心のケア、教職員・保護者等への助  

言・援助等を行うとともに、新規高卒者等の望む職業生活向上や生活基盤安定の支援  

を行うため、スクールカウンセラー等の派遣を行う。 

  R4：47,794 千円 

 

８ 教育支援体制整備事業費補助金  

幼児教育の質の向上のため、質の高い環境で子どもを安心して育てることができる

体制の整備に取り組む。 

(1)幼児教育のための質の向上のための緊急環境整備 

ア 遊具・運動遊具・教具等の整備に要する経費への補助 

  ・補助率：認定こども園 1/2 以内、幼稚園 1/3 以内 

（補助対象経費 上限 2,000 千円） 

   R4：26,000 千円 

イ 新型コロナウイルス感染症対策として必要となる保健衛生用品の整備等に要する

経費への補助 

  ・補助率：250 千円・500 千円/園 

    R4：34,500 千円 

 

(2)認定子ども園等における教育の質の向上のための研修支援 

ア 幼稚園等関係団体の実施する研修への補助 

  ・補助率：1/2、補助基準額：参加教職員 1 人当たり 6,250 円 

イ 研修へ参加する幼稚園等への補助 

  ・補助率：1/2、補助基準額：参加教職員 1 人当たり 6,250 円 

R4：1,800 千円 

 

(3)保育教諭確保の幼稚園教諭免許状取得支援事業 

幼保連携型認定こども園及び幼保連携型認定こども園となる予定の幼稚園の保育  

士資格のみを有する者に対して幼稚園教諭免許状取得に必要な経費等を助成する。  

   ・補助率：1/2、補助基準額：養成施設受講料等 １人当たり上限 100 千円 

    R4：1,204 千円 
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(4)園務改善のためのＩＣＴ化支援事業 

私立幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む）が、園児の登園管理や指導要録の作  

成支援システム、保護者向けメール配信システムの整備などの幼稚園教諭の業務負

担の軽減を目的とした支援システムを導入又は更新する場合において、その費用を

補助する。 

  ・補助率：3/4、補助基準額：１施設当たり 1,000 千円 

   R4：6,000 千円 

 

９ 私立学校外国人指導助手招致事業  

私立学校における外国語教育の充実を図るため、外国青年招致事業（ＪＥＴプログ  

ラム）を活用して、外国語指導助手（ＡＬＴ）を雇用する私立小・中・高等学校に対

して、配置に係る経費の一部を補助する。 

R4：7,356 千円 

 

10 高等学校等就学支援金  

高等学校等就 学 支 援金 の 交 付に 係 る事 務を 法 定 受託 事 務と して 行 う もの で

あり、平成 22 年度 に新設され 、令和２ 年度に低所得世帯に 対する 加算額が

大幅に拡充された。  

家庭 の状況にかかわらず、全ての意思ある高校生等が安心して勉学に打ち込める

社会をつくるため、高校生のいる世帯に対し、公立高校授業料相当額を助成するとと

もに、低所得世帯に対しては、加算額を助成する。  

 

区    分 単価（年額・円） 対象人数見込 金額（千円） 

就学支援金 
396,000 

（通信制は 297,000） 
10,985 3,101,711 

学び直しへの支援 - 17 3,624 

事 務 費 - - 14,063 

R4 計 - -  3,119,398 

 

11 私立高等学校等就学支援事業  

  高等学校等就学支援金の給付を受けてもなお授業料負担が残る低所得世帯等にお  

ける子どもたちの高等学校等への進学の機会を保障し、公立高等学校と同条件で私立

高等学校等を選択できるようにする。  

  また、小・中学校における家計急変世帯への支援することにより、学びの継続を図  

る。  
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区    分 対象人数 金額 (千円 ) 

低所得者に対する支援 

高等学校 186 

専修学校 120 

小・中学校※  4 

高等学校 13,158 

専修学校 10,859 

小・中学校 1,196 

中所得者層に対する支援  
高等学校 411 

専修学校  24 

高等学校 56,965 

専修学校  3,327 

専攻科の生徒への就 学支援  83 33,157 

R4計 828 118,662 

※家計急変世帯のみ対象。なお、令和４年度から家計急変年度以降も継続的に低

所得である世帯に対しても支援を行う。 

 

12 高等教育（私立専門学校）授業料等減免事業  

(1)私立専門学校授業料等減免事業 

高等教育の無償化は、低所得世帯であっても、学ぶ意欲のある学生が進学できるよ

う、授業料減免と奨学給付金支給の２つの支援制度からなる。そのうち、授業料減免

事業は当該学校の所轄庁が実施することになっており、県が所轄する私立専門学校分

について、該当学校へ授業料減免に要する費用を交付する。 

R4：291,443 千円 

 

(2)高等教育修学支援新制度事務費 

令和２年度より制度開始された高等教育の無償化について、県内の私立専門学校に  

ついて無償化の対象となる学校に該当するか否かを確認（機関要件確認）するため、 

専任の嘱託員を配置して対応する。 

R4：5,143 千円 

 

13 （新）私立高等学校における１人１台端末整備支援事業  

子どもたち１人１人に個別最適化され、創造性を育む教育ＩＣＴ環境を実現する   

 ため、各家庭が私立高校入学時に端末を購入し、学校が所得 620 万円以内の世帯に

費用を負担した場合、学校設置者に対する補助を行う。  

R4：47,255 千円 

 

14 教職員退職手当資金給付事業補助  

県私立学校教職員退職金財団が行う退職金手当給付事業に対して、その一部を補助  

し、その制度を充実することにより、教職員の雇用条件の向上を通じて、優秀な人材  

を確保し、ひいては私立学校の教育条件の向上と私学の振興を図る（平均給与月額の  

一定割合を補助するもの）。  

 

 

 

 



 

 10 

                                  （‰） 

学  種 補助率 学校負担金率 現行掛金率 金額(千円） 

小･中･高等学校   30    132    162 90,536 

幼稚園   22     79     101 54,429 

認定こども園 22 79 101 49,883 

専修学校   30    74    104 2,222 

R4計  --     ----     ---- 197,070 

 

県補助率の推移                                             (‰) 

学種・年度 平元～ 5～8 9～10 11～13 14～29 30～31 令 2～ 

小･中･高等学校、  
専修学校 

25 27 28 29 30 

幼稚園・認定こども園  20 21 22 

 

15 私立学校教職員共済事業補助  

日本私立学校振興・共済事業団の長期給付事業に対して、その費用の一部を補助し、 

本県の私立学校及び教職員の負担率を軽減することにより、教育条件の向上及び私学  

の振興を図る（平均給与額の 8‰を補助）。  

学   種 補助率 金額（千円） 

小･中･高等学校、幼稚園、幼保連携
型認定こども園・専修・各種学校  

8/1000 114,545 

 

16 福島県私学振興会貸付金  

同振興会が実施する私立学校の施設整備事業（防災機能強化を含む）及び災害復  

旧事業のための資金として、その原資を同振興会に貸し付ける。  

 R4：貸付金 518,865 千円 

 

＜振興会の主な貸付事業＞ 

(1)施設整備資金 

ア 私立学校施設整備臨時特別資金（県 転貸資金） 

    対象事業～私立学校の校舎等の新・増・改築で事業費 5,000 万円以上 

    貸付限度額～100,000 千円（ただし、事業費の 2/3 以内） 

    返済期間等～10 年（据置なし、元金均等年賦払） 

  貸付利率～0.5％ 

イ 防災機能強化（県 転貸資金） 

   対象事業～防災機能の強化及び安全管理対策のための施設整備事業  

        （耐震補強工事、アスベスト対策工事（18～）） 

   貸付限度額～50,000 千円（ただし、事業費の 2/3 以内）     

   返済期間等～10 年（据置なし、元金均等年賦払） 

   貸付利率～0.5％ 
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ウ 認定こども園（県 転貸資金） 

令和４年度は新規貸付予定なし 

  対象事業～認定こども園の認定を目指し保育所機能の充実のための施設整備事業  

  貸付限度額～50,000 千円（ただし、事業費の 2/3 以内）     

  返済期間等～10 年（据置なし、元金均等年賦払） 

  貸付利率～0.5％ 

 

(2)経営安定資金（振興会 自己財源） 

対象事業～高利債務弁済、校具等の購入、長期運営資金 

貸付限度額～20,000 千円 

返済期間等～5 年（高利債務弁済は 10 年） 

貸付利率～0.5％ 

 


