
就学・修学・就職

給付・貸与制度ハンドブック

●このハンドブックでは、就学、修学又は就職する場合に利用可能な給付・貸与制度の概要を、

　以下のように対象別に掲載しています。

　◎小・中学生　◎高校・大学等への進学又は在学者　　◎特別支援学級等に在籍する児童・生徒

　◎介護福祉士等を志望する者　◎保育士を志望する者　◎ひとり親家庭等　◎生活保護受給世帯

●掲載している内容は、平成30年度に実施予定のものです。その後、制度変更・廃止になったり、

　新たな制度が創設されている場合もあります。詳細については、それぞれの制度の実施機関の

　取扱窓口やお問い合わせ先までご確認ください。

●このハンドブックに掲載している制度の他に、国(日本政策金融公庫)、民間の教育ローンや奨学

　金制度など様々な制度があります。また、高校・大学・短期大学等において学内奨励金・授業料

　等減免制度が設けられている場合もありますので、それぞれの機関へお問い合わせください。

制度を利用されるみなさまへ

白石町教育委員会
(平成３０年７月作成)



◎小・中学生対象

◎高校・大学等への進学者又は在学者対象

　在学する高等学校
　等

　(公立)
　佐賀県教育庁
　教育総務課
　℡　(0952)25-7223

　(私立)
　佐賀県総務部
　法務私学課
　℡　(0952)25-7464

　支給額(上限)
　　保護者等の年収(市町村民税所得
　　割額)に応じて支給

　[市町村民税所得割額による区分]
　　・非課税　　　　 月額24,750円
　　・51,300円未満　 月額19,800円
　　・154,500円未満　月額14,850円
　　・304,200円未満　月額 9,900円

　(私立)
　　佐賀県内の私立高等学
　　校(全日制・通信制)､専
　　修学校(高等課程)及び
　　各種学校(国家資格者養
　　成施設指定校)に在学す
　　る生徒

　※所得基準あり

【申請期間】
　　入学時及び毎年
　　６～７月頃

【支給期間】
　高等学校の標準的な
　修業年限とされてい
　る36月まで原則支給
　(定時制･通信制過程
　については原則48月
　まで)

　支給額
　　・全日制　　月額9,900円
　　・定時制　　月額2,700円
　　・通信制　　月額　520円

　※単位制の場合は、履修単位数に
　　応じた支給
　　(支給対象単位数に上限あり)

　(公立)
　　佐賀県内の公立高等学
　　校に在学する生徒

　※所得基準あり

 高等学校等就学
 支援金

【募集期間】
　・新小学１年生
　　就学前1月～
　　　　　　４月中旬
　・在校生
　　２月頃まで

【給付期間】
　経済的理由によって
　就学困難と認められ
　る期間

　在学する小・中学
　校

　白石町教育委員会
　学校教育課
　℡　(0952)84-7128

【申請期間】
　在学する学校が定め
　る期間

　在学する私立中学
　校

　佐賀県総務部
　法務私学課
　℡　(0952)25-7464

　佐賀県内の私立中学校に
　在学する生徒

　※保護者等の市町村民税
　　所得割額が、102,300円
　　未満であること

　経済的理由によって就学
　困難と認められる学齢児
　童生徒の保護者

　※生活保護法に規定する
　　要保護者及び要保護者
　　に準ずる程度に困窮し
　　ていると町教育委員会
　　が認めた者
　　(審査があります)

　支給額
　〇学用品・通学用品費
　　小学生　１年生　年額11,420円
　　　　　　他学年　年額13,650円
　　中学生　１年生　年額22,320円
　　　　　　他学年　年額24,550円
　〇新入学用品費
　　小学生　　年額40,600円
　　中学生　　年額47,400円
　〇給食費
　　実費分
　〇修学旅行費(限度額あり)
　　交通費･宿泊費･見学料の実費分
　〇校外活動費(限度額あり)
　　交通費･見学料の実費分
　〇医療費　対象となる疾病
　　トラコーマ、結膜炎、白せん、
　　疥せん、膿かしん、中耳炎、
　　慢性副鼻腔炎、アデノイド、
　　むし歯、寄生虫病

 私立中学校等
 修学支援実証
 事業費補助金

　支給額(年額)　100, 000円以内

　※学校が代理受領し、授業料を減
　　額。授業料等の金額が100,000円
　　未満の場合は授業料等相当額を
　　支給

 経済的に困難な
 小・中学生の
 就学援助費

名 称

名 称 資 格

資 格

給付・貸与額等

給付・貸与額等

給付・貸付期間等

給付・貸付期間等

お問い合わせ先

お問い合わせ先
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 私立高等学校等
 入学金補助金

　年収３５０万円未満程度
　(道府県民税所得割額及び
　 市町村民税所得割額が
　 85,500円未満)の世帯

　支給額(年額)　　27,000円

　[対象学校]
　　佐賀県内の私立高等学校及び
　　私立専修学校(高等課程)

【申請期間】
　在学する高等学校等
　が定める期間

　在学する高等学校
　等

　佐賀県総務部
　法務私学課
　℡　(0952)25-7464

 高等学校等奨学
 給付金

　７月１日時点で次の１～
　４の要件のすべてを満た
　す世帯

　1.保護者,親権者等が佐賀
　　県内に住所を有する
　2.保護者等全員の道府県
　　民税所得割額及び市町
　　村民税所得割額が非課
　　税の世帯(生活保護受
　　給世帯含む)
　3.生徒が高等学校等に在
　　学している
　4.児童福祉法による見学
　　旅行費又は特別育成費
　　が措置されていない

　支給額(年額)
　　・生活保護受給世帯
　　　　国公立　　32,300円
　　　　私立　　　52,600円

　　・市町村民税所得割非課税世帯
　　　　国公立　　80,800円
　　　　(通信制　　36,500円)
　　　　私立　　　89,000円
　　　　(通信制　　38,100円)

　　・市町村民税所得割非課税世帯
　　　で23歳未満の扶養されている
　　　兄・姉がいる世帯
　　　　国公立　 129,700円
　　　　(通信制　　36,500円)
　　　　私立　　 138,000円
　　　　(通信制　　38,100円)

【申請期間】
　（公立）
　　７月上旬～
　　８月上旬ごろ

　（私立）
　　７月上旬～
　　９月21日(金曜日)

（佐賀県内の県立・
　私立高等学校）
　在学する高等学校
　事務室

　(国公立)
　佐賀県教育庁
　教育総務課
　℡　(0952)25-7223

（佐賀県外の私立
　高等学校)
　佐賀県総務部
　法務私学課
　℡　(0952)25-7464

 佐賀県育英資金 　佐賀県教育庁
　教育総務課
　℡　(0952)25-7148

　海外留学用育英資金
　　高等学校、中等教育学
　　校後期課程、特別支援
　　学校高等部、専修学校
　　高等課程のいずれかに
　　在学又は入学が決定し
　　ている者
　
　※海外の高等学校等に在
　　学する者は、佐賀県内
　　に居住する者の子弟で
　　あること

　佐賀県が行う海外留学等助成事業
　の対象となる海外留学、又はこれ
　に準じる海外留学

　貸与額(上限)
　　・長期留学　 1,000,000円以内
　　・研修旅行　　 200,000円以内

【申請期間】
　海外留学決定後、
　随時

　高等学校等育英資金
　　次の１～３の要件のす
　　べてを満たす者

　1.高等学校、中等教育学
　　校後期課程、特別支援
　　学校高等部、専修学校
　　高等課程のいずれかに
　　在学している者
　2.親権者(又は未成年後見
　　人)が佐賀県内に居住
　3.学費の支払が困難

　※学力・所得基準あり

　貸与額(上限)
　〇基礎額　　　　　月額18,000円
　〇私立学校加算額
　　　　　　　　　　月額12,000円
　〇高額通学費加算額
　　　　　　　　　　月額20,000円
　〇入学時加算額
　　(国公立)
　　　佐賀県立高等学校に入学する
　　　者で、学習用パソコンを購入
　　　する者　　　　　 150,000円
　　　上記以外の者　　 100,000円

　　(私立)　　　　　　 200,000円

【募集期間】
 〇予約募集
　 (中学校３年生)
　　９月頃
 〇在学募集
　　４月頃
 〇随時募集
　　８月～２月頃

【貸与期間】
　在学している学校の
　正規の修学期間が満
　了する月まで

 (高額通学費加算で貸
　与した額のみ対象)
　卒業後､5年間年内
　に居住又は就業､あ
　るいは5年間1万円
　以上のふるさと納
　税したとき

返還免除条件

名 称 資 格 給付・貸与額等 給付・貸付期間等 お問い合わせ先
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 白石町育英資金 　経済的理由により、大学
　又は高等学校及び高等専
　門学校の修学が困難な者

　※居住要件・成績等基準
　　あり(高等学校進学に
　　ついては、成績基準は
　　なし)

 貸与額(年額)
　・高等学校  　 　  　 　 180,000円
　・高等専門学校　　　   180,000円
　・短期大学　　　　　   360,000円
　・大学(大学院を含む)　360,000円

【募集期間】
  ３月～４月中旬

【貸与期間】
　在学している学校の
　正規の就学期間

【返済期間】
　卒業１年後から10年
　以内

　白石町教育委員会
　学校教育課
　℡　(0952)84-7128

 生活福祉資金
 貸付金

　佐賀県に居住する低所得
　者世帯

　※原則として、佐賀県育
　　英資金、日本学生支援
　　機構など他の奨学金制
　　度の利用が優先

 貸与額(上限)

　教育支援資金
　〇教育支援費
　　・高等学校　　　月額35,000円
　　・高等専門学校・短期大学・
　　　専修学校(専門課程)
　　　　　　　　　　月額60,000円
　　・大学　　　　　月額65,000円
　〇就学支度費　　　　 500,000円

【募集期間】
　〇予約募集
　  毎年11月～１月頃

　〇在学募集
　　随時

　白石町社会福祉協
　議会
　℡　(0954)65-8960

 佐賀県高等学校
 定時制・通信制
 課程修学奨励金

　佐賀県内に所在する高等
　学校の定時制の課程又は
　通信制の課程に職業につ
　きながら在学する者で、
　経済的理由により著しく
　就学が困難な者

　貸与額(月額)　　　14,000円 【申請期間】
  詳細はお問い合わせ
　ください

【貸付期間】
　貸付を受けた月数を
　通算して４８月以内

　在学する高等学校

　佐賀県教育庁
　学校教育課
　℡　(0952)25-7228

 佐賀県高等学校
 定時制・通信制
 課程教科書等給
 与事業

　高等学校等の定時制・通
　信制課程に在学する生徒
　で、一定の要件を満たす
　者

　※履修教科数の基準あり

　高等学校の定時制・通信制課程の
　生徒に対する教科書等の無償給与

　定時制課程・・・教科書
　通信制課程・・・教科書・学習書

【申請期間】
　在学する高等学校が
　定める期間

 佐賀県高等学校
 定時制課程夜食
 補助金

　公立高等学校の定時制課
　程に在学する者で、一定
　の要件を満たす者のうち
　補助を希望する者

　夜間給食の食材費のうち、主食
　(米・パン・麺)と牛乳の購入に要
　する経費の全額

【申請期間】
  随時

【支給期間】
　補助申請があった日
　の属する月の初日か
　ら当該年度内
　(※災害等による場
　合は別途規定あり)

　在学する高等学校

　佐賀県教育庁
　保健体育課
　℡　(0952)25-7234

名 称 資 格 給付・貸与額等 給付・貸付期間等 お問い合わせ先
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　(申込みについて)
　在学する学校の奨
　学金担当窓口

　(制度の概要)
　日本学生支援機構
　本部
　℡　(0570)666-301
　　　(ナビダイヤル)

　※携帯電話・アナ
　　ログ回線、ＩＰ
　　電話等が使えな
　　い場合は下記ま
　　で
　℡　(03)6743-6100

 日本学生支援機
 構奨学金

　第一種奨学金(無利子)
　　国内の大学院・大学・
　　短期大学・高等専門学
　　校及び専修学校(専門課
　　程)に在学する特に優れ
　　た学生及び生徒で経済
　　的理由により著しく修
　　学が困難な者

　※学力・所得等基準あり

　貸与額(最高月額)
　・大学
　　国公立(自宅通学)　 　45,000円
　　　　　(自宅外通学) 　51,000円
　　私立　(自宅通学)　 　54,000円
　　　　　(自宅外通学) 　64,000円
　・短期大学・専修学校(専門課程)
　　国公立(自宅通学)　 　45,000円
　　　　　(自宅外通学) 　51,000円
　　私立　(自宅通学)　 　53,000円
　　　　　(自宅外通学) 　60,000円
　・高等専門学校(1～3年生)
　　国公立(自宅通学)　 　21,000円
　　　　　(自宅外通学) 　22,500円
　　私立　(自宅通学)　 　32,000円
　　　　　(自宅外通学) 　35,000円
　・大学院
　　修士・博士前期課程、専門職大
　　学院
　　　　 　 50,000円又は 88,000円
　　博士課程、博士後期課程
　　　　  　80,000円又は122,000円

　※高等専門学校の4･5年生の月額は
　　短期大学・専修学校(専門課程)
　　と同じ
　※大学・短期大学・専修学校(専門
　　課程)・高等専門学校(4,5年生)
　　は設置者・通学形態に関わらず
　　月額30,000円(高等専門学校1～
　　3年生は月額10,000円)を選択す
　　ることも可能

　※詳細については、
　　在学している学校
　　等へお問い合わせ
　　ください。

【募集期間】
 〇予約採用
 ・大学･短期大学･専
 　修学校(専門課程)
　 ①５～７月頃
　 (第一種及び第二種)
   ②10月頃
　 (第一種及び第二種)
　 ③12月頃
　 (第二種のみ)
　 ※②の第一種は、
　　 家計支持者全員
　　 の市町村民税が
     非課税の方のみ
 ・高等専門学校
　 10～12月頃
 ・大学院
　 毎年９･11･１月頃

 〇在学採用
　 毎年春頃

【貸与期間】
　奨学生採用月から在
　学する学校の終業年
　限の終期まで

※家計支持者の失職、
　病気、風水害等によ
　る家計急変のため、
　緊急に奨学金の貸与
　が必要な場合には、
　緊急採用奨学金(第
　一種奨学金)又は応
　用採用奨学金(第二
　種奨学金)の制度が
　あります。

　第二奨学金(有利子)
　　国内の大学院・大学・
　　短期大学・等専門学校
　　(4･5年生)及び専修学校
　　(専門課程)の学生及び
　　生徒で第一種奨学金よ
　　りゆるやかな基準によ
　　って選考された者

　※学力所得等基準あり

　貸与額(月額)
　　20,000円～120,000円までの間
　　で選択　(１万円刻み)
　(大学院の場合)
　　50,000円･80,000円･100,000円･
　　130,000円･150,000円から選択

　※私立大学の医・歯学課程及び薬･
　　獣医学課程並びに法科大学院の
　　法学を履修する課程は増額が可
　　能な場合あり

　入学時特別増額貸与奨学
　金(有利子)
　　入学時期を始期として､
　　上記いずれかの奨学金
　　の貸与を受ける者で増
　　額の貸与を希望し､日本
　　郵政金融公庫の｢国の教
　　育ローン｣を利用できな
　　い者

　※所得等基準あり

　貸与額(初回振込時に１回振込み)
　　100,000円・200,000円・
　　300,000円・400,000円・
　　500,000円から選択

名 称 資 格 給付・貸与額等 給付・貸付期間等 お問い合わせ先
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◎特別支援学級等に在籍する児童・生徒対象

　給付奨学金
　　高等学校等において優
　　れた生徒であって、大
　　学等への進学の目的及
　　び意思が明確であるに
　　もかかわらず、経済的
　　理由により進学が極め
　　て困難な生徒

　※学力・所得等の基準を
　　満たし、高等学校等か
　　らの推薦を受ける必要
　　あり

　給付額(月額)
　・大学・短期大学・高等専門学校
　　(4･5年生)・専修学校(専門課程)
　　　国公立(自宅通学) 　20,000円
　　　　　　(自宅外通学) 30,000円
　　　私立　(自宅通学)　 30,000円
　　　　　　(自宅外通学) 40,000円
　　※進学した国立の大学等で授業
　　　料の全額免除を受ける場合、
　　　給付額の減額あり

　・通信教育課程
　　　通年スクリーニング
　　　　　　(自宅通学) 　50,000円
　　　　　　(自宅外通学) 50,000円
　　　夏季･冬季スクリーニング、
　　　放送大学
　　　　　　　　 　年額　50,000円

【募集期間】
　在学する高等学校等
　(又は出身校)の定め
　る期間

【給付期間】
　入学後から卒業(修
　業年限の終期)まで

　町立小・中学校の特別支
　援学級に就学する児童生
　徒(通級学級に就学する学
　校教育法施行令22条の3に
　規定する障がいの程度に
　該当する児童生徒を含む)

　※所得基準あり
　※要保護・準要保護児童
　　生徒への就学援助費を
　　受給している場合は給
　　付対象外

　給付額(年額)　※一部限度額あり

　〇学校給食費　　　　実費分の1/2
　〇通学費　実費分又は実費分の1/2
　〇職場実習交通費(中学校のみ)
　　　　　　実費分又は実費分の1/2
　〇交流及び共同学習交通費
　　　　　　実費分又は実費分の1/2
　〇修学旅行費　　　　実費分の1/2
　〇校外活動費　　　　実費分の1/2
　〇学用品・通学用品購入費
　　　　　　　　　　　実費分の1/2
　〇新入学児童生徒学用品・
　　通学用品購入費　　実費分の1/2
　〇拡大教材費　　　　実費分の1/2

【申請期間】
　随時

　白石町教育委員会
　学校教育課
　℡　(0952)84-7128

 特別支援教育
 就学奨励費

　特別支援学校に就学する
　児童生徒
　(通級学級に就学する学校
　教育法施行令22条の3に規
　定する障がいの程度に該
　当する児童生徒を含む)

　※所得基準あり
　※要保護児童生徒への就
　　学援助費を受給してい
　　る場合は給付対象外に
　　なる場合があります

　給付額(年額)　※一部限度額あり

　〇学校給食費　　　　実費分の1/2
　〇通学費　実費分又は実費分の1/2
　〇職場実習交通費(中学校のみ)
　　　　　　実費分又は実費分の1/2
　〇交流及び共同学習交通費
　　　　　　実費分又は実費分の1/2
　〇修学旅行費　　　　実費分の1/2
　〇校外活動費　　　　実費分の1/2
　〇学用品・通学用品購入費
　　　　　　　　　　　実費分の1/2
　〇新入学児童生徒学用品・
　　通学用品購入費　　実費分の1/2
　〇拡大教材費　　　　実費分の1/2

【申請期間】
　随時

　在学する学校

名 称

名 称 資 格

資 格 給付・貸与額等

給付・貸与額等

給付・貸付期間等

給付・貸付期間等

お問い合わせ先

お問い合わせ先
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◎介護福祉士等を志望する者

◎保育士を志望する者

 保育士就学資金
 貸付金

　卒業後佐賀県内並びに国
　立の施設等において保育
　士として保育業務に従事
　しようとする者で、次の
　要件を満たす者
　
　1.佐賀県内の保育士養成
　　施設に在学する者、又
　　は県外の養成施設等に
　　在学する佐賀県出身者
　　(佐賀県内に住所を有す
　　る者の子又は借入申請
　　者本人の本籍が佐賀県
　　にある者)

　2.学業成績優秀で心身と
　　もに健全であり、かつ
　　家庭の経済状況等から
　　真に本就学資金の貸付
　　が必要と認められる者

　貸与額(上限)
　　　　　　　月額　50,000円以内
　　　　　(総額 1,200,000円以内)
　
　〇入学準備金　　 200,000円以内

　〇就職準備金　　 200,000円以内

【募集期間】
　　４月～５月頃

【貸付期間】
　　原則として２年

　※正規の就学期間が
　　2年を超える場合
　　は、2年間に相当
　　する金額の範囲内
　　で、申請時から卒
　　業までの正規の修
　　学期間を貸付期間
　　とする

　佐賀県社会福祉
　協議会
　福祉人材・研修
　センター
　℡　(0952)28-3406

　佐賀県社会福祉
　協議会
　福祉人材・研修
　センター
　℡　(0952)28-3406

 介護福祉士等
 修学資金貸付金

　卒業後、介護福祉士・社
　会福祉士国家資格を取得
　し、佐賀県内の介護福祉
　施設等で、その業務に従
　事しようとする者で、次
　の要件を満たす者

　1.佐賀県内の介護福祉士
　　等養成施設に在学する
　　者、又は県外の養成施
　　設等に在学する佐賀県
　　出身者(佐賀県内に住所
　　を有する者の子又は借
　　入申請者本人の本籍が
　　佐賀県にある者)

　2.借入申請時に53歳以下
　　の者

　貸与額(上限)
　・通学を要する養成施設
　　　　　　　月額　50,000円以内
　　〇入学準備金　 200,000円以内
　　〇就職準備金　 200,000円以内
　　〇国家試験受験対策費用
　　　　　　　　　　40,000円以内

　・通信制の社会福祉士養成施設
　　　　　　　月額　20,000円以内
　　〇入学準備金　 100,000円以内
　　〇就職準備金　 100,000円以内

　※就職準備金は、新たに就職する
　　場合や他業種から転職を希望す
　　る場合に貸付対象となる

　※国家試験受験対策費用は、介護
　　福祉士のみ貸付対象となる

【募集期間】
　４月～５月頃

【貸付期間】
　養成施設等に在学す
　る期間

　次のいずれかに該当

　1.卒業後、１年以内
　　に資格を取得・登
　　録し、県内で５年
　　間継続して当該業
　　務に従事
　2.従事期間中に、業
　　務上の理由による
　　死亡や業務に起因
　　する心身の故障に
　　より業務継続がで
　　きなくなったとき

 介護福祉士実務
 者研修受講資金

　次の要件を全て満たす者

　1.申請時点で実務者研修
　　施設に在学し、介護福
　　祉士の資格取得を目指
　　す者
　2.実務者研修施設卒業後
　　の直近の介護福祉士国
　　家試験を受験予定の者
　3.申請年度の3月31日まで
　　に3年以上の実務経験を
　　有する見込みのある者
　4.他の都道府県の本資金
　　を借入していない者

　貸与額(上限)　 200,000円以内

　(授業料、実習費、教材費、学用
　 品、国家試験受験手数料等)

【募集期間】
　　４月～(随時)
　※当該年度予算に
　　達し次第終了

【募集人員】
　　60名程度

　実務者研修施設を卒
　業(終了)した日から
　１年以内に資格を取
　得・登録し、県内で
　２年間継続して当該
　業務に従事

返還免除条

返還免除条

名 称

名 称 資 格

資 格

給付・貸与額等

給付・貸与額等

給付・貸付期間等

給付・貸付期間等

お問い合わせ先

お問い合わせ先
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◎ひとり親家庭等対象

【受付期間】
　　随時

　※資金の種類によっ
　　ては、申請書の提
　　出期限が決められ
　　ている場合があり
　　ますので、早めに
　　ご相談ください

【貸付期間】
　　在学する学校の標
　　準修業年限

　杵藤保健福祉事務所
　℡　(0954)23-3174

　白石町役場
　保健福祉課 福祉係
　℡　(0952)84-7116

　貸与額(上限)

　〇就学資金(月額)
　・高等学校・専修学校(高等課程)
　　国公立(自宅通学)　 　27,000円
　　　　　(自宅外通学) 　34,500円
　　私立　(自宅通学)　 　45,000円
　　　　　(自宅外通学) 　52,500円
　・高等専門学校(1～3年生)
　　国公立(自宅通学)　 　31,500円
　　　　　(自宅外通学) 　33,750円
　　私立　(自宅通学)　 　48,000円
　　　　　(自宅外通学) 　52,500円
　・短期大学・専修学校(専門課程)
　　国公立(自宅通学)　 　67,500円
　　　　　(自宅外通学) 　76,500円
　　私立　(自宅通学)　 　79,500円
　　　　　(自宅外通学) 　90,000円
　・大学
　　国公立(自宅通学)　 　67,500円
　　　　　(自宅外通学) 　76,500円
　　私立　(自宅通学)　 　81,000円
　　　　　(自宅外通学) 　96,000円
　・専修学校(一般課程)　 48,000円

　※高等専門学校の4･5年生の月額
　　は、短期大学・専修学校(専門
　　課程)と同じ

　〇就学支度資金(一時金)
　・小学校(所得税非課税) 40,600円
　・中学校(所得税非課税) 47,400円
　・高等学校･専修学校(高等課程)･
　　高等専門学校
　　国公立(自宅通学)　　150,000円
　　　　　(自宅外通学)　160,000円
　　私立　(自宅通学)　　410,000円
　　　　　(自宅外通学)　420,000円
　・専修学校(一般課程)
　　　　　(自宅通学)　　150,000円
　　　　　(自宅外通学)　160,000円
　・高等専門学校(1～3年生)
　　国公立(自宅通学)　 　31,500円
　　　　　(自宅外通学) 　33,750円
　　私立　(自宅通学)　 　48,000円
　　　　　(自宅外通学) 　52,500円
　・短期大学・大学・専修学校
　　(専門課程)
　　国公立(自宅通学)　　370,000円
　　　　　(自宅外通学)　380,000円
　　私立　(自宅通学)　　580,000円
　　　　　(自宅外通学)　590,000円
　・修行施設
　　　　　(自宅通学)　 　90,000円
　　　　　(自宅外通学)　100,000円
　・専修学校(一般課程)　 48,000円

　〇修業資金
　　子どもが事業開始又は就職する
　　ために知識技能を習得する場合
　　　　　　　　月額　　 68,000円
      　運転免許取得　　460,000円

　〇就職支度資金(一時金)
　　　　　　　　 一般　 100,000円
　　 通勤用自動車購入　 330,000円

 母子父子寡婦
 福祉資金貸付金

 ※連帯保証人を
　 たてない場合
   は、一部有利
   子貸付

　1.母子家庭の母
　2.父子家庭の父
　
　※一部資金については児
　　童本人が貸付対象

名 称 資 格 給付・貸与額等 給付・貸付期間等 お問い合わせ先
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◎生活保護受給世帯対象

 生活保護法によ
 る技能修得費、
 就職支度費

　生活保護受給世帯対象

　　生活保護受給世帯で生
　　計の維持に役立つ生業
　　に就くために必要な技
　　能を習得する経費を必
　　要とする者又は就職の
　　確定した者に対し実施
　　機関が必要と認めた者

　給付額(上限)

　〇技能修得費(技能を習うとき)
　　　　　　　　　 78,000円以内
　〇就職支度費　　 31,000円以内

【受付期間】
　　随時

　杵藤保健福祉事務所
　福祉支援課
　地域福祉担当
　℡　(0954)23-3174

　白石町役場
　保健福祉課 福祉係
　℡　(0952)84-7116

 生活保護法によ
 る教育扶助費

　生活保護受給世帯対象

　　小学校・中学校に入学
　　又は在学する者等がい
　　る生活保護受給世帯で
　　要件に該当する者

　給付額(上限)

　〇基準額
　　　小学生　　　月額　2,210円
　　　中学生　　　月額　4,290円
　〇入学準備金(入学時)
　　　小学生　　　 40,600円以内
　　　中学生　　　 47,400円以内
　〇教材代
　〇学校給食費　 必要最小限度の額
　〇通学費
　〇学習支援費(学習参考書購入費、
　　　　　　　　 クラブ活動費等)
　　　小学生　　　月額　2,630円
　　　中学生　　　月額　4,450円

【受付期間】
　　随時

 生活保護法によ
 る高等学校等就
 学費

　生活保護受給世帯対象

　　高等学校等に就学し卒
　　業することが当該世帯
　　の自立助長に効果的で
　　あると認められる者が
　　いる生活保護受給世帯
　　で要件に該当する者

　給付額(上限)

　〇基本額　　　　月額　5,450円
　〇教材代　　　 必要最小限度の額
　〇授業料　　　 　条例に定める
　〇入学料　　　 　県立高校にお
　〇入学考査料　 　ける額以内
　〇通学費　　　 必要最小限度の額
　〇入学準備金(入学時)
　　　　　　　　　 63,200円以内
　〇学習支援費(学習参考書購入費、
　　　　　　　　 クラブ活動費等)
　　　　　　　　　月額　5,150円

【受付期間】
　　随時

名 称 資 格 給付・貸与額等 給付・貸付期間等 お問い合わせ先
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