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大阪府教育庁

高校３年生及び保護者の皆さまへ

大学等進学のための奨学金等制度のご案内(概要)
○
○
１

大学や短大等への進学にあたり、次のとおり奨学金や貸付金の制度があります。
ここでは概要のみ記載していますので、詳細については各機関、市町村等に直接ご確認下さい。
日本学生支援機構奨学金
名称･問い合わせ先

日本学生支援機構奨学金

資

格

貸

・優れた資質を有し、経済的
理由により修学困難な方
※学力・所得等の基準があり
ます

わからないこと知りたいことは
ホームページ
http://www.jasso.go.jp/
モバイルサイト
http://daigakujc.jp/jasso/

与

額

・第一種奨学金（無利子） （月額：自宅通学の場合）
大学 国公立 最高月額
45,000 円
最高月額以外 20,000 円、30,000 円
私立 最高月額
54,000 円
最高月額以外 20,000 円、30,000 円
40,000 円
短大・専修(専門)
国公立 最高月額
45,000 円
最高月額以外 20,000 円、30,000 円
私立 最高月額
53,000 円
最高月額以外 20,000 円、30,000 円
40,000 円
※上記における貸与月額は、2018 度進学者から適用。また、世
帯の年収・所得が別途定める基準以上の方は、最高月額以外の月
額から選択
※他に、自宅外通学の場合があります
・第二種奨学金(有利子)
大学・短大・専修(専門)
2 万円～12 万円（１万円単位）から選択
・入学時特別増額貸与奨学金（有利子）
大学・短大・専修(専門課程)
一時金として、10・20・30・40・50 万円を貸与
・海外留学の奨学金（有利子）
第二種奨学金と同じ
◎取り扱い窓口は在学している学校
◎やむを得ない事由によって当初の約定どおりの返還ができなくなった
場合は、割賦金額を減額して返還する制度または返還期限が猶予され
る制度があります

・給付奨学金
2020 年 4 月から給付奨学金の拡充が予定されています。
制度の詳細や最新の情報については文部科学省ホームページ「高等教育
段階の教育費負担軽減」をご覧ください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm

２

その他の奨学金・貸付制度（主なもの）
名称･問い合わせ先

市町村の奨学金
お住まいの市町村
生活福祉資金貸付制度
教育支援資金
（教育支援費・就学支度費）
（社福）大阪府社会福祉協議会
電話(06)6762-9474
http://www.osakafusyakyo.or.
jp/sikinbu/index.html

資

格

貸

与

額

奨学金制度の有無・内容等については、直接お住まいの市町村にお尋ねください
・大阪府内に居住していること（居住地
と住民票が一致していること。）
・他から必要な資金の融資を受けること
が困難な低所得世帯
（他の制度による貸付が可能な場合に
は、他の制度を優先して活用していた
だくことになります。）

・教育支援費（月額）（無利子）
大学
… 65,000 円以内
短大・専修（専門） … 60,000 円以内
※特に必要と認める場合に限り 1.5 倍の額まで引き
上げ可能。
・就学支度費（無利子）
500,000 円以内
※入学年度の 4 月末までに申し込む必要があります
◎大学院・外国留学は対象外です
◎居住地の市町村社会福祉協議会への事前相談が必要
です

裏面もご覧ください

名称･問い合わせ先
母子・父子・寡婦福祉資金
貸付制度
（修学資金・就学支度資金）
子を扶養する親が居住する市町福
祉事務所等（福祉事務所の設置さ
れていない町村にお住まいの方は
府子ども家庭センター）
http://www.pref.osaka.lg.jp/k
ateishien/boshikatei/kashitsu
ke.html
※要件により貸付できない場合が
あります。又貸付まで時間を要す
るためお早めにご相談ください。
交通遺児育英会奨学金
（公財）交通遺児育英会
電話（0120）521286
https://www.kotsuiji.com
あしなが奨学金
あしなが育英会
電話(0120)77－8565

資

格

貸

（公財）大阪交通災害遺族会
電話（06）6761-5296
http://www.pansy.or.jp/
日本政策金融公庫
（国の教育ローン）
日本政策金融公庫
教育ローンコールセンター
電話（0570）008656
または（03）5321-8656
https://www.jfc.go.jp/

近畿労働金庫
（日本学生支援機構奨学生に対す
る入学金融資制度）
お客さまセンター
電話（0120）191-968
https://www.rokin.or.jp/
ヒューファイナンスおおさか
大学入学準備資金融資
府内市町村の進路相談窓口
又は
府教育庁高等学校課
電話(06)6946－7599

額

≪私立、自宅通学の場合≫
・修学資金：無利子（月額）
大学
… 81,000 円以内
短大・専修（専門）… 79,500 円以内
大学院（修士）
…132,000 円以内

※返済能力のある母や父、第三者を連帯
保証人に設ける場合、子自身が借主と
して貸付申請できることもあります。

・就学支度資金：無利子（入学時のみ）
大学・短大・専修（専門） 580,000 円以内
大学院（修士）
590,000 円以内

※20 歳未満の子が申請する場合は、連帯
保証人と法定代理人が必要
※返済能力を有すること

◎貸付上限額は、自宅通学・自宅外通学、国公立・私立等
の区分により異なります
◎日本学生支援機構との併用については、上限月額との差
額の範囲内で、貸付が受けられる場合があります。
（外
国留学は対象外）
◎違約金(延滞金） 年 5.0%かかります。
・奨学金（月額）（無利子）
大学・短大・専修（専門）
・各種学校
4 万円、5 万円、6 万円から選択
・入学一時金（無利子、１年生時のみ）
大学・短大・専修（専門）・各種学校
４0 万円、６0 万円、８0 万円から選択

・保護者等が道路における交通事故で死
亡したり、重い後遺症等で働けないた
めに、経済的に修学が困難な生徒・学
生（申込時 25 歳までの人）
・家計基準
世帯収入が 940 万円以下の方
※給与以外の所得者の世帯は 520 万
円以下の方
・保護者等が病気や災害（道路における
交通事故を除く）、自死（自殺）などで
死亡、または著しい障害（1～５級）を
負い、教育費に困っている家庭の生
徒・学生

http://www.ashinaga.org

大阪交通災害遺族会奨学金

与

・20 才未満の子を扶養する母子家庭の
母、父子家庭の父、寡婦（配偶者の無
い女性で、かつて母子家庭の母だった
方）及びその扶養する子
・父母のない 20 歳未満の児童

・奨学金（月額）（貸与部分は無利子）
大学・短大
一般 70,000 円
（内貸与 40,000 円、給付 30,000 円）
特別 80,000 円
（内貸与 50,000 円、給付 30,000 円）
専修学校・各種学校 70,000 円
（内貸与 40,000 円、給付 30,000 円）
・入学一時金（無利子・予約採用者に限る）
私立大学… 400,000 円（貸与）
◎他制度と併用できます

・大阪府内在住で中学、高等学校、高等
専門学校、大学（短大含む）、専門学校
等に入学する交通遺児

・入学準備金（無利息）
国公立大学 200,000 円、私立大学 300,000 円
・奨学金（無利息）
毎月最高２万円まで

・保護者の世帯の年間収入（所得）が次
の金額以下であること
・子どもの数 給与所得者（事業所得者）
1人
790 万円（590 万円）
２人
890 万円（680 万円）
３人
990 万円（770 万円）
４人以上 コールセンターにお問い合
わせください。
◎子供の人数が２人以下で世帯の年間収
入（所得）が上限額を超える場合でも、
世帯の年間収入が９９０万円（所得７７
０万円）以内の場合、申込対象になる場
合があります。詳しくはコールセンター
にお問い合わせください。
・日本学生支援機構の「入学時特別増額
貸与奨学金」および「一時金額給付奨
学金」支給対象校に進学し奨学金受取
口座を労働金庫に指定できること
・近畿労働金庫の地域内に居住または勤
務先のある者の子であること
・融資申込時点で「入学時特別増額貸与
奨学金」あるいは「一時金額給付奨学
金」の支給要件を満たしていること
・日本学生支援機構奨学金の利用（予定）
者で、奨学金等が貸与される前に入学
料や授業料等を支払う必要がある方
・他の貸付制度を利用することができな
い方
※連帯保証人が必要

生徒 1 人につき３５０万円以内
利率 年 1.78％（平成 31 年３月現在）
返済期間 1５年以内
（交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭または世帯年収（所
得）200 万円(122 万円)以内の方については１８年以
内）

その他の奨学金制度や各制度の詳細については、
大阪府教育委員会のホームページ 大阪府 奨学金について

74 万円以内（入学金・授業料に限る）
◎「奨学生採用候補者決定通知」に記載の「入学時特別
増額貸与奨学金」および「一時金額給付奨学金」合計額の
範囲内
◎既に納入した場合は対象外です
◎この制度の他に、ろうきんの教育ローンもあります
・１０0 万円以内
利率 年 1.78％（平成 31 年 3 月現在）
※ヒューファイナンスおおさか 所定金利
◎事前に市町村の進路相談窓口又は府教育庁教育振興室
高等学校課生徒指導グループで相談を受けることが必要
です

検索

でご覧いただけます。

【お問い合わせ先】
奨学金制度は、先輩から返還されたお金を財源として、
新たな奨学生に貸与していく制度ですので、利用する場
合はしっかりとした返還計画を立ててください。

○大阪府教育庁教育振興室高等学校課生徒指導グループ
電話(06)6946-7599（平日の午前９時～午後６時）
○各市町村の進路相談窓口
お住まいの市町村にお問い合わせください

