
 

事 務 連 絡 

令和元年１１月２２日 

 

文部科学大臣所轄各学校法人事務局 

各都道府県私立学 校主管部課 

 

文部科学省高等教育局私学部私学助成課 

 

令和元年 10 月 11 日から同月 26 日までの間の暴風雨及び豪雨（令和元年

台風第 19号、第 20 号及び第 21 号）による災害により被災した私立学校

の災害復旧について（通知） 

 

これまで、令和元年 10 月 11 日から同月 14 日までの間の暴風雨及び豪雨（令和元年台風

第 19 号）による災害に係る文書を発出していたところですが、今般、別紙のとおり内閣府

（防災担当）から、適用措置の追加等の見込みが公表されました。これにより、災害期間に

ついて、令和元年 10 月 11 日から同月 14 日までの暴風雨及び豪雨（令和元年台風第 19 号）

による災害から、令和元年 10 月 11 日から同月 26 日までの間の暴風雨及び豪雨（令和元年

台風第 19号、第 20 号及び第 21 号）による災害へ見直される見込みです。 

このため、追加となる災害期間（令和元年 10 月 15 日から 26 日までの暴風及び豪雨（台

風第 20 号及び第 21 号））による災害（以下、「追加災害」という。）で被災した私立学校施

設災害復旧事業についても、国による支援の対象となる見込みです。 

以上を踏まえ、下記及び別記のとおりこれまで発出した文書の取扱い及び留意事項などを

お知らせしますので、遺漏無きようお願いします。 

なお、各都道府県私立学校主管部課におかれては、この旨を所轄の学校（専修学校及び各

種学校を除く。以下同じ。）及び幼保連携型認定こども園に周知いただくようお願いします。 

 

記 

 

１．激甚災害の指定見込（災害期間の見直し） 

（見直し前） 

令和元年 10 月 11 日から同月 14 日までの暴風雨及び豪雨（令和元年台風第 19 号）によ

る災害 

  ↓ 

（見直し後） 

令和元年 10 月 11 日から同月 26 日までの暴風雨及び豪雨（令和元年台風第 19 号、第

20 号及び第 21号）による災害 

御中 



 

２．発出文書の取扱い 

（１）対象文書 

日付・文書番号 文書名  

令和元年 11月 11 日 

元高私助第 10 号 

令和元年 10 月 11 日から同月 14 日までの暴風雨及び豪

雨（令和元年台風第 19 号）により被害を受けた私立学

校施設の復旧に係る事業計画書の提出について（依頼） 

別添 

 

（２）文書の取扱い 

以下のとおり読み替えるものとする。 

見直し後 見直し前 

令和元年 10 月 11 日から同月 26 日まで 令和元年 10 月 11 日から同月 14 日まで 

令和元年台風第 19 号、第 20 号及び第 21 号 令和元年台風第 19 号 

 

（３）その他 

事業計画書の提出については、別添に上記の読み替えを適用したうえで以下の期限

までの御対応をお願いします。 

※事業計画書の提出期限：令和元年１２月２５日（水）＜必着＞（別添より抜粋） 

 

３．その他留意事項など（別記参照） 

（１）追加災害による被害状況等について 

被災事実を証明する被災直後の写真及び令和元年 10 月 15 日から同月 26 日までの

被害状況調査については、別記１．及び２．を参照ください。 

（２）追加災害により被災した私立学校施設の災害復旧について 

災害復旧事業の概要及び事業実施に係る留意事項については、別記３．及び４．を

参照ください。 

（３）災害復旧事業の国庫補助申請等に関する相談会について（別添４関係） 

追加災害により被害を受けた相談会への参加については、別記５．を参照ください。 

 

（参考）これまでに発出した関連文書 

・「令和元年台風第 19号による被害状況等について（依頼）」（令和元年 10 月 15 日付け

事務連絡） 

・「令和元年 10 月 11 日から同月 14 日までの暴風雨及び豪雨（令和元年台風第 19 号）

による災害により被災した私立学校施設災害復旧について」（令和元年 10 月 29 日付

け事務連絡） 

・「災害復旧事業の国庫補助申請等に関する相談会の開催について」（令和元年 11月 11

日付け事務連絡） 



別記

1．激甚災害によって被災していた事実を証明する被災直後の写真

激甚災害によって被災していた事実を証明する被災直後の写真や関係資料が復旧箇

所毎に必要になりますので、予めこれらの資料等を保存してくださるようお願いいた

します。なお、被災写真については、被災範囲、数量、規格等が確認できるよう、メ

ジャーを添える等できるだけ明瞭に撮影いただきますようお願いいたします。また、

被害状況を動画により撮影することも、被災原因、被災事実確認のための有効な手段

であるため、可能な限り被災状況全体の把握に努めるようにしてください。

2．令和元年10月15日から同月26日までの被害状況調査

都道府県私立学校主管部課におかれては、所轄の私立学校に本調査を依頼いただき

ますとともに、回答を取りまとめのうえ、電子メールで以下のとおり御提出ください

ますようお願いします。

（1）調査票（別紙様式）の提出先と提出方法

以下のとおり電子メールにて提出してください。

提出先：josei2@mext.go.jp

件 名： ○○】令和元年台風第２０号、２１号による被害状況【

添付ファイル名： ○○】令和元年台風第２０号、２１号による被害状況【

※「○○」には法人番号及び法人名を記入してください。

（2）提出期限

令和元年12月6日（金）15時

（3）その他

・調査票（別紙様式）は電子メールに添付のファイルの記入要領に従い記入してく

ださい。

・今後、災害復旧事業の国庫補助申請においては３者以上の業者見積に基づき金額

を算出することが原則となりますので、本調査に当たり、予め３者以上から業者

見積を徴収することにより、今後の災害復旧事業の申請業務が円滑に進められる

と考えられます。

3．私立学校施設災害復旧事業の概要

参考１のとおり。

4．災害復旧事業実施に係る留意事項

（1）国の現地調査を待たず、事前着工を行うことが可能となっていますので、教育活動

に支障が生じないように可能なものから速やかに適切な対応を取るとともに、適切な

復旧方法により安全性を確保すること （文部科学省所管私立学校施設災害復旧費調査。



要領（以下 「調査要領」という ）第7参照）、 。

（2）現地調査前に事前着工する場合には、激甚災害によって被災していた事実を証明す

る被災直後の写真や関係資料が必要です。そのため、学校施設の被災直後の被害状況

が復旧箇所ごとに証明できるような写真・動画や関係資料等を復旧事業計画書を提出

する前に予め保存しておくこと （調査要領第8 1（2 、第10 1参照）。 ）

（3）災害復旧事業に係る補助は、後日改めて依頼する通知を受け学校法人から提出して

いただく復旧事業計画書に基づき、当該事業が激甚災害による被害であるかどうか、

また被災施設を原形に復旧するための費用であるかどうか等について、原則として財

、 。務局の立会の上で現地調査等を行い これらに該当するものに対して補助を行うこと

（調査要領第8 1（1）参照）

（4）明らかに設計の不備若しくは工事施行の粗漏に基づいて生じたと認められる被害に

係るもの又は著しく維持管理の義務を怠ったことに基づいて生じたと認められる被害

に係るものについては、補助の対象とならないこと （激甚災害に対処するための特別。

の財政援助等に関する法律施行令第37条第1項但書参照）

（5）補助対象経費は、被災施設を原形に復旧するものとして算出することを原則とする

が、原形に復旧することが不可能な場合においては、当該施設の従前の効用を復旧す

ることを前提に算出し、原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である

場合においては、当該施設に代わるべき必要な施設を整備するものとして算出するこ

と （調査要領第4参照）。

（6）校舎の新築復旧工事又は補修復旧工事完了までに長期間を要する見込みの場合、当

該期間中の教室等の不足による授業の中断又は二部授業を避けるための応急仮設校舎

についても私立学校の災害復旧事業の補助の対象となること （私立学校建物其他災害。

復旧費補助金（応急仮設校舎等整備事業）交付要綱参照）

（7）重大な被害を受けた学校施設等、復旧までに長期間を要するものは、上述の事業計

画書の作成に向け復旧方法等の検討を行っておくこと。

5．災害復旧事業の国庫補助申請等に関する相談会の開催

（1）開催日・開催地（会場）

11月26日（火） 神奈川県（かながわ県民センター 2階 ホール）

11月28日（木） 宮城県（宮城県庁本町分庁舎(漁信基ビル) 7階 702会議室）

12月 2日（月） 千葉県（千葉県文書館 多目的ホール）

12月 3日（火） 埼玉県（埼玉県庁 第三庁舎 4階 講堂）

（2）時間割（予定）

＜宮城県（11/28 ：2部構成＞）

（午前の部）

10：30～11：30 災害復旧事業の国庫補助申請等について（文部科学省説明）

11：30～12：00 質疑応答（制度全般に関わるもの）



（午後の部）

13：30～14：30 災害復旧事業の国庫補助申請等について（文部科学省説明）

14：30～15：00 質疑応答（制度全般に関わるもの）

15：00～16：30 個別事業に係る相談への応答（※）

※午前の部に参加予定の法人は、11/26(火)までに以下問合せ先に御連絡ください。

※個別事業に係る相談がある法人は午後の部を御希望ください。

※相談への応答は1校当たり10分程度を想定しております。

＜埼玉県（12/3）・千葉県（12/2）・神奈川県（11/26）＞

13：30～14：30 災害復旧事業の国庫補助申請等について（文部科学省説明）

14：30～15：00 質疑応答（制度全般に関わるもの）

15：00～16：30 個別事業に係る相談への応答（※）

※相談への応答は1校当たり10分程度を想定しております。

（3）災害復旧事業の国庫補助申請等について」の内容及び対応者（予定）

（内容）

① 私立学校施設災害復旧事業の制度・概要

② 事業計画書の作成方法と現地調査の進め方

③ 事業計画書の記入事例

（対応者）

文部科学省高等教育局私学部私学助成課 専門官 三好、助成第二係長 青山

（会場によって異なる場合があります。）

（4）備考

・個別事業に係る相談の際には、具体的な被害状況や復旧方法等が確認できるよう、

配置図等の図面や写真などといった関係資料の御準備をお願いします。

・相談会の会場は、駐車場について利用制限や台数に限りがあります。来場は、公共

交通機関を御利用いただきますようお願いします。

・会場へのアクセスは、参考３を御参照ください。

・本相談会は、宮城県、埼玉県、千葉県及び神奈川県の御協力をいただき開催します。

本件問合せ先及び提出先

文部科学省高等教育局私学部私学助成課

専門官 三好、助成第二係 青山、大西、坂田

TEL：03－5253－4111（内2746）

FAX：03－6734－3396

E-mail：josei2@mext.go.jp


