
付議案第 80号 

福岡市児童生徒等就学援助規則の一部を改正する規則案 

上記の付議案を提出する。 

令和２年 11月 24日 

福岡市教育委員会 

教育長 星子 明夫 

理由 

本件は，福岡市就学援助事務手続きの変更に伴い，福岡市児童生徒等就学援助規則の

一部を改正する必要があるので，福岡市教育委員会事務委任規則第２条第１項第２号の

規定により付議するものである。 

福岡市児童生徒等就学援助規則の一部を改正する規則 

福岡市児童生徒等就学援助規則（平成 19 年福岡市教育委員会規則第５号）の一部を

次のように改正する。 

第１条中「設置する小学校，中学校」の次に「，義務教育学校」を加える。 

 第３条第３項中「の保護者（国若しくは都道府県が設置する小学校，中学校若しくは

中等教育学校の前期課程に在学する児童生徒の保護者を除く。）」を「（国又は都道府県

が設置する小学校，中学校，義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に在学する学齢

児童又は学齢生徒を除く。）の保護者」に改め，「必要とする」の次に「当該」を加える。 

第７条を次のように改める。 

（援助費の支給） 

第７条 教育委員会は， 援助の認定を受けた児童生徒又は入学予定者の保護者に，第 

５条各号に掲げる費用(以下「援助費」という。)を支給する。この場合において，援 
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助の認定を受けた児童生徒（国又は都道府県が設置する小学校，中学校，義務教育学 

校又は中等教育学校の前期課程に在学する学齢児童又は学齢生徒を除く。以下この条 

において同じ。）又は入学予定者の保護者が，請求，受領及び返納に関する一切の事 

務を校長に委任するときは，校長を経て支給することができる。 

２ 教育委員会は，児童生徒の保護者が請求，受領及び返納に関する一切の事務を校長

に委任する場合であって，学校徴収金のうち援助の対象となるものについて納期限

（保護者からの申出により納期限の延長をした場合は，延長をする前の納期限）から

１か月以上納付していないときは，全ての援助費を校長を経て支給することができる。 

 第８条を削り，第９条を第８条とする。 

第 10 条第１号中「第 12 条第１項第３号」を「第 11 条第１項第３号」に改め，同条

第２号中「設置する小学校，中学校」の次に「，義務教育学校」を加え，同条を第９条

とする。 

第 11 条を第 10条とし，第 12条を第 11条とし，第 13条を第 12条とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１. この規則は，令和３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２. この規則による改正後の福岡市児童生徒等就学援助規則第７条の規定は，令和３年

度分の援助費について適用し，令和２年度分の援助費については，なお従前の例に

よる。 
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 R2.11.24 付議案第 80号 資料  

 

福岡市児童生徒等就学援助規則の一部を改正する規則案 

 

１ 改正の理由 

 現行の福岡市児童生徒等就学援助規則では，学校経由で申請を受けた場合，修学

旅行費等の援助費は，必ず教育委員会から学校を経て保護者へ支給することとなっ

ており，保護者は学校での現金受取，又は，振込手数料を負担のうえ口座振込によ

り就学援助費を受け取る。また，学校も支払処理や保護者との連絡調整等の業務が

発生している。 

 よって，保護者や学校の負担の軽減を図るため，原則保護者に直接支給するよう

内容を変更するもの。ただし，給食費については，従前の通り給食費所管課へ公金

振替を行う。 

 

   また，関係法令改正に伴う文言追加，並びにその他必要な改正や条文番号の整理

を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

 

（１） 就学援助費の支給方法に関する規定（改正規則第７条関係） 

（２） 学校教育法の一部改正に伴い「義務教育学校」を追加 

（３） 学校徴収金の滞納があった場合の取扱の変更（改正規則第７条３項関係） 

（４） その他文言や条文番号の整理 

 

３ 施行期日 

  令和３年１月１日 
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〇福岡市児童生徒等就学援助規則の一部を改正する規則案 

新旧対照表 

現   行 改 正 案 備考 

（目的） 

第１条 この規則は，学校教育法

(昭和22年法律第26号)第19条の

規定に基づき，経済的理由によ

って，就学困難と認められる児

童生徒(学校教育法第18条に規

定する学齢児童及び学齢生徒の

うち，福岡市立の小学校，中学

校又は国(学校教育法第２条第

１項に規定する国をいう。以下

同じ。)若しくは都道府県が設

置する小学校，中学校    

   若しくは中等教育学校の

前期課程に在学し，福岡市に住

所を有するものをいう。以下同

じ。)又は入学予定者（福岡市

立の小学校，中学校又は国若し

くは都道府県が設置する小学

校，中学校       若し

くは中等教育学校の前期課程の

次年度の入学予定者で福岡市に

住所を有するものをいう。以下

同じ）の保護者(学校教育法第1

6条に規定する保護者をいう。

以下同じ。)に対し，就学に必

要な援助(以下「援助」とい

う。)を行うことにより義務教

育の円滑な実施を図ることを目

的とする。 

 

第２条 （略） 

 

(援助の申請) 

第３条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず，

（目的） 

第１条 この規則は，学校教育法

(昭和22年法律第26号)第19条の

規定に基づき，経済的理由によ

って，就学困難と認められる児

童生徒(学校教育法第18条に規

定する学齢児童及び学齢生徒の

うち，福岡市立の小学校，中学

校又は国(学校教育法第２条第

１項に規定する国をいう。以下

同じ。)若しくは都道府県が設

置する小学校，中学校，義務教

育学校若しくは中等教育学校の

前期課程に在学し，福岡市に住

所を有するものをいう。以下同

じ。)又は入学予定者（福岡市

立の小学校，中学校又は国若し

くは都道府県が設置する小学

校，中学校，義務教育学校若し

くは中等教育学校の前期課程の

次年度の入学予定者で福岡市に

住所を有するものをいう。以下

同じ）の保護者(学校教育法第1

6条に規定する保護者をいう。

以下同じ。)に対し，就学に必

要な援助(以下「援助」とい

う。)を行うことにより義務教

育の円滑な実施を図ることを目

的とする。 

 

第２条 （略） 

 

(援助の申請) 

第３条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず，

 

学校教育法の一部

改正に伴い「義務

教育学校」を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育法の一部

4

http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00001094.html#l000000000
http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00001094.html#e000000053
http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00001094.html#l000000000
http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00001094.html#e000000053


生活保護法第13条の規定による

教育扶助が行われている児童生

徒の保護者(国若しくは都道府

県が設置する小学校，中学校若

しくは中等教育学校の前期課程

に在学する児童生徒の保護者を

除く。)については，校長は，

福祉事務所長の証明を受けて，

別に定める報告書により，援助

を必要とする  児童生徒を教

育委員会に報告しなければなら

ない。この報告により，教育委

員会は，第１項に規定する校長

を経ての申請があったものとみ

なす。 

 

第４条 （略） 

 

第５条 （略） 

 

第６条 （略） 

 

(援助費の支給) 

第７条 教育委員会は，援助の申

請を直接教育委員会に行い，認

定を受けた児童生徒又は入学予

定者の保護者に，第５条第１項

の費用(以下「援助費」とい

う。)を支給する。この場合，

児童生徒の保護者(国若しくは

都道府県が設置する小学校，中

学校若しくは中等教育学校の前

期課程に在学する児童生徒の保

護者を除く)が第５条第１項第

１号に規定する援助費につい

て，請求，受領，返納に関する

一切の事務を校長に委任(以下

「委任」という。)するとき

は，校長を経て支給することが

できる。 

生活保護法第13条の規定による

教育扶助が行われている児童生

徒(国又は都道府県が設置する

小学校，中学校，義務教育学校

又は中等教育学校の前期課程に

在学する学齢児童又は学齢生徒

を除く。)の保護者について

は，校長は，福祉事務所長の証

明を受けて，別に定める報告書

により，援助を必要とする当該

児童生徒を教育委員会に報告し

なければならない。この報告に

より，教育委員会は，第１項に

規定する校長を経ての申請があ

ったものとみなす。 

 

第４条 （略） 

 

第５条 （略） 

 

第６条 （略） 

 

 (援助費の支給) 

第７条 教育委員会は， 援助の

認定を受けた児童生徒又は入学

予定者の保護者に，第５条各号

に規定する費用(以下「援助

費」という。)を支給する。こ

の場合において，援助の認定を

受けた児童生徒（国又は都道府

県が設置する小学校，中学校，

義務教育学校又は中等教育学校

の前期課程に在学する学齢児童

又は学齢生徒を除く。以下この

条において同じ。)又は入学予

定者（国又は都道府県が設置す

る小学校，中学校，義務教育学

校又は中等教育学校の前期課程

に入学を予定する者を除く。)

の保護者が，請求，受領及び返

改正に伴い「義務

教育学校」を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請場所によら

ず，保護者へ直接

支給もしくは，学

校経由で支給から

選択へ変更 
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２ 教育委員会は，校長を経て援

助の申請を行い，認定を受けた

児童生徒又は入学予定者の保護

者には，委任により，校長を経

て援助費を支給する。この場

合，第５条第２号及び第３号に

規定する援助費については，児

童生徒又は入学予定者の保護者

の申請により，教育委員会から

直接支給することができる。 

 

 

３ 教育委員会は，児童生徒の保

護者が学校徴収金を２か月以上

納付していないときは，全ての

援助費を校長を経て支給する方

法に変更することができる。 

 

(領収書) 

第８条 校長は，第５条第２号及

び第３号に規定する援助費を児

童生徒又は入学予定者の保護者

に支給したときは，領収書を徴

するものとする。 

 

第９条 （略） 

 

(援助費の返還) 

第10条 援助費は，次に掲げる場

合を除き，返還を要しない。 

 （１）第12条第１項第３号に該

当するとき 

 （２）入学予定者が福岡市立の

小学校，中学校又は国若しくは

都道府県が設置する小学校，中

学校       若しくは中

納に関する一切の事務を校長に

委任するときは，校長を経て支

給することができる。 

 

２ 教育委員会は，児童生徒の保

護者が請求，受領及び返納に関

する一切の事務を校長に委任す

る場合であって，学校徴収金の

うち援助の対象となるものにつ

いて納期限（保護者からの申出

により納期限の延長をした場合

は，延長をする前の納期限）か

ら１か月以上納付していないと

きは，全ての援助費を校長を経

て支給することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

(領収書) 

第８条 校長は，第５条第２号及

び第３号に規定する援助費を児

童生徒又は入学予定者の保護者

に支給したときは，領収書を徴

するものとする。 

 

第８条 （略） 

 

(援助費の返還) 

第９条 援助費は，次に掲げる場

合を除き，返還を要しない。 

 （１）第11条第１項第３号に該 

 当するとき 

 （２）入学予定者が福岡市立の

小学校，中学校又は国若しくは

都道府県が設置する小学校，中

学校，義務教育学校若しくは中

 

 

 

 

 

学校徴収金の滞納

があった場合の支

給方法の変更につ

いて規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削る 

 

 

 

 

 

条ずれ 

 

学校教育法の一部

改正に伴い「義務

教育学校」を追加 
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等教育学校の前期課程に入学し

なかったとき，又は当該学校に

入学する前年度において福岡市

に住所を有しなくなったとき。

ただし，第２条第２項に該当す

るときを除く。 

 （３）教育委員会において返還

を要すると認めるとき 

 

第11条 （略） 

 

第12条 （略） 

 

第13条 （略） 

 

 

等教育学校の前期課程に入学し

なかったとき，又は当該学校に

入学する前年度において福岡市

に住所を有しなくなったとき。

ただし，第２条第２項に該当す

るときを除く。 

 （３）教育委員会において返還

を要すると認めるとき 

 

第10条 （略） 

 

第11条 （略） 

 

第12条 （略） 
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