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その他の奨学金

Sweets
&
Cafe

沖縄ブライダル & ホテル観光
_4 校
横浜 SC_ 最終校

入学に関わるマネープラン

経済的な理由により修学が困難である学生に対して奨学金を貸与する制度です。
ここでは、一部を紹介します。収入の条件、
貸与金額などは入学する学校の区分により異なります。詳しくは各機関にお問い合わせください。
◆母 子父子寡婦福祉資金貸付金制度

◆新聞奨学生制度（返済無）

◆あしなが育英会奨学金（無利子）

（無利子・有利子）
母子家庭および父子家庭が子どもの修学資
金として都道府県等自治体から無利子または
年利1.0%で貸付けを受けられる制度。
問い合わせ：福祉事務所
（お住まいの市町村）

人物および成績に優れ経済的理由によ
り、著しく修業に困難がある方に対して、
各自治体での、無利子の奨学金制度。
問い合わせ：各自治体（都道府県）育英
会事務局

新聞販売所で配達などの仕事をする代
わりに新聞社から返済不要の奨学金が
支給される制度。
問い合わせ：各新聞社

◆生活福祉資金貸付制度（無利子）

低所得者、障害者または高齢者に対し、資金の貸
付けと必要な援助などを行うことによって、その経
済的な自立と生活の向上や社会参加などを図り、
安定した生活が送れるようにする制度。
問い合わせ：社会福祉協議会（お住まいの市町村）

保護者が亡くなった、あるいは後遺障害のた
めに働けない家庭の子ども対象の無利子奨
学金制度。
問い合わせ：あしなが育英会

学費
シミュレーション
サイト

URL https://www.sanko.ac.jp/simulation/tuition.shtml
もしくは
こちらで
検索

スマートフォンは
QRコードから

入学を希望する学科に応じて選択
してください。

市区町村がその地域に住んでいる人のために設けた奨学金制度が多数あります。
ここでは、その一部を紹介します。自治体
（2018年11月現在）
により奨学金の条件などが異なりますので、詳しくはお住まいの自治体までお問い合わせください。
三浦市奨学金

種別

奨学金金額

限度額・給付

（給付金）
一時金48万円

無利子

（貸付金）
月2万円

お問い合わせ先
教育部教育総務課

TEL：046-882-1111

一人暮らしや日々の学 校 生活の
生活費を必要に応じてご入力くだ
さい。

補助
（給付）

月額２万円以内

教育部 学び支援課

TEL：046-235-4926

海老名市若者
（学生）
定住促進
家賃補助事業

補助
（給付）

月額2万円以内

まちづくり部 住宅公団課

TEL：046-235-9604

藤沢市給付型奨学金制度

給付

入学準備奨学資金 入学金相当額（上限３０万円／１回） 教育委員会
学費奨学資金 学費相当額（上限６万円／月額） 教育部教育総務課

TEL：0466-25-111

大井町育英奨学金・就学援助制度

無利子

月額2万円

教育総務課

TEL：0465-85-5015

茅ケ崎市勤労者教育資金
利子補給金制度

補給
（給付）

利子の一部を補給
（最大4年間で月額2万円）

経済部雇用労働課

TEL：0467-82-1111

箱根町入学資金奨学金制度

無利子

入学資金100万円以内

教育委員会 学校教育課

TEL：0460-85-7600

浜松市奨学金

無利子

月額4万5千円以内

浜松市役所 学校教育部
教育総務課

TEL：053-457-2406

静岡市育英奨学金

無利子
（返還免除あり）

月額１万5千円以内

教育委員会 教育局
児童生徒支援課 学事係

TEL：054-354-2377

給付型

最大１０万円

教育委員会 教育局
児童生徒支援課 学事係

TEL：054-354-2377

金利1.5%

最大200万円まで

静岡県労働金庫

湖西市育英奨学金制度

無利子

月額5万円以内

教育総務課

TEL：053-576-4792

沼津市奨学金返還支援制度

給付型

年間最大24万円×5年間
（最大120万円）

沼津市役所 労働福祉係

TEL：055-934-4749
TEL：0544-22-1154

静岡市篤志奨学金
勤労者教育資金貸付制度
（掛川市教育ローン）

掛川支店
小笠支店

本冊子 P1 を参考に該当する金額
をご入力ください。

貯金を学費に充てる場合やご家族
から仕 送りをもらう場 合は該当
箇所をご入力ください。

奨学金や教育ローンをご利用予定
の方は該当の箇所に金額をご入力
ください。

現在アルバイトをしていたり、今後
アルバイトをする方はご入力ください。

TEL：0537-24-5111
TEL：0537-72-7111

全ての箇所に金額（もしくは“0”）
が入力されると支出と収入・借入が
合計されたあなたのマネープラン
が表示されます。

富士宮市奨学金返還支援助成金

助成

年間最大１２万円×２年間

産業振興部 商工振興課
工業振興・労政係

富士市中小企業等
奨学金返還支援補助金

補助

最大１０万円

総務部 企画課

TEL：0545-55-2718

三島市育英奨学金制度

無利子

入学一時金最大３０万円
月額３万円以内

教育推進部学校教育課

TEL：055-983-2670

伊豆の国市Ｕターン促進
奨学金返還支援補助金

給付型

年間最大3万6千円×7年間

伊豆の国市 政策推進課

TEL：055-948-1413

マネープランの結果を一人

静岡市新幹線通学費貸与事業

貸与型

新幹線通学定期券
（1か月当たり）
の額の
３分の１又は３万円のいずれか低い額

静岡市役所 企画局企画課

TEL：054-221-1240

暮らしやアルバイトを検討

熱海市育英事業奨学金

無利子
（返還免除あり）

入学一時金50万円以内
月額4万4千円以内

熱海市教育委員会 学校教育課
総務管理室

TEL：0557-86-6565

するための参考にしてみて

御殿場市育英奨学金

無利子

月額３万円以内

御殿場市教育委員会 教育総務課 TEL：0550-82-4520

裾野市育英奨学金

無利子

入学一時金６万円、
月額１万２千円

学校教育課

TEL：055-995-1838

長泉未来人定住応援事業奨励金

交付

奨励金１５万円

こども未来課 子育て支援チーム

TEL：055-989-5573

伊豆市奨学金

※理由なく遅延した場合は年3.0%の延滞利息徴収

無利子

月額2万円

学校教育課教育総務スタッフ

TEL：0558-83-5470

受け付けておりますのでお気

伊東市育英奨学金

無利子
（返還免除あり）

月額5万円
入学金一時金60万円以内

教育総務課

TEL：0557-32-1912

軽にご連絡ください。
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ご 不明な点は本校にお問い
合わせください。学費の相談

ください。

等はお電話や直接来校にて

− 20 −

学費サポート案内

海老名市奨学金返還補助事業

三幸学園 マネープラン

シミュレーション例

地方公共団体の奨学金
奨学金名

Sweets
&
Cafe

ホームページにて学費のシミュレーションができます。

社団・財団法人・企業・国の奨学金

◆自治体育英会奨学金（無利子）

SANKO

