令和４年７月

高等学校等家計急変世帯に対する｢授業料｣及び「授業料以外」の支援
１

事業目的
自己の責めによらない会社等の倒産、失業等又は収入が減少したこと等により、学校
への授業料等の納付が困難となった静岡県内の私立学校(高等学校等(専修学校(高等課
程)及び各種学校(高等部)も含む)に通学する生徒の保護者等に対して授業料等の支援
措置を行う。

２

事業名及び支援対象
事業名

支援対象

私立学校授業料減免(家計急変)補助金

授業料の支援
授業料以外の支援

私立高等学校等奨学給付金(家計急変)助成

(教科書費、学用品費、PTA 会費、通信費等)

３

家計急変者について
高等学校等に通う生徒の保護者等について、自己の責めによらない会社等の倒産、失
職又は収入の減少等の家計急変により、令和４年１月以降の年間収入見込額が住民税非
課税世帯相当の所得水準まで減少すると見込まれる者をいう。
※高等学校等に通う生徒の保護者等で、就学支援金・授業料減免が支給(支給予定)さ
れることで、既に授業料が無償化されている場合は対象外となる。
※定年による離職とみなされる者は対象外となる。
【イメージ図】
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４

補助対象校種
静岡県内に所在し、就学支援金制度の対象となっている私立の①高等学校(全日制・
通信制)、②専修学校(高等課程・一般課程)、③各種学校(高等部)を保諸対象校とする。
なお、要綱上は「高等学校等」という。

５ 支援の対象及び支援額等
(１) 支援の対象
支援対象

内

容

授業料

【事業名】私立学校授業料減免(家計急変)補助金
・各高等学校等の授業料が上限
・最大で年額 513,000 円(国就学支援金及び県授業料減免の支援合計
額))

授業料
以外

【事業名】私立高等学校等奨学給付金(家計急変)助成
・授業料以外に徴収される教科書･教材費、学用品費、ＰＴＡ会費、
通信費等

(２) 支援額
区分

申請基準月
令和４年７月末日
までの申請

内容
高等学校等の年額授業料額と年額支援
額(就学支援金･授業料減免)との差額
高等学校等の月額授業料額と月額支援
額(就学支援金･授業料減免)との差額×
家計急変支援月数※
※家計急変支援月数：申請のあった月の

授業料

生活保護(生業扶助)

授業料以外

全日制等
(第１子)
全日制等
(第２子以降)
通 信 制

翌月以降の月数

令和４年８月以降
の申請

なお、令和４年８月以降に就学支援金及
び県授業料減免補助金の年額支給額が
変更になり、自己負担額が生じることと
なった場合は、令和４年７月末日までに
静岡県私立高等学校等奨学給付金(家計
急変)の受給申請をしている場合に限
り、令和４年７月末日までに申請したも
のとみなす。

令和 4 年７月末日までの申請

52,600 円

令和 4 年８月以降の申請

(52,600 円÷12 か月)×支援月数

令和 4 年７月末日までの申請

134,600 円

令和 4 年８月以降の申請

(134,600 円÷12 か月)×支援月数
152,000 円
(152,000 円÷12 か月)×支援月数
52,100 円
(52,100 円÷12 か月)×支援月数

令和 4 年７月末日までの申請

令和 4 年８月以降の申請
令和 4 年７月末日までの申請

令和 4 年８月以降の申請
※授業料以外の支援額に端数が生じた場合は、百円未満は切捨て
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(３) 対象の範囲
授業料
県内在住の保護者等

授業料以外

県外在住の保護者等

県内在住の保護者等

県外在住の保護者等

条件付きで対象

対象外
保護者等が静岡県外
の自治体で授業料支援
を受けている場合は、
対象外となる。

対 象

対 象

保護者等の在住する都道
府県での支援となる

※保護者等が静岡県外に在住する場合は、県外の自治体での支援状況によっては補助対象外と
なることがあるため、必ず確認を行う必要がある。

収入状況の確認方法について
家計急変前後の収入状況について下表の方法により確認する。

６

区

分

急変前
給与所得者

急変後
個人事業者等

確 認 方 法

市町等で発行される課税証明書等
給与明細書のうち非課税手当(通勤手当等)を除く総支
給額(申請月を除く申請直近３か月分)
売上げ等を確認できる書類(申請月を除く申請直近３
か月分)を基に作成された公認会計士、税理士等による
収入証明書
(※ 公認会計士、税理士等の証明書が提出できない場合は、
売上台帳、仕入帳又は総勘定元帳等(写)の売上高及び仕入
原価等に関する該当部分にマーカーをした書類でも可)

７

住民税非課税相当世帯の所得水準の確認方法
家計急変後の年収見込み額（親権者(父･母)の申請月を除く申請直近３か月分の平均
収入月額×12 か月）が以下の住民税非課税相当世帯の所得水準に示す年間収入見込額未
満であることを確認する。
住民税非課税相当世帯の所得水準
世帯構成人数(扶養人数)
年間収入見込額
控除対象配偶者でない保護者等(扶養人数 0 人)

100 万円未満

２人世帯(扶養人数１人)

204 万円未満

３人世帯(扶養人数２人)

222 万円未満

４人世帯(扶養人数３人)

272 万円未満

５人世帯(扶養人数４人)

322 万円未満
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※６人世帯(扶養人数５人)以上の住民税非課税相当世帯の年間収入見込額は、１人増
えるごとに 50 万円を増額する。
※保護者等の一方が、控除対象配偶者でない場合(共働き世帯の場合)は、保護者等のそ
れぞれが上記表の扶養人数に対する年間収入見込額未満でなければならない。

例 保護者等が共働きの場合（家族が４人）
○
・父親の収入が減少、扶養者２人(長男、長女) 父：年間収入見込額 222 万円未満の必要あり。
・母親の収入も減少、扶養者０人
母：年間収入見込額 100 万円未満の必要あり。

例 保護者等が共働きの場合(家族が６人）
○
・父親の収入が減少、扶養者２人(長男、長女)
・母親の収入も減少、扶養者２人(次男、次女)

父：年間収入見込額 222 万円未満の必要あり。
母：年間収入見込額 222 万円未満の必要あり。

８ 手続き等
(１) 支援対象期間
令和４年度の申請のあった月の翌月から令和５年３月まで
（２）申請期限
申請期限（最終期日）を令和５年２月 15 日(水)とするため、保護者からの申請書類
に不足がないか、要件を満たしているか等を十分チェックした後に県へ申請すること。
そのため、チェックに要する時間を見積もり、保護者から学校への提出期限を各校設
定すること。
(３) 手続きの流れ
（事務フロー図）
④報告

①申請

⑤申請内容審査

③徴収猶予
②内容確認

保護者等
(申請者)

⑧減免決定通知

⑦減免決定

私立学校

⑥審査結果通知

静岡県庁

・保護者等から授業料等の相談があった場合、事情を確認後、該当の可能性があれば、
制度説明を行い、必要書類を配付すること。

（事務手順）
① 保護者等が必要書類を揃え、学校に申請書(要領様式第１号)等を提出した時は、必
要書類が全て一式揃っているか確認し、問題なければ受理する。
② 学校において申請内容の確認
※学校において十分な確認を行わず授業料等の徴収猶予した後、県において不認定となって
しまうと申請者に無用な期待を持たせてしまうため、必ず学校において書類審査を行ってく
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ださい。不明な点があれば県に確認してください。

③ 申請内容を確認し、学校として要件をみたしていると判断した場合は、設置者に
おいて授業料等の徴収猶予措置を行う(要領様式第４号)。
④ 徴収猶予後、書類を県私学振興課に報告(要領様式第５号、第６号)
・提出時期は、毎月５日までに県に届くようにお願いします。
・年度末の最終の報告時期は、令和５年２月 15 日(水)までに県に届くようにお願い
します。
※県に提出する際は、必ず学校で申請書の写しをとっておいてください。
⑤ 県で申請内容を審査します。
→内容に不備がある場合又は不明な点がある場合は、学校から保護者等に追加書類
の提出を求める場合があります。
⑥ 審査終了後、県から審査結果の通知(要領様式第７号、第８号)
→審査結果の通知は、就学支援金の収入状況届による区分確認後になる予定
⑦ 県からの審査結果の通知を踏まえ、学校において減免認定(不認定)
⑧ 学校での減免認定(不認定)後、保護者等に対して認定(不認定)通知書を交付(要領
様式第９号)
上記①～⑧の減免決定の状況により、年度末に年間の認定者数に応じて交付決定、
支払い手続きを行う。
(４) 提出書類
① 申請書(様式第１号)
全ての記入欄に記入漏れがないか、誤りがないか確認すること。
② 申立書(様式第２号)
家計急変に至った経緯について、時系列で具体的に記載してあるか確認
③ 家計急変発生事由を証明する根拠書類
ａ 家計急変発生事由を証明する書類
家計急変の事由

証明書類

(a) 会社の倒産等

雇用保険被保険者離職票等の写し

(b) 自主廃業等

廃業等届出書等の写し

(c) 解雇等による失業等

解雇通知書等の写し

(d) 破産等

破産宣告通知書等の写し

保護者等の一方が、控除対象配偶者でない場合(共働き世帯の場合)は、控除対
象配偶者でない一方の保護者も(a)から(d)に該当するか又は下記ｂにより保護者
等の一方も住民税非課税世帯相当の年間収入見込額未満でなければならない。
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ｂ 急変前及び急変後の収入を証明する書類
下記書類の親権者分を提出
区 分
証明書類
市町等で発行される課税証明書等
※住民税賦課期日(１月１日)に日本国内に在
住しておらず課税証明書等が提出できない場
合は、その事実を証明する書類(会社等による
証明、辞令書等)を提出することとする。
課税証明書以外でも、毎年５～６月に勤務先
急変前
から配付される「給与所得等に係る市町村民
給与所得者
税･道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知
書」の写しでも可
課税証明書以外でも、毎年６月に発行される
個人事業者等 「市町村民税･道府県民税納税及び税額決定
通知書」の写しでも可
申請月を除く申請直近３か月分の給与明細書
給与所得者
の写し
申請月を除く申請直近３か月分の公認会計
士、税理士等による収入証明書
※個人事業者等の方で公認会計士、税理士等
急変後
による収入証明書の提出ができない場合は、
個人事業者等
売上台帳、仕入帳、総勘定元帳等の写しでも
可としますが、売上高及び仕入原価等の該当
部分にマーカーをするなど、審査時に時間が
かからないように整理しておくこと。
※上記書類の写しについては、学校において原本を確認した上で原本証明を行う
こと。
④ 生徒の親権者等であることを証明する書類
原則、生徒と保護者等との関係が記載されている戸籍謄本等。
一人親世帯の場合は、児童扶養手当受給者証の写し、母子家庭等医療費受給者証等
の写し等(課税証明書等に「ひとり親控除(寡婦(夫)控除)」を受けていることが確認
できる場合でも可)
⑤ 保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認できる書類
扶養誓約書(様式第３号)及び扶養親族分の健康保険証の写し又は扶養親族の記載が
省略されていない課税証明書
◎健康保険証等の写しを添付する際は、
「被保険者等記号･番号」を復元できない程度にマスキ
ング(黒く塗りつぶす等)されてることを確認してください。

例
○

被保険者等記号・番号にマジックで黒
くマスキング
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※高等学校等に通う生徒の保護者等で奨学給付金の申請も同時に行う場合
・給付金受領に係る委任状（奨学給付金実施要綱様式第６号）
・生活保護(生業扶助)世帯である場合は、基準日現在の生業扶助の決定状況が確認
できる書類(奨学給付金実施要綱様式第７号又は福祉事務所等が発行した生活保護
受給証明書)
・全日制等で第２子以降がいる世帯については、保護者等、当該世帯に扶養される
高等学校等に通う高校生等及び 15 歳（中学生を除く。）以上 23 歳未満の扶養してい
る子の健康保険証等の写し。ただし、国民健康保険証の写しを添付する場合は、扶
養誓約書（様式第３号）
※上記⑤で証明できる場合は、不要
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