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● 警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域にある学校数

・公立学校

 

９０校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、各種学校）

・私立学校

 

９校（幼稚園、高等学校）

・国立学校

 

なし

● 警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域にある学校に通う幼児児童生徒数

・公立学校

 

約１８，０００名（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、各種学校）

・私立学校

 

約２，０００名（幼稚園、高等学校）

・国立学校

 

なし

＜福島県内の学校数（平成22年度）＞

国立 公立 私立 合計

幼稚園 1 206 150 357

小学校 1 509 3 513

中学校 1 238 7 246

高等学校 0 94 19 113

大学 1 2 5 8

短期大学 0 1 4 5

専修学校 0 5 49 54

各種学校 0 1 11 12

合 計 4 1,050 188 1,242

＜福島県内の在学者数（平成22年度）＞

国立 公立 私立 合計

幼稚園 84 10,749 19,193 30,026

小学校 733 116,177 758 117,668

中学校 488 60,746 632 61,866

高等学校 0 50,578 10,641 61,219

大学 4,764 2,752 9,716 17,232

短期大学 0 327 2,267 2,594

専修学校 0 593 5,716 6,309

各種学校 0 58 558 616

合 計 6,069 241,329 43,207 290,605

（文部科学省「学校基本調査報告書」より作成）（文部科学省「学校基本調査報告書」より作成）

１．福島県における学校等の現状について

１

※

 

公立学校の数値は、福島県教育委員会調べ（幼稚園について一部確認中のものを含む）。幼児児童生徒数は、小中学校・各種

 
学校における平成23年４月１日時点の在籍予定者数と、幼稚園・高等学校・特別支援学校における平成２２年５月１日時点の在籍

 
者数を合計したもの



● 現在、これらの区域に住む幼児児童生徒については、以下のような対応を迫られている状況

・ 避難先にある学校に転学か、事実上受け入れてもらう

・ 当該区域外の学校等の施設を使って再開される学校に通学

２

（注）

 

ここに挙げる損害の類型は、現在文部科学省において把握しているもののうち代表的な
ものであり、必ずしも学校関係の損害を網羅したものではない。

● また、私立学校（専修・各種学校を含む）については、更に以下の点に留意する必要がある
・ 私人の財産により設立された学校法人による経営であること
・ 国及び都道府県の私学助成を除き、収入の多くを学納金収入に依存していること
・ 特に今回の震災や原発事故により大きな影響を受けている幼稚園については、その半数

近くは私立幼稚園であり、地域の小学校就学前教育において私立幼稚園は公立幼稚園と
並び重要な役割

・ 今般の原子力発電所事故に起因する学納金収入減、避難・除染のコスト増などにより
私立学校の経営が困難になることになれば、地域における幼児・生徒の教育機会が確保
できなくなるとともに、教職員の解雇など、地域の雇用の機会が失われるおそれ



営業損害 避難費用 財物価値の喪失・減少

●

 

義務教育諸学校は無償とされているが、それら以

外は私立学校と同様に学納金収入の減少等の被害

●

 

通学・通園者の避難、学校の休校による学納金収

入の減少

●

 

警戒区域等解除後の学校再開に要する費用（校

舎・校庭の修理・整備、移転費用等）

●

 

警戒区域等解除後の、風評による在学生の転学、

新入生の入学辞退等による学納金収入の減少（見

込み）

●

 

更に「就労不能等に伴う損害」として、避難

指示や在学生の減少に伴う経営悪化等により勤

務する学校が閉校等となり解雇・雇止め等がなされ

た教職員に対する補償

●

 

避難指示等により、警戒区域等から避難した児童

生徒等のためのケア等を行う教職員人件費（旅費、

超過勤務手当、特殊勤務手当、住居手当を含む）等

の増加

など

●

 

警戒区域等から避難した児童生徒

等のための応急仮設校舎の設置や学

校備品の整備等に要する費用が必要

●

 

避難指示等により、避難先が通う学

校から遠くなってしまった児童生徒等

のために自治体がスクールバスを

運行するなどして対応

●

 

代替施設の確保やスクールバス等

を手配するための費用

など

●

 

今後、警戒区域等圏内で学

校が再開される際、学校活動

に制約がある場合には、校

地・校舎や共同調理場の除染

や汚染された土壌、学校

備品・実習設備等の交換に

かかる費用

●

 

校舎・校庭の放射線量の検

査のためのモニタリングポ

スト（線量計）の設置にか

かる費用

など

３

２．当該事故による影響①

 
～警戒区域等における損害の主な例～



営業損害 財物価値の喪失・減少 検査費用

●

 

義務教育諸学校は無償とされているが、それら

以外は私立学校と同様に学納金収入の減少等の

被害

●

 

原発への懸念や、母国政府の指示等を理由と

した被災地等における日本人学生、大学等の日

本人在学生、留学生の中途退学、転学、新入生

の入学辞退等による学納金収入の減少

●

 

原発への懸念や、母国政府の指示等を理由と

した被災地等における大学等の研究者・外国人

研究者の他大学等や海外への流出、これによる

大学の教育研究活動等への影響

など

●

 

警戒区域等外でも高い放射線量数

値が出ている学校に対する、校舎・校

庭の放射線量の検査のためのモニタ

リングポスト（線量計）の設置経

費、学校活動に制約がある場合には

校舎・備品の除染や校庭の土の入れ

替え費用

など

●

 

例えば、救援物資等の海上輸

送のため小名浜港に入港した、

福島県実習船「福島丸」同じく神

奈川県実習船「湘南丸」は、原発

から８０km圏内に入ったため、米

国入港時にスクリーニングを行う

必要があるため、その事前検査を

出航前に日本海事検定協会に実

施してもらうために係る経費

●

 

また、宮城県実習船「宮城丸」、

岩手県実習船「リアス丸」、青森

県実習船「青森丸」等も対象とな

る可能性あり

など

そのほかにも、学校教育に関連し、個人が被る損害として以下のようなケースも考えられる。

・避難指示に従って避難したことにより他校への転学を余儀なくされ、転学先での教材や制服等の学用品費や

通学費等について追加的費用負担が生じるケース

・避難指示に従って県外に避難したことにより公立高校から私立高校に転学することとなり授業料等について

追加的費用負担が生じるケース

３．当該事故による影響②

 
～警戒区域等外における損害の主な例～

４



○

 
学校における校舎・校庭等の利用判断における指針（福島県内の学校の校舎・校庭等の

利用判断における暫定的な考え方について（平成23年4月19日付け23文科ス第134号））

○

 
学用品の給付、就園・就学援助、奨学金等の各学校段階における就学支援に要する

経費について4月22日閣議決定された平成23年度第1次補正予算の概算へ盛り込み

○

 
東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校における就学機会の確保等に

ついて（平成23年4月11日付け23文科高第51号）

○

 
被災した学生等に対する修学上の配慮等について（東日本大震災に伴う学生等への

支援について（平成23年4月8日付け23文科高第43号））

○

 
学校法人への資金繰り支援（日本私立学校振興・共済事業団）

○

 
私学共済の加入者資格の取扱いの弾力化及び掛金の納付期限の延長（日本私立学校

振興・共済事業団）

４．文部科学省におけるこれまでの主な対応例

５



平成２３年４月２８日 
文部科学省高等教育局私学部 
生涯学習政策局生涯学習推進課 

 
原子力発電所事故による私立学校に対する影響について 

 
１．福島県内の私立学校の現状 
  ＜福島県内の学校数（平成 22 年度）＞ 

 国立 公立 私立 私立学校の割合 
幼稚園 1 206 150 42.0％ 
小学校 1 509 3 0.6％ 
中学校 1 238 7 2.8％ 

高等学校 0 94 19 16.8％ 
大学 1 2 5 62.5％ 

短期大学 0 1 4 80.0％ 
専修学校 0 5 49 90.7％ 
各種学校 0 1 11 91.7％ 

（文部科学省「学校基本調査報告書」より作成） 
 
  ＜福島県内の在学者数（平成 22 年度）＞ 

   国立 公立 私立 私立学校の割合 
幼稚園 84 10,749 19,193 63.9％ 
小学校 733 116,177 758 0.6％ 
中学校 488 60,746 632 1.0％ 

高等学校 0 50,578 10,641 17.4％ 
大学 4,764 2,752 9,716 56.4％ 

短期大学 0 327 2,267 87.4％ 
専修学校 0 593 5,716 90.6％ 
各種学校 0 58 558 90.6％ 

（文部科学省「学校基本調査報告書」より作成） 
 
  ＜福島県内の教員数（平成 22 年度）＞ 

   国立 公立 私立 私立学校の割合 
幼稚園 4 856 1,478 63.2％ 
小学校 34 7,694 47 0.6％ 
中学校 24 4,641 53 1.1％ 
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高等学校 0 3,942 736 15.7％ 
大学 242 541 419 34.9％ 

短期大学 0 30 135 81.8％ 
専修学校 0 63 441 87.5％ 
各種学校 0 6 80 93.0％ 

（文部科学省「学校基本調査報告書」より作成） 
 
＜私立学校の収入＞ 

  （福島県内） 
  ・幼稚園１園あたりの平均収入（平成 20 年度）  約 8,000 万円 

うち学納金収入     約 3,500 万円（約 44％） 
 ・高等学校１校あたりの平均収入（平成 21 年度） 約 6.6 億円 

うち学納金収入    約 3.3 億円（約 50％） 
  ・専修学校１校あたりの収入（平成 20 年度） 約 2.6 億円 
             うち学納金収入    約 2.4 億円（約 92％） 

・各種学校１校あたりの収入（平成 20 年度）  約 1.1 億円 
             うち学納金収入    約 5,100 万円（約 48％） 
 

（東北地区内） 
・大学１校あたりの平均収入（平成 21 年度）   約 30 億円 

うち学納金収入      約 22 億円（約 73％） 
（日本私立学校振興・共済事業団「今日の私学財政」より作成） 

 
  ＜警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域内の私立学校の現状＞ 
  ・学校数              幼稚園：7 園 

高等学校：2 校（うち 1 校は通信制高等学校） 
  ・在学幼児・生徒数         約 2,000 人 

（うち約 950 名は通信制高等学校の生徒） 
  ・年間学納金収入総額（幼稚園のみ） 約 2.2 億円 
  ・１園あたりの学納金収入      約 3,100 万円 
 
２．私立学校の特徴 

 ○私人の財産により設立された学校法人による経営 
 ○国及び都道府県の私学助成を除き、収入の多くを学納金収入に依存 
 ○特に今回の震災や原発事故により大きな影響を受けている幼稚園について

は、その半数近くは私立幼稚園であり、地域の小学校就学前教育において私

 2



立幼稚園は公立幼稚園と並び重要な役割 
○専修学校・各種学校については、約 9 割が私立学校であり、地域の職業教

育において重要な役割を果たしている。 
 ○今般の原子力発電所事故に起因する学納金収入減、避難・除染のコスト増

などにより私立学校の経営が困難になることになれば、地域における幼

児・生徒の教育機会が確保できなくなるとともに、教職員の解雇など、地

域の雇用の機会が失われるおそれ 
 
 
３．原子力発電所事故による影響①：警戒区域等における損害 

（１）避難費用・営業損害等 

 ○通学・通園者の避難、学校の休校による学納金収入の減少 
 ○代替施設の確保やスクールバス等の手配費用 
 ○警戒区域等解除になった後の、学校再開に要する費用（校舎・校庭の修理・

整備、移転費用等） 
○警戒区域等解除になった後の、風評による在学生の転学、新入生の入学辞

退等による学納金収入の減少（見込み） 
○幼児・児童生徒・学生や保護者に対し学校がカウンセリングを行う経費 

 
  ＜既に在学生が転学・入学辞退している私立高校の例＞ 
   Ａ高等学校 
    平成 23 年度は休校（再開未定） 
    在校生 68 名、新入生 25 名（計 93 名）は別の学校に転校 
   

＜警戒区域等圏内の私立幼稚園の状況＞ 
 ４月 26 日現在、警戒区域及び緊急時避難準備区域内にある私立幼稚園７園の全てが

休園、再開の見込みが立っていない。６園の関係者は域外に避難している。 
 
  ＜福島県全私立幼稚園協会（平成 23 年 4 月 19 日付け）＞ 

  当面する喫緊の課題（今後、国に要望するべき事項について） 
   （中略） 

２ 放射能漏れの不安に起因する休園・退園に対する経営上の支援等 
  （１）放射能漏れの不安から休園・退園に至った園児は多数にのぼり（いわき方部で

は 1,200 名休退園、県内の他方部 670 名、4/19 集計）、私立幼稚園は保育料の激減と

いう 3 次的な被害を受けており、これにかかる保育料の保証（補償）をお願いしま

す。併せて、教職員については、保育開始に備えて身分を保障する必要があるため、

これにかかる十分な支援措置をお願いします。 
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（２）就労不能等に伴う損害 

 ○避難指示や在学生の減少に伴う経営悪化等により勤務する学校が閉校等と

なり解雇・雇止め等がなされた教職員に対する補償 

 
  ＜教職員数＞ 
   Ａ高等学校         ：13 人 
   Ｂ高等学校（通信制高等学校）：28 人 
   ※幼稚園は１園あたり 10 人程度 
 
（３）財物価値の喪失・減少、検査費用等 

 ○校舎・校庭の放射線量の検査のためのモニタリングポスト（線量計）の設

置経費、学校活動に制約がある場合には校舎・備品の除染や校庭の土の入

れ替え費用 
 
 
 
  ＜福島県全私立幼稚園協会（平成 23 年 4 月 19 日付け）＞ 

 当面する喫緊の課題（今後、国に要望するべき事項について） 
   （中略） 

２ 放射能漏れの不安に起因する休園・退園に対する経営上の支援等 
 （中略） 

 （４）各園の保護者の不安を解消するため、放射能測定器の配布をお願いします。 
 （５）園庭の砂の入れ替えなど、安心して保育が受けられる環境に復旧するための財

政上の援助等をお願いします。 
 
 
４．原子力発電所事故による影響②：警戒区域等外における損害 

（１）避難費用・営業損害（風評被害）等 

 ○原子力発電所事故への懸念や、母国政府の指示等を理由とした留学生の帰

国、入学辞退等による学納金収入の減少 
 ○原子力発電所事故への懸念等を理由とした、日本人学生・生徒の転学、入

学辞退等による学納金収入の減少 
 ○原子力発電所事故への懸念や、母国政府の指示等を理由とした私立大学の

研究者・外国人研究者の他の大学・海外への流出、これによる大学の研究

活動への影響 
○警戒区域等から避難してきた児童生徒等のための仮設校舎の建設等に要す
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る費用。 
○幼児・児童生徒・学生や保護者に対し学校がカウンセリングを行う軽費 
 
＜福島県各地区の私立幼稚園の４月入園予定者数のうち、原発事故における不安等を

理由に転園・退園・休園をしている園児数＞ 
   ・県北地区：４月入園予定者数：759 名、転園・退園・休園者数：100 名（13.1％） 
   ・県中地区：４月入園予定者数：1263 名、転園・退園・休園者数：170 名（13.5%） 
   ・いわき地区：４月入園予定者数：936 名、転園・退園・休園者数：265 名（28.3%）  

（福島県全私立幼稚園協会による各地区６園ずつの 
サンプル調査(4 月 25 日現在)より作成） 

  ＜いわき市の私立幼稚園の状況＞ 
   ・市内３７園の園児保護者 3277 名への意向調査(4 月 6 日付)によれば、原発が安

定するまでの間の休園希望が 623 名(19%)、原発に対する不安を理由とした休園希

望が 401 名(12%)、原発に対する不安を理由とした転園希望が 89 名(3%)。 
（福島県全私立幼稚園協会調べ） 

 
  ＜郡山市の私立幼稚園の状況＞ 
   市内 33 園の定員 7305 名に対し、4 月 15 日現在での休園児数が 448 名(6.1%)。 

 （福島県全私立幼稚園協会調べ） 
 

＜現在既に帰国・一時帰国している留学生の数＞ 
   ・原子力発電所事故等の影響で、帰国を早めたり、訪日を取りやめるなどした留学

生：約 4,330 人（留学生の多い 71 大学） 
   （平成 23 年 4 月 20 日付け読売新聞朝刊 1 面） 

・震災後、帰国・国外退避している専修学校・各種学校の留学生数；約 3,000 人 
(文部科学省調査 [調査対象;北海道,東北地方,関東地方,愛知県,大阪府]) 
 

＜私立大学における原子力発電所事故等による学生の就学への影響の例＞ 
   ・A 大学（いわき市）  ：留学生 199 名中 179 名が現時点で来日できていない。 

また日本人学生 537 名中７名が入学辞退又は転学。 
   ・B 大学（いわき市）  ：平成 23 年度入学者（日本人学生）391 名のうち 21 名が

原発事故を理由に入学辞退。 
   ・C 大学（東京都渋谷区）：入学辞退、休学、まだ来日できない等何らかの理由で登

校できていない留学生数 79 名（４月 15 日現在） 
・D 専修学校     ：震災後、計 30 名の入学辞退、休学、退学が発生。 

   ・Ｅ各種学校     ：多数の入学辞退者の発生により、長期間の休業 
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（２）財物価値の喪失・減少、検査費用等 

 ○警戒区域等外でも高い放射線量数値が出ている学校に対する、校舎・校庭

の放射線量の検査のためのモニタリングポスト（線量計）の設置経費、学

校活動に制約がある場合には校地・校舎・学校備品の除染や交換のための

費用 
 
  ＜警戒区域等外で校庭での活動に影響のある私立学校の例＞ 

・「学校における校舎・校庭等の利用判断における指針」において、園庭での活動を

１日当たり１時間程度の範囲に制限することが適当（空間線量率が 3.8 マイクロシ

ーベルト毎時以上）とされた私立幼稚園の数： １園（福島市）（４月 21 日現在） 
 
 
５．文部科学省におけるこれまでの関連対応策 

（１）学校における校舎・校庭等の利用判断における指針（福島県内の学校の

校舎・校庭等の利用判断における暫定的な考え方について（平成 23 年 4 月

19 日付け 23 文科ス第 134 号）） 

文部科学省では、原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力災害対策本部の見解を

受け、学校の校舎・校庭等での空間線量率が 3.8 マイクロシーベルト毎時以上の場合

の一定の校庭活動の制限や、継続的モニタリングの実施等を内容とする、福島県内の

学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方をとりまとめ、4 月 19 日付けで

福島県に対して通知。 
 
（２）東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校における就学機会

の確保等について（平成 23 年 4 月 11 日付け 23 文科高第 51 号） 

被災した幼児児童生徒が私立学校への受入れを希望してきた場合には、各学校の状

況に応じて可能な限り受入れに努めることが望まれること、震災により授業料（保育

料）等の納付が困難な者に対し、配慮を行うことが望まれること等について、都道府

県知事等に対し通知。 
 

（３）東日本大震災により被災した専修学校・各種学校の生徒の就学機会の確

保等について（平成 23 年 3 月 14 日付け 22 生生推第 115 号）（通知） 

被災した地域の専修学校・各種学校の生徒が他の地域の学校へ転学等を希望する場

合、これらの者の転入学等についても弾力的に取り扱われたい旨、都道府県知事及び

各学校等に対して通知。 
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（４）被災した学生等に対する修学上の配慮等について（東日本大震災に伴う

学生等への支援について（平成 23 年 4 月 8 日付け 23 文科高第 43 号） 

留学生に対する経済的支援制度の活用や授業料の納付期限の猶予等の弾力的な取扱

い、母国からの渡航延期・退避勧告等に渡日できない等の留学生に対する入学手続期

間の延長等の特段の配慮、また、学生に対する緊急採用奨学金、授業料猶予免除制度

等の経済的支援を活用したきめ細かい対応等について、各私立大学等に対し通知。 
 
（５）学校法人への資金繰り支援（日本私立学校振興・共済事業団） 

   当面 6 ヶ月間、平成 23 年 3 月期の元金の償還及び利息の支払いを猶予。また、災害

復旧事業及び当面の経営資金への無利子・長期低利貸付を実施予定。 
 
（６）私学共済の加入者資格の取扱いの弾力化及び掛金の納付期限の延長（日

本私立学校振興・共済事業団） 

・ 学校法人等が被災したことにより、給与が一時的に減給や無給となった場合など

であっても、雇用関係が継続している場合は、加入者資格が継続する旨、日本私立

学校振興・共済事業団から学校法人等に通知。 
・ 掛金の納付期限を 2 月分は 2 か月、3 月分は 1 か月（いずれも 5 月末日まで）延

長する旨及び日本私立学校振興・共済事業団に連絡すれば、納期限を過ぎても原則 1
年まで納付猶予できる旨、日本私立学校振興・共済事業団から学校法人等に通知。 
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原子力発電所事故によるスポーツ・文化・社会教育に対する影響

１．原子力発電所事故による影響（その１）：警戒区域等における損害

・避難指示等により、様々なスポーツ団体や選手、住民の活動の場となる体育館、運動

場、学校施設等の地域のスポーツ施設等や、文化芸術団体や芸術家、住民の活動の場

となる文化施設、地域の住民生活に重要な役割を果たす公民館・図書館・博物館等の

社会教育施設が使用不能となっている。

・施設の使用不能に伴い、スポーツ団体や芸術団体、各施設の設置者の活動不能（営業

損害）、指導者や芸術家等の減収（休業損害）が生じると考えられる。

・警戒区域等に所在する文化財等に影響があると考えられる。（除染費用等）

＜警戒区域内のスポーツ・文化・社会教育施設の例＞

富岡町総合スポーツセンター総合体育館（双葉郡富岡町）

大熊町文化センター（双葉郡大熊町）

双葉町図書館（双葉郡双葉町） 等

２．原子力発電所事故による影響（その２）：警戒区域等外における損害

・地域のスポーツ施設や文化施設、社会教育施設の多くは、避難所として大規模に避難

指示等に伴う避難者を受け入れていることから、警戒区域等外においても使用不能と

なっている。

・施設の使用不能に伴い、スポーツ団体や芸術団体、各施設の設置者の活動不能、活動

停止の長期化による会員や来館者の減少（営業損害）、指導者や芸術家等の減収（休業

損害）が生じると考えられる。

＜避難所となっているスポーツ・文化・社会教育施設の例＞

あづま総合運動公園（福島市） …約７００人を受入中

南の森スポーツパーク（いわき市）…約２３０人を受入中

いわき芸術文化交流館アリオス（いわき市）…約１２０人を受入中

中央台公民館（いわき市） 等

・国際競技大会や試合の中止・延期（営業損害）が生じている。

＜中止となった国際競技大会の例＞

卓球・アジアカップ２０１１（中止）

・文化公演や展覧会の中止・延期（営業損害）が生じている。

＜中止となった文化公演や展覧会の例＞

フィレンツェ歌劇場招へい公演（中止）：フィレンツェ市長からの帰国命令

山梨県立美術館「モーリス・ドニ展」（中止）：震災及び原発事故の影響で、フランス当局が日本へ

の作品輸送と学芸員の渡航を禁止
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