
平成３１年２月２１日 子育て支援部

定時制課程を含む。

旭川市給付型奨学金制度の創設と奨学金等貸付制度の見直し（案）

１ 給付型奨学金制度の内容

(1) 目的

高校等に入学した子どもを持つ世帯に対し，返済不要の給付型奨学金を給付することによ

り，授業料以外の教育費負担の軽減を図り，もって子どもたちが安心して教育を受けられるよ

う教育機会の均等に寄与する。

(2) 対象学年及び学校の範囲

高校等１年生（単位制の高等学校等においては入学初年度）

＊旭川市内及び近隣８町に所在する高等学校等（注）及び通信制課程に在籍する旭川市民

（注）学校教育法に規定する高等学校，高等専門学校，中等教育学校の後期課程，専修学校の

高等課程（ただし，特別支援学校の高等部を除く）

(3) 対象世帯

保護者等の「住民税所得割額（税額控除前）」が 100円以上 85,500 円未満の世帯

（年収の目安は，２５０万円程度～３５０万円程度）

(4) 給付金額（年額・一括給付）

(5) 給付人数

３００人

(6) 申請要件

高校等の入学年度の7月 1日を申請基準日として，申請日において次の要件を満たすこと。

なお，申請は対象となる生徒一人１回を限度とする。

ア 対象生徒は，申請年度の翌年度の 4月 1日までに達する年齢が18歳以下であること。

イ 対象生徒は，申請年度の前年度の 1月 1日現在において市内に住民登録があること。

ウ 保護者等は，申請年度の前年度の 1月 1日から申請基準日まで，継続して市内に住民

登録があること。

エ 保護者等は，申請基準日において生活保護（生業扶助）を受給していないこと。

オ 保護者等は，申請基準日から申請日までにおいて市税に滞納がないこと。

カ 保護者等は，過去に旭川市入学仕度金の貸付けを受けた場合は，申請基準日現在におい

て当該返還金に滞納がないこと。なお，申請受付日時点において滞納解消を確認した場合

はこの限りではない。

(7) 選考方法

旭川市奨学生等選考委員会の選考を経て，所得割額の少ない順に市長が決定する。

（子どもの成績は不問）

(8) 給付時期

１１月給付を予定

区 分 金 額

高校等

１年生

国公立 ６０，０００円

私立 ７０，０００円

通信制課程 ３０，０００円

協議事項イ



２ 奨学金等貸付制度の改正内容

(1) 目的

現行の奨学金等貸付制度についても，教育に係る経済的負担が増大している現状を踏まえ，

適正でより利用しやすい制度への見直しを行うことで，一層の教育機会の均等を図る。

(2) 入学仕度金の貸付限度額の引き上げ

(3) 入学仕度金の返還方法の見直し

ア 返還開始時期の繰り延べ

入学年度の「7月」を「1月」に変更（6か月間繰延）

イ 大学等の返還期間延長

最長，「5年以内」を「8年以内」に変更（3年間延長）

(4) 保護者以外の連帯保証人に関する要件の見直し

ア 居住要件の緩和

「旭川市内」を「北海道内」に変更

イ 年収要件の設定

要件の「返還の責任の負える方」に「年収 200万円以上」を追加

(5) 奨学金の申請資格等の見直し

「他の奨学金の給付又は貸付を受けていない者」としている定めから「給付」を削除

３ 今後のスケジュール

2019年（平成 31年）3月 20 日～4月 23日 パブリックコメント実施

2019年（令和 元年）6月 6日 子ども・子育て審議会

2019年（令和 元年）6月 14日 民生常任委員会

2019年（令和 元年）７月 9日 奨学生等選考委員会

2019年（令和 元年）9月３定 給付型条例制定，入学仕度金貸付条例改正

2019年（令和 元年）11月 制度の周知

2020年（令和 ２年）3月 制度周知（給付型奨学金）

2020年（令和 ２年）8月～9月 申請受付予定（給付型奨学金）

2020年（令和 ２年）11月 給付予定（給付型奨学金）

区 分 貸付限度額 区 分 貸付限度額

高
校
等

国公立 100,000 円 高
校
等

国公立 100,000 円

私立 200,000 円 私立 300,000 円 10万円増

大学等 300,000 円 大学等 500,000 円 20万円増



＜参考様式２＞

意見提出手続（結果）

令和元年５月

市 民 の 皆 様 へ

旭川市長 西 川 将 人

「旭川市給付型奨学金制度の創設と奨学金等貸付制度の見直し（案）」に対する意見の募

集結果について

「旭川市給付型奨学金制度の創設と奨学金等貸付制度の見直し（案）」に対してお寄せ

いただいた３件の御意見等につきまして，旭川市の考え方をお知らせします。

今後は，旭川市子ども・子育て審議会や旭川市奨学生等選考委員会でも御審議をいただ

き，最終案を確定していく予定です。

皆様の御参加と御協力に対し，厚くお礼を申し上げますとともに，引き続き本市の子育

て支援行政に御理解と御協力をお願いいたします。

案 件 名 「旭川市給付型奨学金制度の創設と奨学金等貸付制度の見直し
（案）」について

意見募集期間 平成３１年３月２０日（水）～４月２３日（火）

意見提出者 ３人

旭川市 子育て支援部 子育て助成課
担 当 課 電話：（０１６６）２５－６４４６

電子メール：kosodatejosei@city.asahikawa.lg.jp

※ 提出された御意見と御意見に対する市の考え方は，別紙（一覧）のとおりです。



○意見募集期間：平成３１年３月２０日（水）から平成３１年４月２３日（火）まで

○意見提出者及び意見数：３人

番号 御意見 市の考え方

1

　旭川市内及び１５区に所在する高等学校等及び通信制課程に在籍する旭川市民とする。日本の子供を取り巻く社会で
は，教育費の負担増加と低迷が続く世帯所得により，家庭の経済状況から生じる教育格差や貧困の連鎖などに対する関
心が高まり，社会的要請として教育格差や貧困の解消が求められている。この様な中，国では，平成２９年度から大学等の
高等教育機関を対象に給付型奨学金制度を導入した。本市が平成３０年度に給付型奨学金について他都市を調査した結
果では，中核市５２市のうち１９市が高校生を対象に，１１市が大学生を対象に実施し，また北海道内９市では３市で高校
生，２市で大学生を対象に実施している。又，平成２９年度に本市が実施した子供の生活実態調査では，支援策のニーズと
して，高校・大学の進学費用の負担軽減を望む声が一番高くなっている。２０２０年４月から大学生等への支援としては，収
入に応じた段階的な授業料等の減免や，生活費についても返済不要の給付型奨学金の増額の他，それ以外では私立高
等学校授業料の実質無償化（所得制限有り）などが予定されている。授業料の負担軽減する。国から高等学校等の設置者
への授業料の一部が支払われる事により，世帯の負担が軽減される。授業料の負担軽減のため北海道で実施している制
度で，世帯の所得に応じて段階的に軽減する。北海道から高等学校等の設置者へ授業料の一部が支払われる事により，
世帯の負担が軽減される。図の表で採用している「89,000円」は，全日制に通う高校生で，生活保護（生業扶助）を受給して
いない，扶養されている第一子である等の場合の金額となっている。授業料の負担軽減のため国で実施している制度で，
一定の所得層の方の負担を軽減する。国から高等学校等の設置者へ授業料が直接支払われることにより，世帯の負担が
軽減されます。図の表で採用している「80,800円」は，全日制課程に通う高校生で，生活保護（生業扶助）を受給していな
い，扶養されている第一子である等の場合の金額だ。現在，本市実施している奨学金及び入学仕度金の貸付制度の内容
は以下の通りだ。貸付件数は，例年200件程度で推移している。今回見直しする現行の奨学金・入学仕度金貸付制度の内
容は以下のとおりだ。平成２６年度以降の制度見直しの経過も参照してくだい。
（その他）・保育園，幼稚園，小学校，中学校，高等学校，大学，専門学校は，350万円の奨学金制度にしたい。

　御意見の内容につきましては，概ね市（案）と同様の内容であり，同意いただい
たものと考えております。

　（その他）の御意見につきましては，「３５０万円」が何を指し示すのか判然といた
しませんので具体的な回答は差し控えさせて頂きます。

2

　旭川市内及び近隣８町に所在する高等学校等及び通信制課程に在籍する旭川市民とする。日本の子供を取り巻く社会で
は，教育費の負担増加と低迷が続く世帯所得により，家庭の経済状況から生じる教育格差や貧困の連鎖などに対する関
心が高まり，社会的要請として教育格差や貧困の解消が求められている。このような中，国では，平成２９年度から大学等
の高等教育機関を対象に給付型奨学金制度を導入した。本市が平成３０年度に給付型奨学金について他都市を調査した
結果では，中核市５２市のうち１９市が高校生を対象に，１１市が大学生を対象に実施し，又北海道内９市では３市で高校
生，２市で大学生を対象に実施している。又，平成２９年度に本市が実施した子供の生活実態調査では，支援策のニーズと
して，高校・大学の進学費用の負担軽減を望む声が一番高くなっている。２０２０年４月から大学生等への支援としては，収
入に応じた段階的な授業料等の減免や，生活費についても返済不要の給付型奨学金の増額の他，それ以外では私立高
等学校授業料の実質無償化（所得制限有り）などが予定されている。授業料の負担軽減のため国で実施している制度で，
世帯の所得に応じて段階的に軽減する。国から高等学校等の設置者へ授業料の一部が支払われることにより，世帯の負
担が軽減される。授業料の負担軽減のため北海道で実施している制度で，世帯の所得に応じて段階的に軽減する。北海道
から高等学校等の設置者へ授業料の一部が支払われることにより，世帯の負担が軽減される。図の表で採用している
「89,000円」は，全日制に通う高校生で，生活保護（生業扶助）を受給していない，扶養されている第一子である等の場合の
金額となっている。授業料の負担軽減のため国で実施している制度で，一定の所得層の方の負担を軽減する。国から高等
学校等の設置者へ授業料が直接支払われることにより，世帯の負担が軽減される。図の表で採用している「80,800円」は，
全日制課程に通う高校生で，生活保護（生業扶助）を受給していない，扶養されている第一子である等の場合の金額だ。現
在，本市で実施している奨学金及び入学仕度金の貸付制度の内容は以下のとおりだ。貸付件数は，例年200件程度で推移
している。今回見直しする現行の奨学金・入学仕度金貸付制度の内容は以下のとおりだ。平成２６年度以降の制度見直し
の経過も参照してくだい。
（その他）・保育園，幼稚園，小学校，中学校，高等学校，大学，専門学校は，350万円の奨学金制度にしたい。

　御意見の内容につきましては，概ね市（案）と同様の内容であり，同意いただい
たものと考えております。

　（その他）の御意見につきましては，「３５０万円」が何を指し示すのか判然といた
しませんので具体的な回答は差し控えさせて頂きます。

「旭川市給付型奨学金制度の創設と奨学金等貸付制度の見直し（案）」に対してお寄せいただいた御意見，御提言と旭川市の考え方一覧



番号 御意見 市の考え方

※番号は子育て支援部子育て助成課への到着順によります。

１　給付型奨学金の創設に賛成です。
・対象世帯の収入要件を緩和し、給付額をさらに増額してほしいと思います。

・次年度以降は給付時期を早めてほしいです。

２　奨学金貸付限度額の引き上げに賛成です。

・返済に関し、繰り延べや期間延長に賛成です、さらにすすめて欲しいです。

・失業等により、返済困難になった場合の返済猶予や返済免除の制度を確立してほしいです。

3

１
・収入要件の緩和や給付額の増額につきましては，給付型奨学金制度は育英事
業基金という限られた財源を活用する予定であることから，今後の実施状況と基
金残高の推移等も踏まえながら検討していきたいと考えております。

・給付型奨学金制度は，北海道で実施する奨学給付金制度の対象世帯と重複し
二重支給とならないよう制度設計しており，そのためには審査対象とする所得の
課税年度を，北海道奨学給付金制度と合わせる必要があることから，今回（案）で
お示ししている給付予定時期を早めることは困難であります。

２
　
・貸付限度額を引き上げる入学仕度金の返済に関し，繰り延べや期間延長をさら
にすすめることにつきましては，新たな制度での実施状況や基金残高の推移など
を踏まえながら慎重に検討していきたいと考えております。

・現行の奨学金貸付制度と入学仕度金貸付制度におきましても，次の理由に該当
する場合は返還を猶予又は免除することができると規則で規定しています。
①返還の猶予
疾病，災害，その他やむを得ない理由により返還が困難であると認めたとき
②返還の免除
死亡又は失そう宣告を受けたとき，心身に著しい障害を生じ返還ができなくなった
とき，その他市長が特別な理由があると認めたとき
　御意見にあります「失業等により，返済困難になった場合の返済猶予や返済免
除」につきましては，失業の理由が解雇によるものなど真にやむを得ない事情に
より返還が困難であると認められる場合には，返還の猶予が可能となりますが，
失業のみをもって返還を免除することは難しいものと考えております。



意見提出手続

平成３１年３月２０日

市 民 の 皆 様 へ

旭川市長 西 川 将 人

「旭川市給付型奨学金制度の創設と奨学金等貸付制度の見直し（案）」に対する意見等の

募集について

近年の子どもを取り巻く環境においては，経済格差から生じる教育格差とそれに伴う貧

困の連鎖が大きな課題となっています。

本市では教育機会の均等を図るため，育英事業として旭川市奨学金等貸付制度を実施し

ていますが，義務教育期間の就学援助制度から切れ目なく支援が続くように，返済の必要

のない給付型奨学金制度の創設と，現行の奨学金等貸付制度の見直しを予定しています。

この度，「旭川市給付型奨学金制度の創設と奨学金等貸付制度の見直し（案）」に対す

る意見提出手続（パブリックコメント）を実施いたしますので，御意見，御提言をお寄せ

くださいますようお願い申し上げます。

１ 意見募集期間

平成３１年３月２０日（水）～平成３１年４月２３日（火）

２ 意見募集のテーマ

「旭川市給付型奨学金制度の創設と奨学金等貸付制度の見直し（案）」に対する

意見，提言など

３ 意見の提出先とお問合せ先

〒０７０－８５２５

旭川市７条通１０丁目 旭川市第二庁舎５階

旭川市 子育て支援部 子育て助成課

電話：（０１６６）２５－９１０７ ＦＡＸ：（０１６６）２６－５７２２

電子メール：kosodatejosei@city.asahikawa.lg.jp



４ 意見の提出方法

別紙，『意見提出手続「意見書」』に，御意見等を記入の上，次により提出して

ください。（使用できる言語は日本語のみとします。）

(1) 郵送または持参

(2) ファクシミリ送信

(3) 電子メール（Ｅメール）送信

＊ 電子メールで意見を送信する場合，「意見書」の書式は旭川市ホームページ

の意見提出手続のページからダウンロードできますので，御活用ください。

(4) 電子申請

＊ 旭川市ホームページの意見提出手続のページから直接御意見を送信するこ

とができます。

(5) その他

各支所（東部まちづくりセンターを含む），各公民館の窓口に設置する『意

見書提出箱』に投函いただくこともできます。（各支所は出張所，各公民館は

分館を除きます。）

＊ 投函にあたっては，「意見書」を封筒に入れたり，４つ折りのうえホチキス

止めするなど，表から氏名，住所等が見えないようにしてください。

※「意見書」を使用しないときは，御意見等のほか，次の事項を必ず記載してください。

(ｱ) 氏名・住所（法人その他の団体にあっては，名称，事務所又は事業所の所在地

と代表者の氏名）

(ｨ) 意見提出者の区分 ～「意見書」を御覧ください。

(ｳ) 意見提出手続の対象施策の案の名称 ～「旭川市給付型奨学金制度の創設と奨

学金等貸付制度の見直し（案）」と記載してください。

５ 意見提出手続の結果について

提出された御意見と御意見に対する市の考え方は，取りまとめを終え次第，公表

いたします。公表に関する書類は，子育て助成課，総合庁舎案内，第二庁舎案内，

第三庁舎案内，市政情報コーナー（総合庁舎１階），各支所（東部まちづくりセン

ターを含む），各公民館及びイトーヨーカドー旭川店内「旭川市情報コーナー」で

配布する予定です。

また，本市ホームページでもお知らせします。（http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp）

６ その他

お寄せいただいた御意見は，公表します。（氏名・住所等の個人情報は除きます。）



定時制課程を含む。 

旭川市給付型奨学金制度の創設と奨学金等貸付制度の見直し（案）【概要版】 

 

１ 給付型奨学金制度の内容 

(1) 目的 

   高校等に入学した子どもを持つ世帯に対し，返済不要の給付型奨学金を給付することにより，

授業料以外の教育費負担の軽減を図り，もって子どもたちが安心して教育を受けられるよう

教育機会の均等に寄与する。 

(2) 対象学年及び学校の範囲 

   高校等１年生（単位制の高等学校等においては入学初年度） 

＊旭川市内及び近隣８町に所在する高等学校等（注）及び通信制課程に在籍する旭川市民 

（注）学校教育法に規定する高等学校，高等専門学校，中等教育学校の後期課程，専修学校の 

高等課程（ただし，特別支援学校の高等部を除く） 

(3) 対象世帯 

   保護者等の「住民税所得割額（税額控除前）」が 100 円以上 85,500 円未満の世帯 

（年収の目安は，２５０万円程度～３５０万円程度） 

(4) 給付金額（年額・一括給付） 
 

 

(5) 給付人数 

３００人 

(6) 申請要件 

   高校等の入学年度の7月1日を申請基準日として，申請日において次の要件を満たすこと。 

   なお，申請は対象となる生徒一人１回を限度とする。 

   ア 対象生徒は，申請年度の翌年度の 4 月 1 日までに達する年齢が 18 歳以下であること。 

   イ 対象生徒は，申請年度の前年度の 1 月 1 日現在において市内に住民登録があること。 

   ウ 保護者等は，申請年度の前年度の 1 月 1 日から申請基準日まで，継続して市内に住民

登録があること。 

エ 保護者等は，申請基準日において生活保護（生業扶助）を受給していないこと。 

   オ 保護者等は，申請基準日から申請日までにおいて市税に滞納がないこと。 

   カ 保護者等は，過去に旭川市入学仕度金の貸付けを受けた場合は，申請基準日現在におい

て当該返還金に滞納がないこと。なお，申請受付日時点において滞納解消を確認した場合

はこの限りではない。 

(7) 選考方法 

旭川市奨学生等選考委員会の選考を経て，所得割額の少ない順に市長が決定する。 

（子どもの成績は不問） 

(8) 給付時期 

   １１月給付を予定 

区   分 金   額 

高校等 

１年生 

国公立 ６０，０００円 

私立 ７０，０００円 

通信制課程 ３０，０００円 



 

 

２ 奨学金等貸付制度の改正内容 

(1) 目的 

現行の奨学金等貸付制度についても，教育に係る経済的負担が増大している現状を踏まえ，

適正でより利用しやすい制度への見直しを行うことで，一層の教育機会の均等を図る。 

(2) 入学仕度金の貸付限度額の引き上げ 
 

区 分 貸付限度額 

 

区 分 貸付限度額  

高
校
等 

国公立 100,000 円 高
校
等 

国公立 100,000 円  

私立 200,000 円 私立 300,000 円 10万円増 

大学等 300,000 円 大学等 500,000 円 20万円増 
 

(3) 入学仕度金の返還方法の見直し 

ア 返還開始時期の繰り延べ 

入学年度の「7 月」を「1 月」に変更（6 か月間繰延） 

イ 大学等の返還期間延長 

最長，「5 年以内」を「8 年以内」に変更（3 年間延長） 

(4) 保護者以外の連帯保証人に関する要件の見直し 

ア 居住要件の緩和 

「旭川市内」を「北海道内」に変更 

イ 年収要件の設定 

要件の「返還の責任の負える方」に「年収 200 万円以上」を追加 

(5) 奨学金の申請資格等の見直し 

 「他の奨学金の給付又は貸付を受けていない者」としている定めから「給付」を削除 



 

 

 

 

 

旭川市給付型奨学金制度の創設と 

奨学金等貸付制度の見直し（案） 
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はじめに  

 

近年の子どもを取り巻く社会では，教育費の上昇と長引く世帯所得の低迷

などから，家庭の経済的理由による教育格差とそれに伴う貧困の連鎖が大き

な課題となっており，貧困の解消とその防止に向けた取組が求められていま

す。 

旭川市では，教育費の負担軽減を図り，子どもたちが安心して教育を受け

られるよう，返済不要の奨学金について検討を行い，この度，高校等１年生

を対象とする給付型奨学金制度の創設と，合わせて奨学金・入学仕度金貸付

制度の見直しについて素案をまとめました。 

 

給付型奨学金制度の対象とする高校時代は，次代の担い手である子どもたちにとっ

て，自身の夢や将来にさまざまな思いを馳せる大切なひとときです。この奨学金が目

標や進路を思い描く礎（いしずえ）となり，高校生活が学友と共に勉学や運動に打ち

込める有意義なものとなるよう願うものです。 

 

教育は社会への投資とも言われています。この度の給付型奨学金制度と奨学金・入

学仕度金貸付制度が，子どもたちにとって充実した学校生活を送るため有効に活用さ

れ，義務教育期間の就学援助制度から切れ目なく続く支援制度として効果的に機能し，

維持していけるように，引き続き「子育てに希望を持ち，子どもの成長を支える環境

づくり」に向けた取組を進めてまいります。 
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定時制課程を含む。 
※金額はいずれも

年額で一括給付 

第１ 給付型奨学金制度の創設について 

１ 給付型奨学金制度（案） 

  今回創設しようとする制度の内容は以下のとおりです。 
 

 
高校等に入学した子どもを持つ世帯に対し，返済不要の給付型奨学金を給

付することにより，授業料以外の教育費負担の軽減を図り，もって子ども

たちが安心して教育を受けられるよう教育機会の均等に寄与する。 

 
高校等の 

１年生 

旭川市内及び近隣８町に所在する高等学校等（注） 

及び通信制課程に在籍する旭川市民 

（単位制の高校等においては入学初年度に在籍していること） 

 
保護者等の年収の目安が 250万円程度から 350万円程度までの世帯 

 

 
・国公立高等学校等   ６０，０００円  

・私立高等学校等   ７０，０００円  

・通信制課程      ３０，０００円  

 ３００人 

 成績要件なし 
旭川市奨学生等選考委員会の選考を経て，住民税税額 
控除前所得割額の少ない順に市長が決定 

 １１月給付を予定 （申請期間：８月１日~９月３０日を予定） 

 （注）学校教育法に規定する高等学校，高等専門学校，中等教育学校の後期課程，専修学校の

高等課程（ただし，特別支援学校の高等部を除く） 

 

高校等の入学年度の７月１日を申請基準日として，申請日において次の要件を満たすこととする。 

なお，申請は対象となる生徒一人１回を限度とする。 

１ 対象生徒は，申請年度の翌年度の４月１日までに達する年齢が 18歳以下であること。 

２ 対象生徒は，申請年度の前年度の１月１日現在において旭川市内に住民登録があること。 

３ 保護者等は，申請年度の前年度の１月１日から申請基準日まで，継続して旭川市内に住民登録があること。 

４ 保護者等は，申請基準日において生活保護（生業扶助）を受給していないこと。 

５ 保護者等は，申請基準日から申請日までにおいて市税に滞納がないこと。 

６ 保護者等は，過去に旭川市入学仕度金の貸付を受けた場合は，申請基準日現在において当該返還金に滞納が

ないこと。なお，申請受付時点において滞納解消を確認した場合はこの限りではない。 
 

 

給付時期 

目 的 

対象世帯 

給付人数 

保護者等の「道府県民税の税額控除前所得割額」と「市町村民税の税額控除前
所得割額」 の合算額が，100円以上 85,500円未満の世帯 

給付金額 

選考方法 

対象学年 

申請要件 
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※試算は，貸付制度の枠組みのほか，貸付金，返還金，寄附金が現在の状況と変わらずに続くものと仮定しています。 

２ 給付型奨学金制度創設の考え方 

   給付型奨学金の制度創設に当たっては，財源を有効に活用しながら，現行の育英事業

（奨学金・入学仕度金の貸付）制度全体が長く継続していけるよう，現時点での国の実

施方針や他の関係する制度の内容なども踏まえながら検討を行いました。 

 

日本の子どもを取り巻く社会では，教育費の負担増加と低迷が続く世帯所得〈*資料１〉

により，家庭の経済状況から生じる教育格差や貧困の連鎖などに対する関心が高まり，

社会的要請として教育格差や貧困の解消が求められています。 

   このような中，国では，平成２９年度から大学等の高等教育機関を対象に給付型奨学

金制度〈*資料２〉を導入しました。本市が平成３０年度に給付型奨学金について他都市を

調査した結果では，中核市５２市のうち１９市が高校生を対象に，１１市が大学生を対

象に実施し，また北海道内９市では３市で高校生，２市で大学生を対象に実施していま

す〈*資料３〉。 

   また，平成２９年度に本市が実施した子どもの生活実態調査では，支援策へのニーズ

として，高校・大学の進学費用の負担軽減を望む声が一番高くなっています〈*資料４〉。 

 

育英事業の実施に当たり，奨学金等の貸付制度は，育英事業基金を一部財源として活

用していますが，平成２９年度末の基金積立金残高は約４億５,２００万円となってい

ます。 

今回新たに創設する給付型奨学金制度は，そのすべての財源を育英事業基金から活

用することとなりますが，次代を担う子どもたちへの支援の継続と育英事業の今後の

安定的な制度運用を念頭に試算した結果，給付型奨学金制度に活用できる金額は年間

２,０００万円から２,２００万円程度と見込んでいます。 
 

【図 1】育英事業基金残高推計（見通し） 

 

 

 

 

 

（１）制度創設の背景 

（２）財源 

H32年度からは，給付型

制度実施に伴い基金の取

り崩しが発生することや，

過去貸付分にかかる返還

対象額も減少していくこと

などから，基金残高の減

少傾向が続くと試算してい

ます。 
１億円

２億円

３億円

４億円

５億円

６億円

H26 H28 H30 H32 H34 H36 H38 H40 H42 H44 H46 H48

基金残高
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給付対象については，活用可能な財源の範囲内で教育機会の均等を広く波及させて

いくことなどを考慮し，将来の進路選択を控えた高校等（１年生）を対象としました。 

その中でも，就学援助制度や児童手当などの経済的な支援が中学生で終了して間も

ない，高校等入学準備等に多くの出費を要した高校等１年生の子どもを持つ世帯に対

し，教科書費，学用品費，体育用品費，教科外活動費，通学費などの授業料以外の経済

的負担の軽減を行うことが，効果的な給付につながるものと考えています。 

 

申請対象世帯は，保護者等の「道府県民税の税額控除前所得割額」と「市町村民税の

税額控除前所得割額」の合算額が，１００円以上８５，５００円未満の世帯（年収の目

安として２５０万円程度～３５０万円程度）の課税世帯とし，給付人数はその範囲内の

世帯で養育される生徒のうち３００人です。 

年収２５０万円未満程度の非課税世帯等については，既に北海道で実施している「奨

学のための給付金制度」の対象となっていることから，その対象から外れ，世帯所得に

比べて経済的負担が大きくなっているその上の階層を申請対象とし，所得に見合った

支援制度とすることで支援の段差をなだらかにします（６ページの「３ 給付型奨学金

制度の適用対象」を参照してください）。 

 

ア 広く教育機会の均等を図ることを目的としているため，成績や評定を要件には

していません。 

イ 市税や，過去に貸付を受けた場合の本市入学仕度金の返還金に滞納がないこと

を申請要件とすることについては，全国の皆様から寄せられた御寄付は，市民とし

ての義務を果たしている方へ適正に使わせていただくことが，皆様の善意に応え

られる方法であると考えています。 

 

（４）対象世帯 

（３）給付対象 

（５）申請要件 

  ア 生徒の成績 

  イ 市税等の滞納 
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給付対象者の選考・決定に当たり，北海道で実施している奨学のための給付金制度と

本市の給付型奨学金制度との間で支援の隙間が生じないようにするために，当該年度

の住民税課税状況の確認が必要となります。 

審査に必要な当該年度の課税証明の発行時期や申請受付，審査期間などを考慮して，

高校等１年生の１１月の給付を予定しています。 

 

給付を受けた後に生徒が退学した場合でも，入学準備等に生じた経済的負担を考慮

して，返還を求めることは考えておりません。 

なお，給付金の申請は生徒１人につき１回までです。 

 

ア 国の動向について 

     ２０２０年４月から大学生等への支援としては，収入に応じた段階的な授業料

等の減免や，生活費についても返済不要の給付型奨学金の増額のほか，それ以外で

は私立高等学校授業料の実質無償化（所得制限有り）など〈*資料５〉が予定されてい

ます。 

イ 義務教育期間の支援施策について 

     子育て世帯には，子どもの健やかな育成を図るための手当や，教育を受けるため

の就学支援の助成制度などが用意されています。 

   ① 児童手当（旭川市） 

     児童手当法に基づき，子を監護する保護者等に支給される手当で，受給資格は児

童の年齢が満１５歳に到達した年度末までです。 

   ② 就学援助制度（旭川市教育委員会） 

     市内の小・中学校に通う児童生徒の保護者で，経済的に困っている方に学用品費

や給食費，修学旅行費などの就学に必要な費用の一部を援助する制度で，世帯の人

数に応じた年間総収入が一定額以下の方などの要件があります。 

ウ 高等学校等の支援施策について 

    国及び北海道が実施する制度により，世帯の収入に応じて授業料等の負担が軽減

されます。（６ページ「３ 給付型奨学金制度の適用対象」を参照してください。） 

 

（６）給付時期 

（８）国の動向，その他の支援施策 

（７）退学による給付金の返還 
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３ 給付型奨学金制度の適用対象 

  年収階層別の教育費負担軽減に関する各種施策と給付型奨学金制度の適用対象は次の

とおりです。 

（１） 私立高校（全日制課程） 

 

【図 2】教育費の負担軽減施策と給付型奨学金の適用対象 

 

 

（単位：円）

非課税層 A層 Ｂ層 Ｃ層 Ｄ層
～250万円程度 ～350万円程度 ～590万円程度 ～910万円程度 910万円程度～

399,152 399,152 399,152 399,152 399,152

国制度 ① 就学支援金 297,000 237,600 178,200 118,800 0

道制度 ② 授業料軽減 78,000 84,000 0 0 0

24,152 77,552 220,952 280,352 399,152

道制度 ③ 奨学のための給付金 89,000 0 0 0 0

市制度 ④ 給付型奨学金 0 70,000 0 0 0

私立高校平均授業料 （Ａ）

差額（Ａ-①-②）

年収階層
（年収はあくまでも目安です）

授業料

軽減

給付

297,000
237,600

178,200
118,800

0

78,000

84,000

89,000

70,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

非課税層 A層 Ｂ層 Ｃ層 Ｄ層

④給付型奨学金（市）

③奨学のための給付金（道）

②授業料軽減（道）

①就学支援金（国）

①
①

①

①

②

②

③

④

私立高校を対象とした公的機関による支援策充当額
（単位：円）

※給付人数はＡ層のうち，高校等１年生全体で３００人

※給付人数はＡ層のう

ち，高校等１年生全体

で３００人

-6- 



 

 

図表中の凡例等についての説明は次のとおりです。 

 

  ・私立高校平均授業料 （Ａ）３９９，１５２円 

   （出典：文部科学省 平成３０年度私立高等学校等初年度授業料等の調査） 

 

  ・国制度 ①就学支援金 

     授業料の負担軽減のため国で実施している制度で，世帯の所得に応じて段階的

に軽減します。国から高等学校等の設置者へ授業料の一部が支払われることによ

り，世帯の負担が軽減されます〈*資料６〉。 

 

  ・道制度 ②授業料軽減 

     授業料の負担軽減のため北海道で実施している制度で，世帯の所得に応じて段

階的に軽減します。北海道から高等学校等の設置者へ授業料の一部が支払われる

ことにより，世帯の負担が軽減されます〈*資料７〉。 

 

・差額（Ａ－①－②） 

     本シミュレーション上での，世帯における授業料負担相当分です。 

 

・道制度 ③奨学のための給付金 

     授業料以外の教育費負担を軽減するため北海道で実施している制度で，道府県

民税・市町村民税所得割額がともに非課税等である世帯を対象にしています。 

支給額は，「３８，１００円～１３８，０００円」で，全日制又は通信制の課程

の別，生活保護（生業扶助）受給の有無，お子さんの扶養の状況などにより異なり

ます。  

図の表で採用している「８９，０００円」は，全日制に通う高校生で，生活保護

（生業扶助）を受給していない，扶養されている第一子である等の場合の金額とな

っています〈*資料８〉。 

 

 

・市制度 ④給付型奨学金 

     「Ａ層」（道府県民税，市町村民税の税額控除前所得割額の合算額が１００円以 

    上８５，５００円未満（年収の目安２５０万円程度～３５０万円程度））の方のう 

ち，国公私立高校等（定時制課程含む）及び通信制課程の１年生合わせて３００人 

を対象として，次の区分により給付します。 

  私立高校等（定時制課程を含む） ７０，０００円 

通信制課程 ３０，０００円 
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（２） 公立高校（全日制課程） 

 

【図 3】教育費の負担軽減施策と給付型奨学金の適用対象 

 

（単位：円）

非課税層 A層 Ｂ層 Ｃ層 Ｄ層
～250万円程度 ～350万円程度 ～590万円程度 ～910万円程度 910万円程度～

118,800 118,800 118,800 118,800 118,800

授業料軽減 国制度 ① 就学支援金 118,800 118,800 118,800 118,800 0

0 0 0 0 118,800

道制度 ② 奨学のための給付金 80,800 0 0 0 0

市制度 ③ 給付型奨学金 0 60,000 0 0 0

年収階層
（年収はあくまでも目安です）

公立高校授業料 （Ｂ）

差額（Ｂ-①）

給付

118,800 118,800 118,800 118,800

0

80,800 60,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

非課税層 A層 Ｂ層 Ｃ層 Ｄ層

③給付型奨学金（市）

②奨学のための給付金（道）

①就学支援金（国）

① ① ① ①

② ③

公立高校を対象とした公的機関による支援策充当額
（単位：円）

※給付人数はＡ層のうち，高校等１年生全体で３００人

※給付人数はＡ層のうち，高

校等１年生全体で３００人
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図表中の凡例等についての説明は次のとおりです。 

 

  ・公立高校授業料（Ｂ） １１８，８００円 

   （出典：北海道教育庁学校教育局高校教育課ホームページより，平成３０年度授業料） 

 

  ・国制度 ①就学支援金 

     授業料の負担軽減のため国で実施している制度で，一定の所得層の方の負担を

軽減します。国から高等学校等の設置者へ授業料が直接支払われることにより，世

帯の負担が軽減されます〈*資料９〉。 

 

・差額（Ｂ－①） 

     本シミュレーション上での，世帯における授業料負担相当分です。 

公立高校で年収９１０万円未満程度の場合には授業料負担は生じません。 

 

・道制度 ②奨学のための給付金 

     授業料以外の教育費負担を軽減するため北海道で実施している制度で，道府県

民税・市町村民税所得割額がともに非課税等である世帯を対象にしています。 

支給額は，「３２，３００円～１２９，７００円」で，全日制・定時制又は通信

制の課程の別，生活保護（生業扶助）受給の有無，お子さんの扶養の状況などによ

り異なります。 

図の表で採用している「８０，８００円」は，全日制課程に通う高校生で，生活

保護（生業扶助）を受給していない，扶養されている第一子である等の場合の金額

です〈*資料１０〉。 

 

 

 

 

 

 

・市制度 ③給付型奨学金 

     「Ａ層」（道府県民税，市町村民税の税額控除前所得割額の合算額が１００円以 

上８５，５００円未満（年収の目安２５０万円程度～３５０万円程度））の方のう 

ち，国公私立高校等（定時制課程含む）及び通信制課程の１年生合わせて３００人 

を対象として，次の区分により給付します。 

  公立高校等（定時制課程を含む） ６０，０００円 

通信制課程 ３０，０００円 
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第２ 奨学金等貸付制度の見直しについて 

１ 現行の奨学金等貸付制度 

  現在，本市で実施している奨学金及び入学仕度金の貸付制度の内容は以下のとおりで 

す。貸付件数は，例年２００件程度で推移〈＊資料１１〉しています。  
 旭川市奨学金 旭川市入学仕度金 

 昭和２７年４月１日 昭和４４年４月１日 

 

能力があるにもかかわらず，経済的
理由により修学困難な者に対し，そ
の修学に必要な資金の一部を貸与
し，等しく教育を受ける機会を与え
る。 

高校等に入学する者の保護者で入学
仕度金の調達が困難な者に対し，入
学仕度金を貸与し，等しく教育を受
ける機会を与える。 
 

 

■本市市民の子で次の学校の在籍者 

・高等学校 ・大学 ・専門学校 

・准看護師養成の高等専修学校 

・旭川市長が特に認めた学校等 
 

■他の奨学金の給付又は貸付を受け
ていない者           

など 

■本市に住所を有し，高等学校等に
入学が確実である生徒等を持つ保
護者 

 

■他から同種の資金の貸与を受けて
いない者 

など 

 

  

区分 貸付月額(限度額) 

高
校
等 

公立  ７，０００円 

私立  １１，０００円 

大
学
等 

国公立  ２４，０００円 

私立  ３３，０００円 

高 

専 

国立 
1～3年 ７，０００円 

4・5年 ２４，０００円 

専 

門 

国公立  ２４，０００円 

私立  ３３，０００円 
 

 

区分 貸付限度額 

高
校
等 

国公立 １００，０００円 

私立 ２００，０００円 

大学等 ３００，０００円 

修 

校 

専 

学 

高等課程 
(私立) 

２００，０００円 

専門課程 ３００，０００円 

  

 成績要件なし 旭川市奨学生等選考委員会の選考を経て，市長が決定 

 ４月又は５月 / ９月 

（各６か月分ずつ貸付） 

２月末～４月上旬 

（手続き終了後一括で貸付） 

 卒業１年後から１０年以内に年賦，
月賦払い又は１回払い等により返還 

入学した年度の７月から５年（定時
制課程は６年，高等専門学校は７年）
以内に年賦，月賦払い又は１回払い
等により返還 

 保護者のほか，旭川市内に居住する
保護者以外の独立した生計を営む者 

旭川市内に居住する保護者以外の独
立した生計を営む者 

始 期 

目 的 

貸 付 時 期 

貸 付 金 額 

返 還 方 法 

選 考 方 法 

貸 付 対 象 

連帯保証人 
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２ 現行制度の見直し（案） 
  今回見直しする現行の奨学金・入学仕度金貸付制度の内容は以下のとおりです。平成２
６年度以降の制度見直しの経過〈*資料１２〉も参照してください。 

 

 
 

開始
時期

イ
開始
時期

ア　居住要件の緩和

イ　年収要件の新設

改正前 改正後

内容 内容

北海道内に居住する

年収２００万円以上ある方で
返還の責任の負える方

返還方法 返還方法
貸付

限度額
（以内）

区分 区分

ア
貸付

限度額
（以内）

全貸付 全貸付

５年

入
学
し
た
年
度
の
１
月

５年

６年

５年

８年

５年

７年

公立
(定時制）

６年
公立

(定時制）
６年

高校

高専

入
学
し
た
年
度
の
７
月

ウ
期間（以内）

１０万円

１０万円

３０万円

４０万円 ７年

旭川市内に居住する

返還の責任の負える方

公立
(全日制）

私立
(定時制）

私立
(全日制）

大学・短大

（２）　保護者以外の連帯保証人

（３）　奨学金
　・　申請資格等の見直し

全貸付

項目
区分

他の奨学金の給付又は貸
付を受けていない者

内容

改正前

専　門

専修

高等（私立）

改正後

区分 内容

全貸付
他の奨学金の貸付を受けて
いない者

１０万円

２０万円

２０万円

２０万円

専修

５年

５年

５年

５年 専　門

大学・短大

高等（私立）

５０万円

１０万円

３０万円

３０万円

３０万円

５０万円

７年

項目

区分

期間（以内）

３０万円

４０万円

公立
(全日制）

私立
(定時制）

私立
(全日制）

３０万円

１０万円

１０万円
（１）　入学仕度金
　ア　貸付限度額の引上げ

　イ　返還開始時期の繰り延べ

　ウ　返還期間の延長

区分

３０万円

５年

６年

項目

改正後改正前

８年

５年

７年

高校

高専
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３ 現行制度の見直しの考え方 

  現行の奨学金等貸付制度について，教育費の負担が増大している現状を踏まえ，適正で

より利用しやすい制度となるよう見直しを行い，一層の教育機会の均等を図ります。 

 

   ア 貸付限度額について，私立高校等で３０万円に，大学等で５０万円に引き上げ

て経済的負担を軽減し，一層の教育機会の均等を図ります。 

   イ 貸付限度額の引上げに伴い，返還期間の見通しを確保するため，返還開始時期を

６か月間繰り延べします。 

ウ 貸付限度額の引上げに伴い，大学等については，１回の返還額が多額とならない

よう貸付額に応じて返還期間を５年以内から最長３年間延長して８年以内としま

す。 

 

ア 連帯保証人の居住要件を，「旭川市内」から「北海道内」に変更します。 

このことにより，今まで市内に居住する連帯保証人がいなくて制度を利用でき

なかった市民の方も，利用できる可能性が広がり，利便性が高まります。 

   イ 連帯保証人は，債務者と同じ返還の責任を負う義務があることから，所得の低

い連帯保証人が新たな債務を負って返済に困ることがないように，保護者以外の

連帯保証人について，年収２００万円以上の収入のある方とします。 

 

奨学金貸付の資格等で定める「他の奨学金の給付又は貸付を受けていない者」から

「給付を受けていない者」を削除します。 

このことにより，創設する給付型奨学金制度を含む，他の奨学金の給付を受けている

場合であっても本市の奨学金貸付制度を利用できるようになります。 

（１）入学仕度金 

ア 貸付限度額の引上げ 

イ 返還開始時期の繰り延べ 

ウ 返還期間の延長 

 

ウ 返還期間の延長 

 

（３）奨学金 

・申請資格等の見直し 

 

 

（２）保護者以外の連帯保証人 

  ア 居住要件の緩和 

  イ 年収要件の新設 
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〔入学仕度金貸付制度〕 
・大学等入学仕度金 
の増額 

 

高３

第３ まとめ 

 

１ まとめ 

本市が平成２９年度に実施した「子どもの生活実態調査」からは，高校・大学

の進学費用の負担軽減をはじめ，子どもの医療費や通学費など，経済的負担の軽

減を望む声が多く，特に低所得層の子育て世帯を取り巻く環境は，大変厳しいも

のであることが判明したところです。 

 

給付型奨学金制度の創設に当たっては，世帯所得に比べて経済的負担が大き

くなっている世帯に対し，広く効果的な支援が行き渡るとともに，１０年，２０

年後の子どもたちにも同様の支援ができるよう，育英事業制度全体の継続性も

視野に入れながら検討を行いました。 

 

本市では，新たに創設する給付型奨学金制度と，見直しを行う現行の奨学金等

貸付制度を両輪として，高校等から大学等まで続く教育費の負担軽減の一助と

し，子どもたちの夢や目標の実現に向けた後押しを行い，育英事業の目的である

「教育機会の均等」の一層の実現を図ってまいります。 

 

２ 制度イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高１

高２

高３

就 職 

進 学 

入 学 

〔入学仕度金貸付制度〕 
・私立高校等入学仕度金 
の増額 

 

給付型奨学金 

制度 

創 設 

拡充 

高校修学の機会均等を図り， 

進路選択の礎(いしずえ)に！ 

拡充 

夢・目標 
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〈*資料１〉 市民所得（分配）の推移 

     本市の，平成２６年度の一人当たり市民所得は２，０９１千円で，国民所得２，９８１千円の７０．２％，道民所 

得２，５６０千円の８１．７％となっています。 

 

〈*資料２〉 独立行政法人日本学生支援機構における奨学金の制度（給付型） 

      国が導入した給付型奨学金を実施する独立行政法人日本学生支援機構では，学校を通じて採用候補者 

を募り，最終的に給付奨学生を決定します。学校では，学生支援機構が提示するガイドラインを参考に策

定した推薦基準に基づいて選考を行い，学校ごとに定められた推薦枠の範囲内で学生支援機構へ採用

候補者を推薦します。 

 

平成２６年度　市民経済計算推計結果

旭川市

2,827 2,805 2,821
2,938 2,981

2,462 2,463 2,480 2,542 2,560

2,045 2,033 2,024
2,088 2,091

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

市民所得（分配）の推移

一人当たり国民所得

一人当たり道民所得

一人当たり市民所得

【推薦基準】
１．人物について

　将来的に社会に貢献できる人物となる見込みがあること。

２．学力及び資質について

次のいずれかの要件を満たしていること。

　（１）　十分に満足できる高い学習成績を収めていること。

　（２）　教科以外で大変優れた成果を収め，概ね満足できる学習成績を収めているもの。

　（３）　社会的養護を必要とする者であって，進学後特に優れた学習成績を収める見込があるもの。

３．家計について

次のいずれかに該当していること。

　（１）　家計指示者が住民税非課税世帯（市区町村民税所得割が０円）であること。

　（２）　生活保護受給世帯であること。

　（３）　社会的養護を必要とする人（児童養護施設入所者等）であること。

【支給月額】
大学・短期大学・高等専門学校（４～５年）・専修学校の専門課程

【支給月額一覧】

※１．　社会的養護を必要とする人（児童養護施設等入所者等）は，月額とは別に一時金として２４万円が支給されます。

※２．　国立の学校で授業料が全額免除となる場合は，上表のカッコ内の金額に減額されます。

※３．　通信教育課程（大学，短期大学，専修学校の専門課程）については別途定めます。　

公立 ２万円 ３万円　

私立 ３万円 ４万円

自宅外通学自宅通学設置者

国立 ２万円（０円）※２ ３万円（２万円）※２

〈資料編〉 
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〈*資料３〉 給付型奨学金制度の他都市における実施状況について 

平成３０年７月に子育て助成課で調査を実施した結果です。 

    【中核市５３市】（函館市ほか５２市 うち１市未回答） 

 高校生 大学生 

 

制度の有無 

有＊ 19 11 

検討中 1  1 

無 32 40 

                    ＊うち，5 市が高校，大学生向けの両方で実施しています。 

    【北海道内主要都市９市】（札幌市ほか８市） 

 高校生 大学生 

 

制度の有無 

有＊ 3 2 

検討中 1 1 

無 5 6 

       ＊うち，1 市が高校生，大学生向けの両方で実施しています。 

旭川市 

 

〈*資料４〉 旭川市子どもの生活実態調査結果  

子どもの生活実態調査の，「１０ 制度等の利用状況・支援策へのニーズ（２）支援策へのニーズ」 

にかかる設問に対しては，「高校・大学の進学費用の負担軽減」とした回答が９３．９％と最も高

く，それを学年別に集計した場合には，「強く思う」との回答が中学２年生の子を持つ親で 

８３．９％と学年別で最も高い数値を示しています。 

旭川市子どもの生活実態調査

１０　制度等の利用状況・支援策へのニーズ

（２）支援策へのニーズ

①支援策に対するニーズ（上位5項目抜粋）

強く思う やや思う 合計

82.5% 11.4% 93.9%

64.2% 21.3% 85.5%

49.5% 33.4% 82.8%

47.1% 19.8% 66.9%

39.9% 24.5% 64.4%

旭川市

　

支援策に対するニーズ　高校・大学の進学費用の負担軽減（学年別）

　

強く思う やや思う 合計

82.1% 11.3% 93.4%

83.7% 11.9% 95.7%

83.9% 10.3% 94.2%

80.4% 12.0% 92.4%

旭川市

小学2年生の子を持つ親

中学2年生の子を持つ親

高校2年生の子を持つ親

小学5年生の子を持つ親

企業に対する職場環境改善の働きかけ

高校・大学の進学費用の負担軽減

子ども医療費の負担軽減

学費や奨学金などの情報を得る機会の提供

子どもの通学費の負担軽減
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〈*資料５〉 骨太の方針２０１８ 

国から示されている「経済財政運営と改革の基本方針」です。 

 

〈*資料６〉 高等学校等就学支援金（国の制度） 

国が私立高校等の月々の授業料負担を，世帯の所得に応じて段階的に軽減する制度です。 

１．大学等

年収２７０万円未満の住民税非課税世帯

*①　授業料

国立 免除

公立 国立大学の授業料を上限に対応

私立 国立大学の授業料に加え，私立大学平均授業料と国立大学の授業料の差額のうち２分の１を加算したまでの対応

②　入学金

国立　 免除

公立 国立大学の入学金を上限とした措置

　　 私立 私立大学の入学金の平均額を上限とした措置

*③　給付型奨学金

学生生活を送るのに必要な生活費を賄えるよう措置を講じる

２．高等学校

年収５９０万円未満世帯

私立高等学校授業料の実質無償化

平成30年6月15日　閣議決定

*①・*③については，住民税非課税世帯に準ずる世帯についても住民税非課税に対する支援措置に準じた支援を段階的に実施
　（ア）　年収300万円未満世帯→住民税非課税世帯の　2/3
　（イ）　年収300万円以上世帯から年収３８０万円世帯→住民税非課税世帯の　1/3

私立全日制高等学校（特別支援学校の高等部を含む）

私立通信制高等学校

私立専修学校の高等課程

私立専修学校の一般課程（高等学校入学資格者を入所資格と
する国家資格者の養成施設）

私立各種学校（高等学校入学資格者を入所資格とする国家資
格者の養成施設及び告示で指定した外国人学校）

所得基準
※年収の目安

（参考）
支給額
（月額）

生活保護世帯又は
道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算が
非課税

０～２５０万円未満 24,750

道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算が
１００円以上～８５，５００円未満

２５０万円以上～
３５０万円未満

19,800

道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算が
８５，５００円以上～２５７，５００円未満

３５０万円以上～
５９０万円未満

14,850

道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算が
２５７，５００円以上～５０７，０００円未満

５９０万円以上～
９１０万円未満

9,900

　※年収はあくまでも目安となり，対象の認定は，道府県民税所得割額と市町村民税所得割額との合算により行います。

　　 同じ年収でも家族構成により道府県民税所得割額と市町村民税所得割額が異なります。

　※就学支援金は，学校設置者が代理受領して，授業料に充てます。

基
準
及
び
支
給
額

支
給
対
象
者
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〈*資料７〉 私立高等学校等授業料軽減制度（北海道の制度） 

     北海道が私立高校等の月々の授業料負担を，世帯の所得に応じて段階的に軽減する制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈*資料８〉 私立高校「奨学のための給付金」（北海道の制度） 

 

　　税（年収２５０万円未満程度）であること。

扶養されている第一子の高校生
等がいる世帯

１５歳（中学生を除く。）以上２３歳
未満の扶養されている兄弟姉妹
がいる世帯の全日制の高校生等

全日制の生徒 89,000 138,000

通信制の生徒 38,100 38,100

　　③生活保護（生業扶助）受給世帯又は保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額が非課

　　②保護者（親権者）等が北海道内に住所を有していること。

　　①生徒が平成２６年４月１日以降に入学し在学していること。

１　支給を受けるための要件（支給対象となる世帯）

52,600

課程　＼　世帯区分
生活保護（生業扶助）
受給世帯

道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯

支給対象者

私立高等学校（特別支援学校の高等部を除く）

私立専修学校の高等課程

私立専修学校の一般課程（高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設）

私立各種学校（高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設及び告示で指
定した外国人学校）

２　支給額（対象生徒一人当たり年額） （単位：円）

道内に設置されている私立全日制高等学校
（特別支援学校の高等部を含む）

私立専修学校高等課程

所得基準
※年収の目安

（参考）
支給額
（月額）

生活保護世帯又は
道府県民税所得割額と市町村民税所得割額が
非課税の世帯

０～２５０万円未満 6,500

道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算が
１００円以上～８５，５００円未満の世帯

２５０万円以上～
３５０万円未満

7,000

　※年収はあくまでも目安となり，対象の認定は，道府県民税所得割額と市町村民税所得割額との合算により行います。

　　 同じ年収でも家族構成により道府県民税所得割額と市町村民税所得割額が異なります。

　※授業料軽減補助金の支給は，道から学校設置者に対して行い，授業料に充てます。

支
給
対
象
者

所
得
基
準
及
び
支
給
額
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〈*資料９〉 高等学校等就学支援金（国の制度） 

国が公立高等学校における授業料の経済的負担の軽減を図り，もって教育の実質的な機会均等に寄与

することを目的に実施している制度です。 

 

 

 

〈*資料１０〉 公立高校「奨学給付金」（北海道の制度） 

１． 支給を受けるための要件（支給対象となる世帯） 

 ① 生徒が平成２６年４月１日以降の入学者であり，基準日に在学していること。 

 ② 保護者（親権者）等が北海道内に住所を有していること。 

 ③ 生活保護受給世帯又は保護者（親権者）等全員の平成３０年度分道府県民税所得割及び市町村民税所 

得割額が非課税であること。 

 ２ 支給額（対象生徒一人当たりの年額） 

 

 

支
給
対
象
者

　高等学校（全日制課程，定時制課程，通信制課程）又は中等教育学校（後期課程）に
在籍していること（※専攻科を除く）

　保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額とを合算した額の合計が
５０７，０００円未満（目安年収９１０万円未満）であること

　高等学校等の通算在学期間が全日制３６か月，通信制４８か月を超えていないこと

　過去に高等学校等を卒業又は修了していないこと

（単位：円）

学校区分 支給単位 支給額

全日制課程 月額 9,900

定時制課程 月額 2,700

定時制（単位制）課程 １単位あたり 1,750

通信制課程 １単位あたり 340

（単位：円）

扶養されている第一子の高校生
等がいる世帯

１５歳（中学生を除く。）以上２３歳
未満の扶養されている兄弟姉妹
がいる第２子以降の高校生等が
いる世帯

全日制・定時制 80,800 129,700

通信制 36,500 36,500

課程　＼　世帯区分
生活保護（生業扶助）
受給世帯

道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯

32,300
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〈*資料１１〉 奨学金及び入学仕度金の貸付実績（過去５年間） 

 

 

旭川市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位　件数：件，貸付額：円）

件数 貸付額 件数 貸付額 件数 貸付額 件数 貸付額 件数 貸付額 件数 貸付額

全体 207 46,444,000 222 49,790,000 169 38,194,000 195 38,964,000 203 38,752,000 996 212,144,000

件数 奨学金

奨学金 162 40,944,000 133 36,090,000 129 31,094,000 107 23,264,000 137 27,452,000 668 158,844,000

件数 仕度金

仕度金 45 5,500,000 89 13,700,000 40 7,100,000 88 15,700,000 66 11,300,000 328 53,300,000

↑
※制度改正により，平成２６年４月及び平成２７年４月入学者の入学仕度金貸付実績を含みます。

合　計（過去５年間）

（平成２５年春進学者） （平成２６年春進学者） （平成２７年春進学者） （平成２８年春進学者） （平成２９年春進学者）

平成２８年度 平成２９年度

（平成２５年春進学者） （平成２６・２７年春進学者） （平成２８年春進学者） （平成２９年春進学者） （平成３０年春進学者）

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
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〈*資料１２〉 現行貸付制度の見直しの経過（平成２６年度以降） 

 

【平成２６年度（平成２７年春進学者）】 

 

【平成２８年度（平成２９年春進学者）】 

 

【平成２９年度（平成３０年春進学者）】 

旭川市 

改正前 改正後

9千円 → 7千円

1万8千円 → 1万1千円

6・8・12月
（4か月分／回）

→
5・8・12月

（4か月分／回）

改正前 改正後

5万円 → 10万円

10万円 → 20万円

20万円 → 30万円

4月末 → 3月末

改正前 改正後

成績要件あり → 成績要件なし

（奨学金）

見直し項目

　　（月額）貸付限度額

（入学仕度金）

　国が高校就学支援金制度を拡充したことにより，
授業料の自己負担が軽減されることから，奨学金
の額を引き下げました。

公立高校

私立高校

見直し内容

　初回の貸付時期を早めました。

　選考の際のお子さんの成績要件をなくしました。

　貸付時期を早めました。

選考基準

貸付時期
（年３回）

公立高校

大学等

見直し内容

貸付時期

見直し項目

　入学費用が増加傾向にあるため，入学仕度金の
貸付限度額を引き上げました。

貸付限度額

（奨学金・入学仕度金）

　　（年額）

私立高校

見直し内容 見直し項目

改正前 改正後

貸付申請時
60歳未満

→ 年齢要件なし

見直し項目

　申請に際して必要な保護者以外の連帯保証人
について，年齢要件をなくしました。

保護者以外の連帯

保証人の年齢要件

（奨学金・入学仕度金）

見直し内容

改正前 改正後

5・8・12月
（4か月分／回）

→
5・9月

（6か月分／回）

5・8・12月
（4か月分／回）

→
4月又は5月及び9月

（6か月分／回）

5・8・12月
（4か月分／回）

→
5・9月

（6か月分／回）

（奨学金）

見直し項目見直し内容

　貸付時期について，大学等の授業料納
付時期を考慮して，年３回から年２回に変
更して，１回あたりの貸付額を増やしまし
た。

貸付時期 時期

高校等

大学等入学
年度

大学等2年度
目以降
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《お問合せ先》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当部局  旭川市 子育て支援部 子育て助成課 

所  在  ０７０－８５２５ 

      旭川市７条通１０丁目 旭川市第二庁舎５階 

連 絡 先  電 話（直通）：（０１６６）２５－９１０７ 

      ファクシミリ：（０１６６）２６－５７２２ 

      E メ ー ル：kosodatejosei@city.asahikawa.lg.jp 

 


