
　　

県名 会場名 助成・補助の内容 助成・補助の目的

北海道 古平町教育委員会
町立の小学校・中学校に在学する児童・生徒1人につき、年度
内初回1回分の検定料を全額負担。

保護者の経済的負担の軽減と児童生徒の学習意欲の向上を促
し、基礎学力の定着を目的としている。

北海道 平取町教育委員会
漢検を受ける、すべての児童生徒の検定料、半額を助成。準要
保護者については、全額助成。

児童生徒の学習意欲の向上を図るとともに、保護者負担費用
の軽減を目的としている。

北海道 新冠町教育委員会 検定料に対し、半額。 学習意欲を高め、学力の向上を目的とする。

北海道 南幌町教育委員会
町内の高校に在籍する生徒に対して、漢字検定などの検定料
を全額補助している。

生徒の資質向上と魅力ある高校づくりに寄与する。

北海道 長沼町教育委員会
町内の中学校・高校に在籍する生徒で、合格者のみ検定料を
全額補助している。

基礎学力の向上と学校の特色づくり。

北海道 東川町教育委員会

助成対象者は、検定日に町立学校に就学する者で漢検を受検
する児童生徒。助成の額は、漢検の検定料を限度に助成。中学
生で漢検3級を含む上位の級を受検する生徒。小学生で漢検5
級を含む上位の級を受検する児童。

保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、児童生徒の文章
の中で適切に漢字を使いこなす能力及び学習意欲の向上を図
ることを目的とする。

北海道 上砂川町教育委員会 全額助成(全児童分)。 基礎学力の向上。

北海道 沼田町教育委員会
小4年生以上全児童を対象に、年1回検定料を全額助成してい
る。（小学生のみ）

学力の向上、家庭学習の定着、目標を与える。

北海道 北竜町教育委員会
町立の小中学校生徒を対象に500円で受検できるよう補助して
いる。

学習意欲の向上と学力アップを図るため。基礎学力である漢字
を身に付けるため。

北海道 奈井江町教育委員会 全児童・生徒に年1回助成（全額）。 学力の向上。

北海道 妹背牛町教育委員会 小学校の全校児童を対象に検定料を全額助成。
学力向上のため、児童全員に漢字検定の受検機会を提供する
ため

北海道 羅臼町教育委員会

本町では幼小中高一貫教育研究会を、教育長が会長となり組
織している。研究会には町として相当の助成をしており、その中
において受検費用の半額を補助している。補助の回数に制限
は無い。

基礎学力である漢字能力の向上を目的としている。継続的に学
習し、挑戦することを奨励している。

北海道 大樹町教育委員会
北海道大樹高等学校に在学する生徒に対して、検定試験合格
を条件に、検定料の全額を補助している。

生徒の学習意欲を高め、もって大樹高等学校の活性化を図るこ
とを目的としている。

北海道 広尾町教育委員会
広尾町立中学校、北海道広尾高等学校に在学する生徒で漢検
3級以上の合格者には受検料の全額、不合格者には受検料の3
分の1を助成する。

優秀な人材の育成と、魅力ある学校づくりを通じた地域教育の
充実発展を図る。

北海道 雄武町教育委員会
小中学生については、受検者全員、高校生については合格者
のみ漢検の検定料の全額を助成している。

保護者負担の軽減及び児童・生徒のチャレンジする気持ちを促
進させる。

2016年度自治体における「漢検」活用状況調査の結果
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北海道 美深町教育委員会
町内の小学校・中学校に在籍する全児童・生徒を対象に、年1
回「漢検」の検定料の全額を助成している。

学力向上の取り組みとして、基礎学力である漢字能力の育成を
図る。

北海道 音威子府村教育委員会
村立小中学校に在籍する全児童・生徒に対して、年に2回「漢
検」の検定料の全額を助成している。

基礎学力である漢字能力の育成を行うため。

北海道 豊富町教育委員会
町立小・中学校に在籍する児童・生徒のうち希望者に対して、
検定料の全額を助成。道立の町内の高等学校の生徒に対し
て、検定料の全額を助成。

小中学校の児童・生徒へは国語教科への関心を高めることを目
的とし、高等学校の生徒への補助については町内高校の存続
に対する支援の一部として各種検定料の助成を行っている。

北海道 湧別町教育委員会
中高一貫教育推進事業により、町内の中学生・高校生に資格
取得にかかる費用の助成をしている。

生徒の学習意欲の向上。

青森 横浜町教育委員会
町内の小・中学校に在籍する児童・生徒に対して、年1回につき
全額を助成している。

児童・生徒の学ぶ意欲向上。

青森 風間浦村教育委員会
寄附金を活用し検定料を助成している（他の検定にも助成して
いる）。

各種検定が受けやすいように助成。

宮城 女川町教育委員会 就学援助者は全額補助、その他は2分の1補助。 学力向上。

福島 北塩原村教育委員会
村立の小学校・中学校に在籍する小学5年生以上の児童生徒
に対して年に1回「漢検」の検定料の全額を助成している。

チャレンジ精神の向上、級取得によって達成感を得てその後の
学習意欲のさらなる向上。

福島 大玉村教育委員会
受検を希望する小・中学生に対して、年度内1回に限り、一部を
補助。

特記なし

福島 相馬市教育委員会 各学校ごとに希望がある場合には、全額を補助している。 基礎学力向上。

福島 広野町教育委員会
町立の中学校に在籍する全生徒に対して、年2回「漢検」の検定
料の全額を助成（町負担）している。

基礎学力である漢字能力を育み、又、目標に向かって自ら学ぶ
意欲や態度を育む。

茨城 坂東市教育委員会
市内の小学校1～4年生を対象として、年に1回受検料の半額を
補助している。

学力の向上及び社会に出てからの資格取得や様々な挑戦につ
なげる。

埼玉 吉見町教育委員会
町立の小学校、中学校に在籍する小学校2年生以上の児童・生
徒に対して、年に1回「漢検」の検定料の全額を助成している。

児童・生徒に日本漢字能力検定を受検させる取り組みを通し
て、漢字の読み書きのみならず、漢字や言葉の正しい使い方を
習得させ、国語の能力向上を図る。

埼玉 横瀬町教育委員会
町内に住所を有し、漢検を受検した小学生・中学生の保護者を
対象とし、受検者1人につき1回あたり、1年につき1回を限度と
し、1,000円を助成している。

受検機会の拡大及び児童・生徒の学力向上を図る。

東京 港区教育委員会
区立小・中学校に在籍する児童、生徒に対して、年1回、上限金
額以内で助成を行っている。

受検を奨励することで、学習意欲を高める。
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東京 瑞穂町教育委員会
小学校3年生及び5年生について、検定料を全額公費で負担し
ている。

児童が受検級合格という具体的な目標を定め、受検することを
通して、合格に向けた学習活動や家庭学習を充実させるととも
に、基礎学力の向上を図る。更にその成果を実感させることを
通して、学習意欲を高める。

東京 武蔵村山市教育委員会
市立の小・中学校（小4・中2）に在籍する児童・生徒に対して年
に1回「漢検」の検定料の全額を助成している。（平成28年度
は、小学校のみ予定）

児童・生徒に技能検定試験合格という具体的な努力目標をもた
せることで、学習に対するチャレンジ精神を高揚し、もって学力
の向上を図る。

新潟 糸魚川市教育委員会
市内小学生（1年～6年生）の児童に対し、検定料の一部を助成
している。

基礎学力である漢字能力の育成。

石川 宝達志水町教育委員会
町立の小・中学校に在籍する児童・生徒に検定料の半額補助
（年1回）を行っている。

学力向上と学習意欲の向上。

山梨 富士川町教育委員会
町内の中学校に在籍する生徒に対して、検定料の一部を補助
している。

生徒の学力向上の振興を図るため

山梨 小菅村教育委員会
村立の小・中学校の全児童、生徒を対象に、年3回程度、検定
料の全額を助成している。

基礎学力である漢字能力の育成を行う。

山梨 早川町教育委員会 町の一般会計（義務教育経費無償化事業費）から支出。

長野 長和町教育委員会
町立の小学校・中学校に在籍する全ての児童・生徒（学校によ
り希望制）に年に1回1人1,000円を上限として助成している。

目標意識の醸成と漢字能力の向上。

岐阜 池田町教育委員会
町内の小中　及び　県立池田高校生－高校は文章検　自己負
担1000円を超えた金額。

地方創生の中、キャリア教育の一環として、郷土愛豊かな児童
生徒をはぐくむ。

滋賀 草津市教育委員会 草津市漢字検定・文章検定料補助金交付要綱の制定。
児童生徒の漢字力・文章読解力および学習意欲の向上を図
る。

京都 京都市教育委員会
京都市立小・中・総合支援学校に在籍する児童生徒を対象と
し、検定料の一部を補助する。

漢検の受検機会を拡大し、児童生徒の日本語・漢字の能力及
び学習意欲の向上を図る。

京都 伊根町教育委員会
伊根町立小中学校に在籍する児童生徒（小学校1年生は除く）
が受検する際に検定料の3分の1の額（年度内1回、100円未満
の端数は切り捨て）を補助している。

保護者の経済的負担の軽減を図る。児童生徒に対し学習する
機会を提供する。基礎学力の充実を図る。

大阪 能勢町教育委員会 小1～小6の受検に際して、検定料全額の補助を実施している。
漢検受検に向けて、日々の自主学習、家庭学習の習慣化、定
着化を目指すとともに、各受検級対象学年に応じた、受検級合
格を目指している。

大阪 茨木市教育委員会
市の学力向上重点支援モデル校区の中学校において、検定料
を全額補助している。

学力向上傾向がみられない当該校において、漢検を活用するこ
とにより、学力向上を目指す。

奈良 川上村教育委員会 村立小学校全児童に対して、漢検の検定料の全額を助成。 基礎学力の定着をめざした漢字能力の育成を行う。

広島 神石高原町教育委員会

今年度から補助を開始。町立中学校および町内にある県立高
校の生徒が対象。中学生は3級以上の合格者に全額補助。高
校生は2級以上合格者に全額補助。それ以外の合格者は半額
補助。（補足として、町立中学校は2校、町内にある県立高校は
1校。尚、補助は生徒に対してではなく、保護者に補助。）

生徒の国語力と学習意欲の向上を図ることが目的。次の時代を
担う子供たちが、国際化社会に情報発信していく上で、英語力
の向上と合わせて国語力の向上はより一層重要になってくると
考えられることから、漢検合格者への補助を行い意欲増進をは
かり、日本語力の向上に寄与する。
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山口 周防大島町教育委員会 小5～中3に、年1回全額助成。 学力向上、定住対策。

高知 仁淀川町教育委員会

町内の小学校に在籍する児童に対して年1回「漢検」の検定料
を全額補助している。また町内の中学校に在籍する生徒に対し
て年2回「漢検」「数検」「英検」より選択したものの検定料を全額
補助している。

学習意欲の向上、家庭学習の充実、基礎学力の定着。

高知 津野町教育委員会
漢検の検定料について、毎年度生徒1人あたり、1回の補助金を
交付している。2級、準2級、3級については検定料の全額を、4
級については検定料の半額を補助している。

漢検の受検機会の拡大と児童生徒の漢字能力及び学習意欲
の向上を図ることを目的に実施。

高知 梼原町教育委員会 1回目の検定料のみ半額補助をしている。 基礎学力である漢字の力を育成。

高知 大月町教育委員会
町立の小・中学校に在籍する児童・生徒に対して、1人1回「漢
検」の検定料の全額。

学力の向上。目標に向かって学習する習慣を身につけさせる。

高知 大豊町教育委員会
町立の中学校の生徒に年間1人1回の助成をしている。（検定料
を町が負担。）

大豊町での子育て支援施策の一環。

福岡 久山町教育委員会
町予算で町内小学校4～6年生全員の検定料全額を助成してい
る。

1目標に向かってチャレンジする経験を重ねるため。2国語学力
向上。

長崎 小値賀町教育委員会 町立中学校生徒全員の検定料（2回分）を助成。 基礎学力（漢字能力）の育成。

熊本 芦北町教育委員会
町内の中学校に在籍する中学生に対して、年に1回の「漢検」の
検定料を全額補助している（原則として、5級以上が対象）。

基礎的な学力を付けさせるとともに、自分のレベルにあった検
定級が選べるところから達成感が得られる。目標に向かって継
続して学習する習慣を身に付けさせる。

大分 日田市教育委員会 小学校4年生は全額、5・6年生は半額の助成。 学力向上と学習意欲の向上、チャレンジ精神の高揚。

宮崎 西都市教育委員会
西都市立小・中学校に在籍する小学5年生及び中学2年生の児
童生徒に対して、年に1回「漢検」の検定料を全額助成してい
る。

漢字習得の意欲を高め、言語教育の基礎としての漢字力をつ
けさせ、基礎学力の向上を図る。

鹿児島 喜界町教育委員会
全額補助を行っている。町内に居住する小学生から高校生の全
ての児童生徒が対象。ただし同一級を受検する場合、2回目は
半額補助、3回目は補助は行わない。

児童生徒の学習意欲を向上させ、知識や技能を確実に身につ
けさせる。

鹿児島 肝付町教育委員会 町内の小・中学生受検者に検定料を半額補助している。
社会生活に必要な日本語・漢字の能力を高め、広く認識を深め
る。

鹿児島 東串良町教育委員会
受検希望者に申請方式で全額補助を行っている（年間を通し
て）。

児童生徒の漢字力向上及び学習意欲の喚起。

沖縄 与那原町教育委員会 町内在住の中学生を対象に、受検料の半額を補助。
直接的な学習指導と並行して、家庭の経済力格差が教育の格
差にならないよう、保護者の経済的負担を支援する。

沖縄 北中城村教育委員会
村立の小・中学校に在籍する児童生徒に対して、検定料の半額
を助成している。

子どもたちの学習に対する意識の向上と、学力向上を図る。

Page 4



　　

沖縄 渡嘉敷村教育委員会
村立の小学校・中学校に在籍の全児童・生徒に対して、年3回
「漢検」の検定料の半額を助成している。

基礎学力を身につけさせ、学習意欲の向上を図る。

沖縄 南大東村教育委員会 半額補助（対米事業）。 児童・生徒の学力向上へのきっかけ作り。

沖縄 今帰仁村教育委員会
村立の3小学校と1中学校に在籍する児童・生徒全員に対して、
年1回「漢検」の検定料のうち500円を助成している。

検定資格を獲得することで、基礎学力の向上を目指すとともに、
目標を持ち、それを達成するために学習計画を立てる方法を学
ぶなど、多くの習慣を身につける。

沖縄 伊江村教育委員会
村内の小中学校に在籍する児童・生徒へ検定料の半額の助成
を行っている。

検定の受検料補助を行い、児童生徒の自立的な学習習慣の形
成と学習意欲の向上を目指すとともに、保護者の経済的負担軽
減を図る。

沖縄 伊是名村教育委員会
対米請求権地域振興事業の助成金を活用し、各検定受検者
（検定料金）の半分を助成。

子ども達が目的意識を持って学習をし、日頃学んだことを各種
検定試験で確認すると共に、検定試験を通して更に高い学習意
欲を身につけさせる。

沖縄 東村教育委員会
村立の小学校・中学校に在籍する児童・生徒に対して年に1回
漢検の検定料の半額を助成している。

漢字能力の育成を行う。

沖縄 国頭村教育委員会 全額補助。 学力向上・保護者経済負担軽減。
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