
令和 2 年 5 月 
学生各位 

学生支援係 
高等教育修学支援新制度（給付型奨学金・授業料等減免）における 

家計が急変した学生等への支援 
 

予期できない事由により家計が急変し、急変後の所得の見込みにより要件を満たすこと

が確認されれば給付奨学金及び授業料等減免の支援対象となります。 
奨学金を希望する場合は、学生支援係まで申し出てください。 
 

○ 家計急変の事由 
下表の左欄に掲げる「事由」に該当し、右欄に掲げる証明書類を提出できる場合で、急

変事由の発生後 3ヶ月以内である場合、家計急変に係る申請を行うことができます。 

※家計急変の事由が進級前の2019年1月以降、2020年3月以前に発生していた場合は、進級 

後2ヶ月以内に、2020年度においては6月末日までに申し込む必要があります。 

 

事由 証明書類 

Ａ：生計維持者の一方（又は両方）が死亡 下記のいずれか 

・戸籍謄本（抄本） 

・住民票（死亡日記載） 

Ｂ：生計維持者の一方（又は両方）が事故又は病気

により、半年以上、就労が困難 

・医師による診断書 及び 

・雇用主による病気休職による証明書 

Ｃ：生計維持者の一方（又は両方）が失職（非自発

的失業（※）の場合に限る。） 

下記のいずれか 

・雇用保険被保険者離職票 

・雇用保険受給資格者証 

Ｄ：生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した

場合であって、次のいずれかに該当 

① 上記Ａ～Ｃのいずれかに該当 

② 被災により、生計維持者の一方（又は両方） 

 が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入 

を大きく減少させる事由が発生 

・罹災証明書 

 

現下の状況に鑑み、新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合

であって上表Ａ～Ｃのいずれにも該当しない場合には、上表「Ｄ：生計維持者が震災、

火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして取り扱います。 



○ 事由発生に関する証明書類 

 被災時の罹災証明書に代わるものとして、下記の証明書が提出できる場合、雇用保険の

加入対象外（自営業者等）の失職や収入減少の場合も含めて、支援対象になり得るものと

します。 

‣ 新型コロナウイルス感染症に係る影響による収入減少があった者等を支援対象として、 

国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書又はこれに類するものと認めら

れる公的証明書（コピー） 

上記の「事由発生に関する証明書類」が手元にそろっていない場合も、ひとまず学校へ申

込みの相談を行ってください。 

 
○ 家計急変後の収入に関する書類 
家計の急変を受けた申請の場合、通常、事由発生後の所得を証明する書類（給与明細等）

の提出を求めますが、これに加え、次の資料の提出を求めます。 

‣ 機構が提供している「進学資金シミュレーター」（https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/） 

の「給付奨学金シミュレーション（保護者の方向け）」を実施した結果の写し（コピー） 

※ このシミュレーションにあたって、家計急変の事由が生じた生計維持者の「給与収入」

の欄は、収入が減少した月（1 ヶ月分）の給与収入を 12 倍したものを入力し、「給与・年金

以外の所得」の欄は、収入が減少した月（1 ヶ月分）の給与・年金以外の所得（収入から経

費を控除した額）を 12 倍したものを入力するものとします。また、社会保険料等は「収入

等から算出する」を選択するものとします。なお、シミュレーションの結果、対象外とな

る場合には、支援を受けることはできません。 
 

○ 事由が発生した日（新型コロナウイルス感染症に係る影響による家計急変） 
 新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて、収入が減少した日の末日とします。 
※2020 年 6 月末までに申請のあった者については、特例として、収入が減少した月の前月

の末日とすることも可能とします。 
 
○ 支給開始月 
 家計が急変した学生等への支援の開始時期については、通常、認定月又は急変事由発生

日から 4 ヶ月目のいずれか早い月となりますが、現下の状況に鑑み、2020 年 6 月末までに

申請のあった者については、特例として、申請をした日の属する月分から支援を開始しま

す。 

新入生で「事由が発生した日」が入学前の場合、2020 年 6 月末日以内に申請を行った場合

には、入学した日の属する月から支援を開始します。 

 
 

https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/


令和 2年 5月 

学生各位 

学生支援係 

日本学生支援機構貸与奨学金における家計が急変した学生等への支援 

 

日本学生支援機構が実施している、貸与奨学金（第一種奨学金(無利子)・第二種奨学金(有

利子･本科 4 年生以上)）については、家計が急変した学生等を対象に緊急採用（第一種奨

学金）・応急採用（第二種奨学金）という制度が設けられています。 

今般の新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けた世帯収入の減少等により、支援が

必要となった学生等についても、緊急採用・応急採用への申込みを随時受け付けますので、

これらの奨学金を希望する場合は、学生支援係まで申し出てください。 

 

○ 緊急採用・応急採用の対象となる学生について 

家計が急変した者で次の事項のいずれかに該当すると認定され、その事由が発生した月

から 12ヶ月以内である場合、緊急採用・応急採用の対象なります。 

 

(ア)失職理由にかかわらず（定年や独立開業・転職等自己意思での退職を含む）失職によ

り家計が急変し、その事由が発生した月から 12ヶ月を超えない期間に緊急に奨学金が

必要となった場合 

(イ)主たる家計支持者が死亡又は離別（離婚・失踪等）した場合。 

(ウ)主たる家計支持者が破産した場合。 

(エ)病気，事故，会社倒産，経営不振，その他家計急変の事由により，著しく支出が増大，

若しくは収入が減少した場合。 

(オ)火災，風水害，震災等の災害により被害を受けたことにより，支出が著しく増大，若

しくは収入が減少した場合。 

(カ)在学する学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで修学に要する費用が

増加した場合。 

 

○ 緊急採用・応急採用における貸与期間等について 

・緊急採用（第一種奨学金） 

Ａ 貸与始期…家計急変の生じた月以降で申込者が希望する月とします。さかのぼって希

望できるのは入学月までです。 

Ｂ 貸与終期…原則として採用年度末までとなります。ただし、1年ごとに「緊急採用（第

一種）奨学金継続願」を提出することで修業年限まで延長が可能です。 

 

 



 ・ 応急採用（第二種奨学金） 

Ａ 貸与始期…2020 年 4 月以降で申込者が希望する月とします。さかのぼって希望できる

のは入学月までです。 

Ｂ 貸与終期…貸与始期から、在学する学校の修業年限が終了するまでとします。 

 



新型コロナウイルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生のみなさんへ

高等教育修学支援新制度（2020年4月からスタート!）

住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生
（４人世帯の目安年収 ～３８０万円）

授業料・入学金の

免除/減額
給付型奨学金の

支 給＋

2020年4月～
（学校ごとに異なります）

○ その他、例えば下記に該当する人
奨学金の在学採用に申し込みできます！
（世帯収入等の基準を満たす人が支援の対象です）

 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、自分のアルバイトなど
の収入が減ったため、新たに支援を受けたい人

 今まで奨学金や授業料等の減免を受けていなかった人
 ２019年度に申込めなかった人

文部科学省
特設HP

進学資金
シミュレーター

新制度の概要

「給付奨学金シミュレーション」
「貸与奨学金シミュレーション」

（自身が対象となるかなどを
大まかに調べられます。）

○日本学生支援機構 奨学金相談センター
電話：０５７０－６６６－３０１(月～金，9:00～20:00)
＊土日祝日，年末年始を除く。通話料がかかります。

○各大学･専門学校等の学生課や奨学金窓口

申込手続きのスケジュールや個別の提出書類は，

在学中の学校の学生課や奨学金窓口に相談してみましょう。

対象

内容

申請
期間

くわしい情報はこちら

支援内容や手続きなどの相談窓口

高等教育の修学支援新制度

１ 貸与型奨学金
（無利子・有利子）

２

【無利子奨学金】
目安年収※ ～約800万円

対象

【有利子奨学金】
目安年収※ ～約1,100万円

１・２共通 ① 申込案内などを学校から受け取る。
② 申込案内を確認しながら必要な書類を揃える。
③ 学校に必要な書類を提出して、奨学金はインターネットで申し込む。

申請
方法

○ 既に貸与奨学金を利用中の人

更に支援が必要であれば、利用額を増額する
ことができます！

▲ ▲ ▲

（2020年3月現在）

○ 世帯（父母等）の収入が大きく減った人
「家計の急変」として申し込みできます！

 急変後の所得（見込）で、所得基準を判定します。

 2019年度に申込みして対象外となった人も、支援対象になる可
能性があります。

▲ ▲ ▲

日本学生支援機構HP

貸与型奨学金の
制度概要

日本学生支援機構HP

（貸与上限額あり）

▲ ▲ ▲

※上記の目安年収は、４人世帯・私立大学生・
自宅通学の場合

まだ申込みしていない人も
４月以降に申込みできます！



家計が急変した学生等への支援について（授業料等減免・給付型奨学金）

趣 旨

高等教育修学支援新制度（授業料等減免＋給付型奨学金）においては、住民税非課税世帯及びこれに準ずる世帯を対象

として支援を行う。

住民税は、前年所得をもとに算定されているが、予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税に反映され

る前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込により要件を満たすことが確認できれば、支援対象とする。

原則 家計急変の場合の特例

申込 年２回（４月始期分、10月始期分） 随時（急変事由の発生後3カ月以内に申し込み）

支援開始時期 ４月始期 又は 10月始期 随時（認定後速やか）

対象者 家計、学業その他の要件を満たす者
急変事由（上記）が生じた者のうち、家計、学業その他の要件を満

たす者

所得基準

住民税非課税世帯・これに準ずる世帯について、下記の算式により判定

市町村民税所得割 課税標準額×6% ー (調整控除の額＋税額調整額)

※政令指定都市に市民税を納税している場合は、（調整控除の額＋税額調整額）に3/4を乗じた額となる。
※地方税法第２９５条第１項各号に規定する者又は同法附則第３条の３第４項の規定により同項の市町村民税の所得割を課
することができない者については、算式に基づき算定された額は零とする。

左記に準ずる額（年間所得の見込額を基に基準額を算定）

判定対象となる

所得
前年所得 ※機構はマイナンバーで住民税情報を捕捉

急変事由が生じた後の所得 ※給与明細や帳簿等で確認

（数か月分の所得から年間所得（見込）を推計）

支援区分の変更
毎年、夏に最新の住民税情報を確認し、10月分の支援から、支援区分

を見直し（年１回）

３カ月毎（急変事由発生から15カ月経過後は１年毎）に、

急変事由が生じた後の所得を確認し、都度、支援区分を見直し

（一定期間経過後は先の扱いに戻す）

生計維持者（学生の父母等）の死亡、事故・病気（による就労困難）、失職（※）、災害
（※）失業について、定年退職や正当な理由のない自己都合退職等の自発的失業は含まない。

家計を急変させる予期できない事由
（急変事由）



家計が急変した学生等への支援について（貸与型奨学金）

緊急採用（無利子）奨学金 応急採用（有利子）奨学金

対象学校種 大学・短大、大学院（修士課程・博士課程）、
高等専門学校、専修学校専門課程の学生・生徒

大学・短大、大学院（修士課程・博士課程）、
高等専門学校（4・5年生）、専修学校専門課程の学生・生徒

学力基準 学修意欲がある者 学修意欲がある者

家計基準 家計急変（失職、災害等）後の年間所得見込額で基準を満た
すかどうか判定

（基準）一定年収（700～1,290万円※）以下
※子ども１人～３人世帯の場合

家計急変（失職、災害等）後の年間所得見込額で基準を満た
すかどうか判定

（基準）一定年収（870～1,670万円※）以下
※子ども１人～３人世帯の場合

採用時期 随時 随時

○ 保護者の失職、倒産や災害等により家計が急変し、緊急に奨学金貸与の必要が生じた学生・生徒に対応する。（平成11年度創設）

※貸与月額は学生等が選択（下表の通り上限額あり）

第一種（無利子）奨学金 第二種（有利子）奨学金

※家計収入(年額)が一定額以上の場合は、各区分のその他の月額から選択します。
※2020年度以降に給付型奨学金と併せて利用する場合は、上表の月額が調整されます。

貸与月額
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