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大学生等応援型給付金のお知らせ 
奨学金を受ける大学生等の方に、野洲市から緊急支援として給付金を支給します。 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、家計急変の影響を受けやすいと想定される奨

学金を受ける大学生等を応援するため、生活支援緊急給付金（以下「野洲市の給付金」と

いいます。）を支給します。 

 

１ 対象者 

 野洲市の給付金の支給対象者は、次の全てに該当する方です。 

 ①令和2年6月15日において野洲市に住民登録がある者又は市内に住居を賃借し居住

している者 

 ②平成５年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた者 

 ③請求時に、日本国内にある大学、短期大学、大学院、高等専門学校（学科（４年、５

年に限る。）又は専門科に限る。）又は専修学校（専門課程に限る。）（以下、「大

学等」といいます。）に在学している者 

  ※ただし、社会人による学び直しや生涯学習の目的の在学は除く 

 ④(独)日本学生支援機構その他これに類する団体等による奨学金を受けている者 

（令和２年度に大学等に在学している者に対し貸与等されているもの、令和２年度に

大学等に在学することを予定している者に対し在学のための準備金として貸与等さ

れるものに限ります。） 

 

２ 奨学金について 

 奨学金とは、修学に必要な費用を援助するために貸与又は支給等される金銭をいいます。

対象となる奨学金は、(独)日本学生支援機構の給付型奨学金、第１種貸与型奨学金、第２

種貸与型奨学金、その他これに類するものです。 

 ※その他これに類する奨学金とは、おおむね次の要件を満たすものをいいます。 

  ①奨学金の受給の要件に収入等に関する基準があるもの。 

   または奨学金の受給の要件に保護者または親権者が死亡したことや障害の認定を

受けたこと等の基準があるもの等、収入基準と同様の基準があるもの 

  ②社会人を対象とした奨学金ではないこと 

  ③高齢期の学び直し等（いわゆる生涯学習）を目的とした奨学金ではないこと 

  ④日本国外の大学への留学のための奨学金でないこと 

  ⑤日本政策金融公庫及び金融機関が実施する教育ローンその他これに類するもので

ないこと 

  ⑥信販会社が実施する提携教育ローンその他これに類するものでないこと 

  ⑦その他緊急給付金の支給の対象となる奨学金として不適当なものでないこと 

 

３ 支給額 

 １人当たり、30，000円（1回限り） 
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４ 請求期間 

 令和２年６月15日（月）～令和２年１２月２８日（月）（郵送の場合は、必着） 

 ※奨学金の申請をしている方で、請求期間内に奨学金の決定が間に合わない場合は、上

記期間内に請求の上、令和３年３月３１日（水）までに奨学金の決定の届け出が必要

となります（届出についても、郵送の場合は、必着。）。 

 

５ 請求方法 

 次の区分に従い、必要な書類を請求先まで提出してください。なお、原則として、郵送

での請求とします。 

 提出が必要な書類 備考 

ア ○請求書（様式第１号）  

イ 
○振込先口座を証明する

ための書類の写し 

※請求者の口座に限る。 

例：通帳またはキャッシュカード 

ウ 

○在学証明書 ※発行日から３か月以内のものに限る。 

○学生証 

※請求者の氏名、在学している大学等名、学年及び有効期限

が記載されているものであって、当該有効期限を経過してい

ないものに限る。 

エ 
○奨学金の受給を証明す

ることができる書類 

（※１） 

例：奨学金貸与証明書 

オ ○本人確認書類の写し （※２）（※３） 

（※１）奨学金の受給を証明することができる書類について 

奨学金の受給を証明することができる書類として、提出された書類に不備等があ

る場合、提出書類の追加を求める場合があります。 

（※２）本人確認書類の写しについて 

本人確認書類は次のいずれかを提出してください（有効期限が経過していないも

のに限る。） 

・運転免許証     ・個人番号カード（マイナンバーカード） 

・住民票       ・住民基本台帳カード 

・パスポート     ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 

（※３）本人確認書類に記載されている住所と現在居住している住所が異なる場合は、次

の書類を追加して提出してください。 

・賃貸借契約書 

・電気、ガス、水道の公共料金領収書又は公共料金支払証明書（請求者の氏名と

住所が記載されたもので、発行日から３ヶ月以内のものに限る。） 

 

６ 請求先 

  〒520‐2395 

  野洲市小篠原2100番地１ 

  野洲市 市民部 市民生活相談課 ＊原則、郵送での請求となります。
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Q１：野洲市の給付金の請求者は誰になりますか？ 

Q１：大学生等です。 

 

Ｑ２：野洲市の給付金の支給対象となる大学生等とはどのようなものですか。 

Ａ２：大学生、短期大学生、大学院生、高等専門学校生（学科（４、５年生に限る。）又は専

門科に限る。）、専門学校生（専修学校専門課程に限る。）です。 

なお、通信教育課程や夜間学部も対象となります。 

 

Ｑ３：①住民登録は他市ですが、野洲市内に居住しています。支給対象になりますか？ 

   ②住民登録は野洲市にありますが、市内に居住していない場合はどうですか？ 

Ａ３：①については、野洲市に住居を賃借し、居住している方が対象となります。そして、①

の場合は、本人確認書類のほかに添付書類として、賃貸借契約書、公共料金領収書又は

公共料金支払証明書の写しが必要となります。 

   ②については、令和2年6月15日において野洲市に住民登録がある方が対象となりま

す。 

 

Ｑ４：(独)日本学生支援機構以外の奨学金を受給していますが、対象になりますか？ 

Ａ４：(独)日本学生支援機構の奨学金のほか、大学の奨学金や企業の奨学金も対象となるもの

があります。ただし、社会人を対象とした奨学金や、高齢期の学び直し等（いわゆる生

涯学習）を目的とした奨学金は対象外となります。 

対象となる主な奨学金は、p.4以降の表をご確認ください。なお、表に記載のない奨学

金でも、一定要件を満たすものであれば対象となります。奨学金の内容がわかるものを

ご準備の上、市民生活相談課までお問い合わせください。 

 

Ｑ５：私は、複数の団体から（又は１つの団体から複数の）奨学金を受給しています。その場

合、野洲市の給付金も複数回受けることができますか？ 

Ａ５：野洲市の給付金は、１人につき１回のみの給付となります。 

 

Ｑ６：奨学金を申請していますが、まだ決定がありません。野洲市の給付金の請求はできます

か？ 

Ａ６：市の請求期間内（令和２年６月15日（月）～令和２年12月28日（月）、郵送の場合

は必着）に奨学金の決定が間に合わない場合は、期間内に請求の上、令和３年３月31

日（水）までに奨学金の決定の届出が必要となります。この届出を確認した後に、給付

金を支給します。 

 

Ｑ７：給付金の振込先について、請求者（支給対象となる学生）の口座名義ではなく、親の口

座名義に振り込むように記載することは可能ですか？ 

Ａ７：給付金の振込先に関する事項については、請求者（支給対象となる学生）と同一名義の

口座となります。請求者以外の口座名義人の場合は支給できません。 
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Ｑ８：請求してから支給までの期間はどれくらいかかりますか？ 

Ａ８：既に奨学金を受けている方については、請求を受け付けてから書類に不備がなければ、

概ね1か月で支給となります。 

奨学金申請中の方は、奨学金の決定の届出を受け付けてから書類に不備がなければ、概

ね1か月で支給となります。 

 

～ 対象となる主な奨学金 ～  

No 
奨学金を貸与又は支給して

いる団体名 
奨学金名 

１ 
日本学生支援機構 

 

給付型奨学金 

第１種貸与型奨学金 

第２種貸与型奨学金 

給付型奨学金（家計急変） 

第１種貸与型奨学金（緊急採用） 

第２種貸与型奨学金（応急採用） 

学びの継続のための学生支援緊急給付金 

緊急特別無利子貸与型奨学金 

２ 滋賀県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付制度（教育支援資金） 

３ 滋賀県 母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度（修学資金及び就学支度資金） 

４ あしなが育英会 
あしなが大学奨学金 

あしなが専修・各種学校奨学金 

５ 木下記念事業団 木下記念事業団奨学生 

６ クローバー奨学会 クローバー奨学金 

７ 香雪美術館 香雪美術館奨学生 

８ 交通遺児育英会 交通遺児育英会奨学生 

９ 中信育英会 中信育英会奨学金 

10 朝鮮奨学会 朝鮮奨学会大学・大学院奨学金 

11 似鳥国際奨学財団 似鳥国際奨学財団奨学生（日本人大学生対象） 

12 平和堂財団 大学進学者育英奨学生 

13 法華倶楽部四恩育英会 法華倶楽部四恩育英会奨学金 

14 米濵・リンガーハット財団 米濵・リンガーハット財団奨学金 

15 森下仁丹奨学会 森下仁丹奨学会奨学生 
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No 
奨学金を貸与又は支給して

いる団体名 
奨学金名 

16 滋賀短期大学 滋賀短期大学一般奨学生としての奨学金制度 

17 滋賀文教短期大学 滋賀文教短期大学授業料等減免制度 

18 成安造形大学 

成安造形大学学内奨学金 

成安造形大学同窓会奨学基金 

成安造形大学同窓会奨学基金（拡充） 

家計急変世帯への授業料減免制度 

19 長浜バイオ大学 
長浜バイオ大学家計急変奨学金 

長浜バイオ大学学費支援奨学金 

20 京都医療科学大学 
島津奨学金（経済支援奨学金） 

京都医療科学大学新型コロナ特別学納金減免制度 

21 京都外国語大学 
家計困窮者に対する学費免除 

私費外国人留学生対象授業料減額 

22 京都光華女子大学 

経済支援奨学金 

東本願寺奨学金 

緊急支援奨学金 

光華女子学園奨学会奨学金 

23 京都工芸繊維大学 国立大学法人京都工芸繊維大学基金奨学生 

24 京都産業大学 
貸与奨学金 

特別貸与奨学金 

25 京都女子大学 
2 号特別奨学生（京都女子大学奨学金） 

2 号特別奨学生（京都女子大学育友会奨学金） 

26 京都精華大学 

経済支援給付奨学金 

家計急変学生のための給付奨学金 

大学院学費減免 

27 京都先端科学大学 京都先端科学大学後援会修学援助奨学金 

28 京都ノートルダム女子大学 

保護者会特別援助奨学金 

テレジアン課外活動給付奨学金 

同窓会マリアンスカラシップ 

テレジアンスカラシップ  

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急支援奨学金 

29 京都橘大学 

京都橘大学経済援助給付奨学金 

京都橘大学緊急就学援助奨学金 

京都橘大学貸与奨学金 

京都橘大学看護学部貸与奨学金 

京都橋大学私費外国人留学生授業料減免 

つながるたちばな奨学金 
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No 
奨学金を貸与又は支給して

いる団体名 奨学金名 

30 京都文教大学 

指月奨学金 

京都文教大学教育後援会奨学金 

プラバー奨学金 

京都文教大学教育後援会奨学金 

31 京都薬科大学 

遠隔地出身者（新入生予約制度） 

半期授業料の減免 

貸与型 

32 嵯峨美術大学 

学校（指定校）推薦型選抜奨学金 

嵯峨美術大学ワークスタディ奨学生(緊急採用) 

学業継続支援金 

33 種智院大学 

種智院大学同窓会奨学金 

修学支援奨学生 

被災学生に対する学費減免制度 

ひとり親世帯等の学生に対する学費減免制度 

34 同志社女子大学 

同志社女子大学奨学金 

松下紀美子記念奨学金 

花谷明子記念奨学金 

同志社女子大学同窓会《Vine の会》奨学金 

同志社女子大学学資貸与金 

同志社女子大学現代社会学会奨学金 

同志社女子大学日本語日本文学会奨学金 

同志社女子大学生活科学会奨学金 

同志社女子大学大学院特別奨学金 

五平さん奨学金 

立山奨学金 

坂本武人奨学金 

金玉羅奨学金 

新島八重記念奨学金 

内田郁子・淑子奨学金 

内田美智子奨学金 

篤志家奨学金 

新型コロナウイルス感染症に係る家計急変者を対象とした特別奨学金 

新型コロナウイルス感染拡大に係る経済的困窮学生への生活支援金 

35 同志社大学 

同志社大学奨学金 

同志社大学貸与奨学金 

同志社大学修学特別支援奨学金 

同志社校友会奨学金 

同志社大学育英奨学金（各学部ごと） 

同志社大学大学院奨学金 

同志社大学奨学金（特別枠） 
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No 
奨学金を貸与又は支給して

いる団体名 奨学金名 

36 福知山公立大学 福知山公立大学学生修学支援貸付金 

37 佛教大学 

佛教大学育英奨学金奨学金 

佛教大学教育後援会育英奨学金 

教職員互助会奨学金 

佛教大学学資給付金制度 

38 平安女学院大学 遠隔地出身学生奨学金制度（聖アグネス寮） 

39 立命館大学 

立命館大学近畿圏外からの入学者を支援する奨学金 

立命館大学大学院家計急変奨学金 

立命館大学緊急入学時給付奨学金〈学部入学予定者（新入生）〉 

立命館大学父母教育後援会家計急変奨学金〈学部生〉 

立命館大学父母教育後援会災害支援奨学金〈学部生〉 

立命館大学父母教育後援会会員災害見舞金 

40 龍谷大学 

家計奨学金 

家計急変奨学金 

親和会学生救済型奨学金 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済支援奨学金 

 

※表に記載のない奨学金でも、奨学金の支給要件として下記のようなものがあれば対象となります。 

 ・所得又は収入等の基準があるもの 

 ・奨学金を受けようとする者の保護者等の死亡や障害の認定を受けたこと等の基準があるもの 

 ・経済的理由により就学が困難な大学生等を対象とする等の基準があるもの 

※詳しくは、奨学金の内容がわかるものをご準備の上、市民生活相談課までお問い合わせください。 


