
（別紙）

事業主体 対　　象 金額 貸付・給付等 募集期間 募集人員 募集方法等 問い合せ先

定員なし

各市区町村社会福祉協議会の生活福祉資
金担当への来所による申請

【必要書類】
　お住まいの市区町村にあります「社会福
祉協議会」でご相談いただいた時に、ご説
明させていただきます。
  下記①～④以外にも申し込みに必要な書
類がありますので、ご了承ください。
　①住民票の写し（世帯全員分、発行後３か
月以内のもの）
　②健康保険証の写し（世帯全員分）、運転
免許証等身分を証明する書類の写し、生徒
手帳の写し
　③収入証明
※生計中心者（連帯借受人）及び配偶者、
世帯の生計維持に寄与している方等の収
入がわかるもの
　(連帯保証人を設定する場合は、別途、
①・②が必要となります。)
　④学校に関する書類
　(1) これから受験する場合
　　・募集要項　・入学願書　・受験票　・必
要経費（入学金、授業料等）が確認できる
書類
　(2) 合格後、入学前の場合
・募集要項　・入学金や学費が未払いであ
ることを確認できる学校発行の書類　・合格
通知書
　(3) 在学中の場合
　　・学費の金額や納入期限が確認できる
学校発行の書類（請求の通知）
　　・学費が未払いであることを確認できる
学校発行の書類
　　・在学証明書（申込日の直近に発行のも
の）
　　・他制度の利用状況がわかる書類

各市区町村社会福祉協議会の生
活福祉資金担当への来所相談
（下記ＨＰ掲載の各市区町村社会
福祉協議会連絡先一覧表参照）

HPアドレス：http://www.aichi-
fukushi.or.jp/intoro/minsei/kikin_sy
urui.html

他の資金の借り入れが困難
な低所得世帯であり、公的
給付や他の貸付等制度（国
の教育ローン、学生支援機
構奨学金、愛知県高等学校
等奨学金、母子父子寡婦福
祉貸付金など）を優先して活
用いただける世帯

【教育支援費】
　対象となる学校で修学する
ために必要な経費
（授業料、教科書、交通費
等）

【就学支度費】
　対象となる学校へ就学する
際に必要な経費
（入学金、制服、体操服等）

教育支援資金
（生活福祉資金の
一種）

【教育支援費】
高等学校
　　月額35,000円以内
高等専門学校
　　月額60,000円以内
短期大学
　　月額60,000円以内
（専修学校専門課程を
含む）
大学
　　月額65,000円以内
※特に必要と認める場
合に限り、貸付限度額
の1.5倍まで貸付可能

【就学支度費】
　　500,000円以内

　　　随時受付

※借り入れのご相
談は、お住まいの市
区町村にあります
「社会福祉協議会」
に、まずはお電話で
ご連絡ください。
　また、申し込みか
ら貸付までに１か月
以上かかることがあ
りますので、余裕を
持って早めのご相談
をお願いします。

【償還期限】
　据置期間（卒業後
６か月以内）経過
後、20年以内

※償還は貸付を受
けて修学した学校を
卒業し、据置期間
経過後に開始され
ます。

【貸付利子】
　無利子（貸付決定
時に定めた返済期
間内においては、
無利子です）

※返済期限を過ぎ
ても返済が完了しな
い場合、残元金に
対して年５%の延滞
利子が発生します。



生徒・学生・保護者の方から学費のご相談がありましたら、ご活用ください。 

 

生活福祉資金貸付制度 教育支援資金のご案内 

 

生活福祉資金「教育支援資金」とは 

教育支援資金は生活福祉資金貸付制度の中のひとつの資金です。資金を貸付けすることにより、進学

や修学の継続を支援し、世帯の将来的な自立を図ることを目的とする社会福祉制度です。 

本資金は、他の資金の借り入れが困難な所得の低い世帯の方へ、学校教育法に規定する高等学校（中

等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む。以下「高等学校」とい

う。）、大学（短期大学及び専修学校の専門課程を含む。）又は高等専門学校に就学するのに必要な経費、

または同校の入学に際し必要な経費について、生計の負担を考え、必要最小限の資金を貸し付けるもの

です。 

 

ご 相 談 は 

 借り入れのご相談は、お住まいの市区町村にあります「社会福祉協議会」に、まずはお電話でご連絡

ください。また、申し込みから貸付までに１か月以上かかることがありますので、余裕を持って早めの

ご相談をお願いします。 

 

教育支援資金の内容 
 

 教育支援費 就学支度費 

資金使途 

対象となる学校へ就学するために必要な経費 

（授業料、教科書、交通費等） 

対象となる学校へ入学する際に必要な 

経費 

（入学金、制服、体操服等） 

貸付限度額 

高等学校   月額 35,000 円以内 

高等専門学校 月額 60,000 円以内 

短期大学   月額 60,000 円以内 

（専修学校専門課程を含む）  

大学     月額 65,000 円以内 

※特に必要と認める場合に限り、貸付限度額

の 1.5 倍まで貸付可能 

500,000 円以内 

償還期限 
据置期間（卒業後６か月以内）経過後、20 年以内 

※償還は貸付を受けて就学した学校を卒業し、据置期間経過後に開始されます。 

貸付利子 

無利子（貸付決定時に定めた返済期間内においては、無利子です） 

※返済期限を過ぎても返済が完了しない場合、残元金に対して年５%の延滞利子が 

発生します。 

 



申し込みに際して必要な書類 

 お住まいの市区町村にあります「社会福祉協議会」でご相談いただいた時に、ご説明させていただき 

ます。 下記①～④以外にも申し込みに必要な書類がありますので、ご了承ください。 

①住民票の写し（世帯全員分、発行後３か月以内のもの） 

②健康保険証の写し（世帯全員分）、運転免許証等身分を証明する書類の写し、生徒手帳の写し 

③収入証明 

※生計中心者（連帯借受人）及び配偶者、世帯の生計維持に寄与している方等の収入がわかるもの 

 (連帯保証人を設定する場合は、別途、①・②が必要となります。) 

④学校に関する書類 

 (1) これから受験する場合 

  ・募集要項 ・入学願書 ・受験票 ・必要経費（入学金、授業料等）が確認できる書類 

(2) 合格後、入学前の場合 

・募集要項 ・入学金や学費が未払いであることを確認できる学校発行の書類 ・合格通知書 

 (3) 在学中の場合 

  ・学費の金額や納入期限が確認できる学校発行の書類（請求の通知） 

  ・学費が未払いであることを確認できる学校発行の書類 

  ・在学証明書（申込日の直近に発行のもの） 

  ・他制度の利用状況がわかる書類 

 

ご相談にあたってご留意いただきたいこと 

項目 対応 

他制度等利用の優先に

ついて 

○ 公的給付（例えば、高校生等奨学給付金）や減免制度、他の貸付制度（例

えば、国の教育ローン、日本学生支援機構の奨学金、愛知県高等学校等奨学

金、母子父子寡婦福祉資金など）がご利用いただける方はそちらを優先して

いただきます。 

○ 他の貸付制度がすぐに活用できない（例：他制度の利用が決定したが、お

金が出るまで時間がかかる）場合、それまでの「つなぎ」として貸付けを行

います。その場合、他制度の入金があった時点で本資金の返還をお願いしま

す。 

貸付対象について ○ 本資金は、貸付が支援に繋がると判断される場合に対象とします。卒業ま

で学校に通い続けることが可能かどうか、卒業後の返済計画についてもお伺

いします。 

○ 他の債務の借り換えは対象外です。 

○ 原則として、すでに支払った費用については貸付対象外となります。 

世帯収支について ○ 世帯全体の過去の年間所得や、負債(債務)の状況等についてもお伺いしま

す。貸付対象となる世帯の平均月収が本資金貸付の収入基準を超えている場

合は、申請できません。 

○ 単に金銭の必要性のみで貸付を行うのではなく、資金を必要とする事情、

家計の収支、将来の見通しなど日常生活への支援についても考慮しながら貸

付の審査を行いますので、申し込みから貸付決定まで１か月以上の期間を要

することがあります。 



借受人及び連帯保証人

について 

○ 就学する方が「借受人」となります。当該者は主に未成年であることから、

生計中心者が連帯債務を負担する「連帯借受人」として加わっていただきま

す。 

○ 原則として連帯保証人は不要ですが、審査の段階で必要に応じて連帯保証

人を求めることがあります。 

○ 連帯保証人は、借受人及び連帯借受人と連帯して借入金の償還義務を負い

ます。 

自立支援について ○ 借入申込時から償還完了まで社会福祉協議会と民生委員が世帯の支援に関

わります。 

○ 生活保護を受給されている世帯の方は、福祉事務所の担当ケースワーカー

に相談してください。 

○ 世帯の状況に応じて自立相談支援機関につなぐことがあります。 

審査結果について ○ 審査結果が「不承認」となった場合、不承認理由はお答えいたしませんの

でご了承ください。 

 

 

 

 

愛知県社会福祉協議会ホームページ（生活福祉資金貸付制度） 

http://www.aichi-fukushi.or.jp/intoro/minsei/kikin_syurui.html 

 ＨＯＭＥ ＞ 福祉の貸付／相談のページ ＞ 生活福祉資金 ＞ 

 資金種類の説明 ＞ ３ 教育支援資金 

http://www.aichi-fukushi.or.jp/intoro/minsei/kikin_syurui.html#kyouiku


社会福祉協議会住所 平成28年４月１日

問い合わせ先 〒 住所1 住所2 TEL FAX

千種区社会福祉協議会 464‐0825 名古屋市千種区西崎町二丁目4番1号 千種区在宅サービスセンター内 052-763-1531 052-763-1535

東区社会福祉協議会 461-0001 名古屋市東区泉二丁目28番5号 東区在宅サービスセンター内 052-932-8204 052-932-9311

北区社会福祉協議会 462-0844 名古屋市北区清水四丁目17番1号 北区在宅サービスセンター内 052-915-7435 052-915-2640

西区社会福祉協議会 451-8508 名古屋市西区花の木二丁目18番1号 西区役所等複合施設５階 052-532-9076 052-532-9082

中村区社会福祉協議会 453-0024 名古屋市中村区名楽町四丁目7番18号 複合施設1F 052-486-2131 052-483-3410

中区社会福祉協議会 460-0013 名古屋市中区上前津二丁目12番23号 中区在宅サービスセンター内 052-331-9951 052-331-9953

昭和区社会福祉協議会 466-0051 名古屋市昭和区御器所三丁目18番1号 昭和区在宅サービスセンター内 052-884-5511 052-883-2231

瑞穂区社会福祉協議会 467-0016 名古屋市瑞穂区佐渡町3-18 瑞穂区在宅サービスセンター内 052-841-4063 052-841-4080

熱田区社会福祉協議会 456-0031 名古屋市熱田区神宮三丁目1番15号 複合施設6F 052-671-2875 052-671-4019

中川区社会福祉協議会 454-0875 名古屋市中川区小城町1-1-20 中川区在宅サービスセンター内 052-352-8257 052-352-3825

港区社会福祉協議会 455-0014 名古屋市港区港楽二丁目6番32号 052-651-0305 052-661-2940

南区社会福祉協議会 457-0058 名古屋市南区前浜通3-10 南区役所内4F 052-823-2035 052-823-2688

守山区社会福祉協議会 463-0048 名古屋市守山区小幡南一丁目24番10号 アクロス小幡ビル２F 052-758-2011 052-758-2015

緑区社会福祉協議会 458-0045 名古屋市緑区鹿山二丁目1番5号 NTT西日本鳴子ビル内 052-891-7638 052-891-7640

名東区社会福祉協議会 465-0025 名古屋市名東区上社一丁目802番地 上社ターミナルビル２階 052-726-8664 052-726-8776

天白区社会福祉協議会 468-0015 名古屋市天白区原一丁目301 原ターミナルビル３F 052-809-5550 052-809-5551

豊橋市社会福祉協議会 440-0055 豊橋市前畑町115 市総合福祉ｾﾝﾀｰあいﾄﾋﾟｱ内 0532-52-1111 0532-52-1112

岡崎市社会福祉協議会 444-0022 岡崎市朝日町3-2 市福祉会館内 0564-23-8705 0564-23-8706

一宮市社会福祉協議会 491-0858 一宮市栄3-1-2 尾張一宮駅ビル内 0586-85-7024 0586-85-7025

瀬戸市社会福祉協議会 489-0919 瀬戸市川端町1-31 やすらぎ会館内 0561-84-2011 0561-85-2275

半田市社会福祉協議会 475-0918 半田市雁宿町1-22-1 雁宿ホール内 0569-23-7361 0569-23-7745

春日井市社会福祉協議会 486-0857 春日井市浅山町1-2-61 市総合福祉ｾﾝﾀｰ内 0568-85-4321 0568-84-3933

豊川市社会福祉協議会 442-0068 豊川市諏訪3-242 市社会福祉会館内 0533-83-5211 0533-89-0662

津島市社会福祉協議会 496-0863 津島市上之町1-60 市総合保健福祉ｾﾝﾀｰ内 0567-25-8411 0567-25-8411

碧南市社会福祉協議会 447-0869 碧南市山神町8-35 0566-46-3702 0566-48-6522

刈谷市社会福祉協議会 448-0024 刈谷市下重原町3-120 市高齢者福祉ｾﾝﾀ-内 0566-23-1600 0566-25-2498

豊田市社会福祉協議会 471-0877 豊田市錦町一丁目１－１ 0565-34-1131 0565-32-6011

安城市社会福祉協議会 446-0046 安城市赤松町大北78-4 市社会福祉会館内 0566-77-2941 0566-73-0437

西尾市社会福祉協議会 445-0852 西尾市花ﾉ木町2-1 市総合福祉ｾﾝﾀｰ内 0563-56-5900 0563-57-7800

蒲郡市社会福祉協議会 443-0056 蒲郡市神明町18-4 市勤労福祉会館内 0533-69-3911 0533-69-3993

犬山市社会福祉協議会 484-0082 犬山市大字犬山字北古券2 市福祉会館内 0568-62-2508 0568-62-9923

常滑市社会福祉協議会 479-0852 常滑市神明町3－35 0569-43-0660 0569-43-0838

江南市社会福祉協議会 483-8279 江南市古知野町宮裏121 市福祉ｾﾝﾀｰ内 0587-55-5262 0587-55-5262

小牧市社会福祉協議会 485-0041 小牧市小牧5-407 市総合福祉施設ふれあいｾﾝﾀｰ内 0568-77-0123 0568-75-2666

稲沢市社会福祉協議会 492-8218 稲沢市西町3-10-24 市社会福祉会館内 0587-23-6713 0587-33-4666



問い合わせ先 〒 住所1 住所2 TEL FAX

新城市社会福祉協議会 441-1363 新城市字東沖野20-12 しんしろ福祉会館内 0536-23-5618 0536-23-5046

東海市社会福祉協議会 476-0003 東海市荒尾町西廻間2-1 市しあわせ村内 052-689-1605 052-604-5001

大府市社会福祉協議会 474-0073 大府市東新町1-219 0562-48-1805 0562-46-9560

知多市社会福祉協議会 478-0047 知多市緑町32-6 市福祉活動ｾﾝﾀｰ内 0562-33-7400 0562-32-1479

知立市社会福祉協議会 472-0012 知立市八ﾂ田町泉43 市福祉の里八ﾂ田内 0566-82-8833 0566-83-4070

尾張旭市社会福祉協議会 488-0074 尾張旭市新居町明才切57 市保健福祉ｾﾝﾀｰ内 0561-54-4540 0561-51-1880

高浜市社会福祉協議会 444-1334 高浜市春日町5-165 市いきいき広場内 0566-52-2002 0566-52-4100

岩倉市社会福祉協議会 482-0036 岩倉市西市町無量寺2-1 市ふれあいｾﾝﾀｰ内 0587-37-3135 0587-38-0039

豊明市社会福祉協議会 470-1116 豊明市新田町吉池18-3 市総合福祉会館内 0562-93-5051 0562-93-3880

日進市社会福祉協議会 470-0122 日進市蟹甲町中島22 市中央福祉ｾﾝﾀｰ内 0561-73-4885 0567-73-4954

田原市社会福祉協議会 441-3422 田原市赤石二丁目2番地 市田原福祉ｾﾝﾀｰ内 0531-23-0610 0531-23-3970

愛西市社会福祉協議会 496-8044 愛西市江西町宮西３８ 0567-37-3313 0567-37-3318

清須市社会福祉協議会 452-0931 清須市一場古城604-15 清須市清洲総合福祉ｾﾝﾀｰ内 052-401-0031 052-401-0032

北名古屋市社会福祉協議会 481-0033 北名古屋市西之保藤塚９３ 0568-25-8500 0568-25-1911

弥富市社会福祉協議会 498-0021 弥富市鯏浦町上本田95-1 弥富市総合福祉ｾﾝﾀｰ内 0567-65-8105 0567-65-8002

みよし市社会福祉協議会 470-0224 みよし市三好町陣取山39-5 福祉ｾﾝﾀｰ内 0561-34-1588 0561-34-5860

あま市社会福祉協議会 490-1104 あま市西今宿馬洗46 あま市甚目寺総合福祉会館内 052-443-4291 052-443-5461

長久手市社会福祉協議会 480-1102 長久手市前熊下田171 長久手市福祉の家内 0561-62-4700 0561-64-3838

東郷町社会福祉協議会 470-0151 愛知郡東郷町大字諸輪字北山 158-90 東郷町福祉ｾﾝﾀｰ内 0561-37-5411 0561-37-5412

豊山町社会福祉協議会 480-0202 西春日井郡豊山町大字豊場字諏訪270 町総合福祉ｾﾝﾀｰしいの木内 0568-29-0002 0568-39-0017

大口町社会福祉協議会 480-0126 丹羽郡大口町伝右1-35 町健康文化ｾﾝﾀｰほほえみﾌﾟﾗｻﾞ内 0587-94-0060 0587-94-0059

扶桑町社会福祉協議会 480-0104 丹羽郡扶桑町大字斎藤字榎230番地 町総合福祉ｾﾝﾀｰ内 0587-93-4300 0587-93-4349

大治町社会福祉協議会 490-1143 海部郡大治町大字砂子字西河原18 町総合ｾﾝﾀｰ希望の家内 052-442-0990 052-442-0882

蟹江町社会福祉協議会 497-0044 海部郡蟹江町大字蟹江新田字佐屋川東46 町総合福祉ｾﾝﾀｰ内 0567-96-2940 0567-95-7986

飛島村社会福祉協議会 490-1436 海部郡飛島村大字竹之郷五丁目43 0567-52-4334 0567-52-4330

阿久比町社会福祉協議会 470-2212 知多郡阿久比町大字卯坂字丸の内 85 オアシスセンター3階 0569-48-1111 0569-48-4045

東浦町社会福祉協議会 470-2103 知多郡東浦町大字石浜字岐路23-1 町福祉ｾﾝﾀｰ内 0562-84-3741 0562-84-3737

南知多町社会福祉協議会 470-3412 知多郡南知多町大字豊浜字須佐ヶ丘1 南知多ＪＡ会館内 0569-65-2687 0569-65-2913

美浜町社会福祉協議会 470-2403 知多郡美浜町北方１－１ 美浜町福祉センター内 0569-83-2066 0569-82-5160

武豊町社会福祉協議会 470-2392 知多郡武豊町長尾山2 思いやりｾﾝﾀｰ内 0569-73-3104 0569-73-8377

幸田町社会福祉協議会 444-0113 額田郡幸田町大字菱池字錦田82-4 0564-62-7171 0564-62-7254

設楽町社会福祉協議会 441-2301 北設楽郡設楽町大字田口字向木屋4 したら保健福祉ｾﾝﾀｰ内 0536-62-1848 0536-62-1900

東栄町社会福祉協議会 449-0214 北設楽郡東栄町大字本郷字南万場14-1 産業会館内 0536-76-1740 0536-76-1745

豊根村社会福祉協議会 449-0404 北設楽郡豊根村上黒川字長野田26 保健福祉ｾﾝﾀｰ内 0536-85-1562 0536-85-1577


