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新旧対照 条文

（傍線 部分は 改正部 分）

公 立高等 学校に 係る授業 料の不 徴収及 び高等 学校等就 学支援

（ 専修学 校及び各 種学校 ）

公立 高等学 校に係 る授業料 の不徴 収及び 高等学 校等就学 支援金 の支給 に関す る法律施 行規 則の一部 を改正 する省令 案

改

（ 専修学 校及び各 種学 校）

第一 条

金 の支給 に関す る法律 （以下「 法」と いう 。
）第二 条第一 項第五 号

公立高等 学校に 係る授業 料の 不徴収及 び高等 学校等 就学支 援

金の 支給に関 する法 律（以 下「法 」という 。
）第二 条第一 項第五 号

に掲げ る専修 学校及 び各種学 校のう ち高等 学校の 課程に類 する課 程

第一 条

に掲げ る専修 学校及 び各種学 校の うち高等 学校の 課程に 類する 課程

専修 学校の高 等課程

を置く ものとし て文部 科学省 令で定 めるもの は、次 の各号 に掲げ る

一

各種学 校であ って、 我が国に 居住す る外国 人を専 ら対象と する

を置く ものとし て文 部科学省 令で定 めるも のは、 次の各号 に掲げ る

専修 学校の 高等課 程

二

も のとす る。

一

各種 学校であ って、 我が国 に居住 する外国 人を専 ら対象 とする

も のと する。

二

もの のうち、 次に掲 げるも の

高 等学校 に対応 する外国 の学校 の課程 と同等 の課程を 有す る

ものとし て当該 外国の 学校教 育制度に おいて 位置 付けられ たも

イ

ものと して当 該外国の 学校教 育制度 におい て位置付 けられ たも

イに掲 げるも のの ほか、そ の教育活 動等 につい て、文部 科学

の であっ て、文 部科学大 臣が指 定した もの
ロ

大臣 が指定 する団 体の認定 を受 けたもの であっ て、文 部科学 大

イに 掲げる もののほ か、そ の教育 活動等 について 、文部 科学

のであっ て、文 部科学 大臣が 指定した もの

高等学校 に対応 する外 国の学 校の課程 と同等 の課程 を有す る

もの のうち 、次に 掲げるも の
イ

ロ

大 臣が指定 する団 体の認 定を受 けたもの であっ て、文 部科学 大

イ及 びロに 掲げる もののほ か、文 部科学 大臣が 定めると ころ

臣が 指定した もの
ハ

臣が 指定し たもの
（削 る 。
）

により 、高等 学校の 課程に類 する課 程を置 くもの と認めら れる

ものとし て、文 部科学 大臣が 指定した もの

２・ ３

（ 略）

２・ ３

（ 略）
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