
授業料等減免・給付型奨学金（新制度）の支援を受けた場合の無利子奨学金の額の調整

＜学校種等別の貸与上限額＞ （月額）

減免額 給付額
減免＋給付
合計

利用可能
額 減免額 給付額

減免＋給付
合計

利用可能
額 減免額 給付額

減免＋給付
合計

利用可能額

自宅 ¥45,000 ¥44,700 ¥29,200 ¥73,900 ¥0 ¥29,800 ¥19,500 ¥49,300 ¥0 ¥14,900 ¥9,800 ¥24,700 (¥20,300)
自宅外 ¥51,000 ¥44,700 ¥66,700 ¥111,400 ¥0 ¥29,800 ¥44,500 ¥74,300 ¥0 ¥14,900 ¥22,300 ¥37,200 (¥13,800)
自宅 ¥54,000 ¥58,400 ¥38,300 ¥96,700 ¥0 ¥38,900 ¥25,600 ¥64,500 ¥0 ¥19,500 ¥12,800 ¥32,300 (¥21,700)
自宅外 ¥64,000 ¥58,400 ¥75,800 ¥134,200 ¥0 ¥38,900 ¥50,600 ¥89,500 ¥0 ¥19,500 ¥25,300 ¥44,800 (¥19,200)
自宅 ¥45,000 ¥32,500 ¥29,200 ¥61,700 ¥0 ¥21,700 ¥19,500 ¥41,200 (¥3,800) ¥10,900 ¥9,800 ¥20,700 (¥24,300)
自宅外 ¥51,000 ¥32,500 ¥66,700 ¥99,200 ¥0 ¥21,700 ¥44,500 ¥66,200 ¥0 ¥10,900 ¥22,300 ¥33,200 (¥17,800)
自宅 ¥53,000 ¥51,700 ¥38,300 ¥90,000 ¥0 ¥34,500 ¥25,600 ¥60,100 ¥0 ¥17,300 ¥12,800 ¥30,100 (¥22,900)
自宅外 ¥60,000 ¥51,700 ¥75,800 ¥127,500 ¥0 ¥34,500 ¥50,600 ¥85,100 ¥0 ¥17,300 ¥25,300 ¥42,600 (¥17,400)
自宅 ¥45,000 ¥19,600 ¥17,500 ¥37,100 (¥7,900) ¥13,100 ¥11,700 ¥24,800 (¥20,200) ¥6,600 ¥5,900 ¥12,500 (¥32,500)
自宅外 ¥51,000 ¥19,600 ¥34,200 ¥53,800 ¥0 ¥13,100 ¥22,800 ¥35,900 (¥15,100) ¥6,600 ¥11,400 ¥18,000 (¥33,000)
自宅 ¥53,000 ¥58,400 ¥26,700 ¥85,100 ¥0 ¥38,900 ¥17,800 ¥56,700 ¥0 ¥19,500 ¥8,900 ¥28,400 (¥24,600)
自宅外 ¥60,000 ¥58,400 ¥43,300 ¥101,700 ¥0 ¥38,900 ¥28,900 ¥67,800 ¥0 ¥19,500 ¥14,500 ¥34,000 (¥26,000)
自宅 ¥45,000 ¥13,900 ¥29,200 ¥43,100 (¥1,900) ¥9,300 ¥19,500 ¥28,800 (¥16,200) ¥4,700 ¥9,800 ¥14,500 (¥30,500)
自宅外 ¥51,000 ¥13,900 ¥66,700 ¥80,600 ¥0 ¥9,300 ¥44,500 ¥53,800 ¥0 ¥4,700 ¥22,300 ¥27,000 (¥24,000)
自宅 ¥53,000 ¥49,200 ¥38,300 ¥87,500 ¥0 ¥32,800 ¥25,600 ¥58,400 ¥0 ¥16,400 ¥12,800 ¥29,200 (¥23,800)
自宅外 ¥60,000 ¥49,200 ¥75,800 ¥125,000 ¥0 ¥32,800 ¥50,600 ¥83,400 ¥0 ¥16,400 ¥25,300 ¥41,700 (¥18,300)

非課税世帯（減免・給付 満額支援） 準ずる世帯（減免・給付 2/3支援） 準ずる世帯（減免・給付 1/3支援)
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※利用可能額が３万円以上の場合、学生等は下記その利用可能額または２万円のいずれかを選択可能

新たな支援措置（授業料等減免・給付型奨学金（学資支給金））の実施に伴い、中間所得層との支援バランスの観点から、新たな
支援措置の対象者については、無利子奨学金（第一種学資貸与金）の額を調整する。

授業料等減免
2／3

1／3

２／3

1／3

約270万円
〔非課税〕

約300万円 約380万円
年収目安

（年収は、両親・本人・中学生の家族４人
世帯の場合の目安。基準を満たす世帯年
収は家族構成により異なる。）

給付型奨学金
(学資支給金)

約800万円

無利子奨学金
（第一種学資貸与金）

貸与
上限額

※有利子奨学金（第二種学資貸与金）は、授業料等減免・給付型奨学金を受けた場合についても、利用額の制限なし。
（月2万円～12万円までの間で選択）

無利子奨学金の貸与上限額を制限

授業料等減免又は給付型奨学金
の支給を受けた場合における

無利子奨学金の額
（調整後）

無利子奨学金の貸与上限額
（調整前）

－ （授業料の減免上限額＋給付型奨学金の支給額）＝

※夜間部や通信課程の場合など、上表と異なる額となる場合がある。

資料３


Sheet1

								無利子貸与上限額 ムリシ タイヨ ジョウゲン ガク		非課税世帯（減免・給付 満額支援） ヒカゼイ セタイ ゲンメン キュウフ マンガク シエン												準ずる世帯（減免・給付 2/3支援） ジュン セタイ ゲンメン キュウフ シエン												準ずる世帯（減免・給付 1/3支援) ジュン セタイ ゲンメン キュウフ シエン

										減免額 ゲンメン ガク		給付額 キュウフガク		減免＋給付
合計 ゲンメン キュウフ ゴウケイ		利用可能額 リヨウ カノウガク		学生数 ガクセイスウ		無利子所要額（百万円） ムリシ ショヨウ ガク ヒャクマンエン		減免額 ゲンメン ガク		給付額 キュウフガク		減免＋給付
合計 ゲンメン キュウフ ゴウケイ		利用可能額 リヨウ カノウガク		学生数 ガクセイスウ		無利子所要額（百万円） ムリシ ショヨウ ガク ヒャクマンエン		減免額 ゲンメン ガク		給付額 キュウフガク		減免＋給付
合計 ゲンメン キュウフ ゴウケイ		利用可能額 リヨウ カノウガク		学生数 ガクセイスウ		無利子所要額（百万円） ムリシ ショヨウ ガク ヒャクマンエン

		大学 ダイガク		国公立 コッコウリツ		自宅 ジタク		¥45,000		¥44,700		¥29,200		¥73,900		¥0		18,060		¥0		¥29,800		¥19,500		¥49,300		¥0		0		¥0		¥14,900		¥9,800		¥24,700		(¥20,300)		0		¥0

						自宅外 ジタクガイ		¥51,000		¥44,700		¥66,700		¥111,400		¥0		42,830		¥0		¥29,800		¥44,500		¥74,300		¥0		0		¥0		¥14,900		¥22,300		¥37,200		(¥13,800)		0		¥0

				私立 シリツ		自宅 ジタク		¥54,000		¥58,400		¥38,300		¥96,700		¥0		124,896		¥0		¥38,900		¥25,600		¥64,500		¥0		0		¥0		¥19,500		¥12,800		¥32,300		(¥21,700)		0		¥0

						自宅外 ジタクガイ		¥64,000		¥58,400		¥75,800		¥134,200		¥0		104,692		¥0		¥38,900		¥50,600		¥89,500		¥0		0		¥0		¥19,500		¥25,300		¥44,800		(¥19,200)		0		¥0

		短大 タンダイ		国公立 コッコウリツ		自宅 ジタク		¥45,000		¥32,500		¥29,200		¥61,700		¥0		166		¥0		¥21,700		¥19,500		¥41,200		(¥3,800)		0		¥0		¥10,900		¥9,800		¥20,700		(¥24,300)		0		¥0

						自宅外 ジタクガイ		¥51,000		¥32,500		¥66,700		¥99,200		¥0		664		¥0		¥21,700		¥44,500		¥66,200		¥0		0		¥0		¥10,900		¥22,300		¥33,200		(¥17,800)		0		¥0

				私立 シリツ		自宅 ジタク		¥53,000		¥51,700		¥38,300		¥90,000		¥0		9,253		¥0		¥34,500		¥25,600		¥60,100		¥0		0		¥0		¥17,300		¥12,800		¥30,100		(¥22,900)		0		¥0

						自宅外 ジタクガイ		¥60,000		¥51,700		¥75,800		¥127,500		¥0		3,475		¥0		¥34,500		¥50,600		¥85,100		¥0		0		¥0		¥17,300		¥25,300		¥42,600		(¥17,400)		0		¥0

		高専 コウセン		国公立 コッコウリツ		自宅 ジタク		¥45,000		¥19,600		¥17,500		¥37,100		(¥7,900)		2,138		(¥17)		¥13,100		¥11,700		¥24,800		(¥20,200)		0		¥0		¥6,600		¥5,900		¥12,500		(¥32,500)		0		¥0

						自宅外 ジタクガイ		¥51,000		¥19,600		¥34,200		¥53,800		¥0		974		¥0		¥13,100		¥22,800		¥35,900		(¥15,100)		0		¥0		¥6,600		¥11,400		¥18,000		(¥33,000)		0		¥0

				私立 シリツ		自宅 ジタク		¥53,000		¥58,400		¥26,700		¥85,100		¥0		48		¥0		¥38,900		¥17,800		¥56,700		¥0		0		¥0		¥19,500		¥8,900		¥28,400		(¥24,600)		0		¥0

						自宅外 ジタクガイ		¥60,000		¥58,400		¥43,300		¥101,700		¥0		22		¥0		¥38,900		¥28,900		¥67,800		¥0		0		¥0		¥19,500		¥14,500		¥34,000		(¥26,000)		0		¥0

		専門学校 センモン ガッコウ		国公立 コッコウリツ		自宅 ジタク		¥45,000		¥13,900		¥29,200		¥43,100		(¥1,900)		790		(¥2)		¥9,300		¥19,500		¥28,800		(¥16,200)		0		¥0		¥4,700		¥9,800		¥14,500		(¥30,500)		0		¥0

						自宅外 ジタクガイ		¥51,000		¥13,900		¥66,700		¥80,600		¥0		715		¥0		¥9,300		¥44,500		¥53,800		¥0		0		¥0		¥4,700		¥22,300		¥27,000		(¥24,000)		0		¥0

				私立 シリツ		自宅 ジタク		¥53,000		¥49,200		¥38,300		¥87,500		¥0		26,145		¥0		¥32,800		¥25,600		¥58,400		¥0		0		¥0		¥16,400		¥12,800		¥29,200		(¥23,800)		0		¥0

						自宅外 ジタクガイ		¥60,000		¥49,200		¥75,800		¥125,000		¥0		23,655		¥0		¥32,800		¥50,600		¥83,400		¥0		0		¥0		¥16,400		¥25,300		¥41,700		(¥18,300)		0		¥0

																		358,523		(¥18)										0		¥0										0		¥0
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