
令和 2 年 3 月 19 日（木）  

公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団  

 

専修学校(専門課程)給付奨学生【令和２年度進級者】 

以下の概要と合わせて、募集要項をお読みになった上でご応募ください。  

 

 沖縄県国際交流・人材育成財団では、沖縄の子供たちが家庭の経済状況にかかわらず勉

学の機会を得られるようにするとともに沖縄経済を担う産業の人材育成を図るため、主と

して観光や情報通信分野の専修学校専門課程（以下「専門学校」という。）に進学した場合

に経済的支援を行うことを目的に、給付奨学生の募集をいたします。  

 申込み等の手続きについては専門学校を通じて行います。詳細につきましては、在学す

る専門学校の奨学金担当者または当財団へお問い合わせください。  

 

 

◆応募資格：令和 2 年度に専修学校専門課程へ進級を予定している下記の①～②の者で、

意欲と能力を有し、住民税非課税 (及びそれに準ずる)世帯に該当する人。  

①沖縄県内に所在する高等学校等を初めて卒業 (ただし、広域通信制高校の場合、

卒業時に沖縄県内に住所を有する人 )した日の属する年度の翌年度の末日から専

門学校へ入学した日までの期間が２年を経過していない人  

②高等学校卒業程度認定試験 (以下「認定試験」という。 )の受験資格取得した年  

度(16 歳となる年度)の初日から認定試験に合格した日 (ただし、合格時に沖縄県  

内に住所を有する人)の属する年度の末日までの期間が５年を経過していない人  

(５年を経過していても、毎年度認定試験を受験していた人は含みます )で、か 

つ認定試験に合格した日の属する年度の翌年度の末日から専門学校へ入学した  

日までの期間が２年を経過していない人  

 

◆申込方法：申込書類を在学する専門学校から受け取り、学校が定める提出期日（概ね  

4 月下旬頃）までに専門学校へ申し込む。  

 

◆給  付  

①通常の課程（月額）  

JASSO 給付奨学金受給有無・  

世帯の所得金額に基づく区分  

国公立  私 立  

自宅通学  自宅外通学  自宅通学  自宅外通学  

JASSO の給付奨学

金を受けていない人  

第Ⅰ区分  
２９，２００円  

(３３，３００円 ) 
６６，７００円  

３８，３００円  

(４２，５００円 ) 
７５，８００円  

第Ⅱ区分  
１９，５００円  

(２２，２００円 ) 
４４，５００円  

２５，６００円  

(２８，４００円 ) 
５０，６００円  

第Ⅲ区分  
９，８００円  

(１１，１００円 ) 
２２，３００円  

１２，８００円  

(１４，２００円 ) 
２５，３００円  

JASSO の給付奨学

金を受けている人  

第Ⅰ区分  
 ９，２００円  

(１３，３００円 ) 
３６，７００円  

 ８，３００円  

(１２，５００円 ) 
３５，８００円  

第Ⅱ区分  
    ０円  

(２，２００円 ) 
１４，５００円  

     ０円  

(   ０円 ) 
１０，６００円  

第Ⅲ区分  
    ０円  

(   ０円 ) 
     ０円  

      ０円  

(      ０円 ) 
      ０円  

 

 



1）   生活保護世帯（受けている扶助の種類を問いません。）を受けている生計維持者と同居している人及び児

童養護施設等（※）から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。  

※「児童養護施設等」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設（情緒障害児短期治療施設

から改称）、児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）を行う者、小規模住居型児童養育事業（ファミリーホー

ム）を行う者、里親を指します。  

 

2）   自宅通学とは、学生が生計維持者（父母等）と同居している（又はこれに準ずる）状態のことをいいます。

「自宅外通学」の月額を選択する場合、自宅外通学であることの証明書類（アパートの賃貸借契約書のコピー

等）の提出が毎年度必要です。  

なお、自宅外通学の区分で支給を受けるためには、次のいずれかに該当している必要があります。  

ア .実家（生計維持者いずれもの住所）から大学等までの通学距離が片道 60 キロメートル以上（目

安） 

イ .実家から大学等までの通学時間が片道 120 分以上（目安） 

ウ .実家から大学等までの通学費が月 1 万円以上（目安） 

エ .実家から大学等までの通学時間が片道 90 分以上であって、通学時間帯に利用できる交通機関の

運行本数が 1 時間当り 1 本以下（目安） 

オ .その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、実家からの通学が困難である場合  

3）   令和元年度以前に決定された日本学生支援機構の給付型奨学金の支給額が令和２年度における沖縄独

自の給付型奨学金の支給額に満たない場合、その差額分のみが支給されます。  

 

 

②通信教育課程  

JASSO 給付奨学金受給状況・  

世帯の所得金額に基づく区分  
（国立・公立・私立／自宅・自宅外共通）  

JASSO の給付奨学

金を受けていない人  

第Ⅰ区分  ５１，０００円  

第Ⅱ区分  ３４，０００円  

第Ⅲ区分  １７，０００円  

JASSO の給付奨学

金を受けている人  

第Ⅰ区分   １，０００円  

第Ⅱ区分        ０円  

第Ⅲ区分        ０円  

 

 1) 履修の形態（印刷教材、スクーリング、放送、メディア）に関わらず、上表の額が面接授業を受ける初回

月に年１回支給されます。  

2）   令和元年度以前に決定された日本学生支援機構の給付型奨学金の支給額が令和２年度における沖縄

独自の給付型奨学金の支給額に満たない場合、その差額分のみが支給されます。  
 

<参考> 現在受給している沖縄独自の給付奨学金の取扱い  

 現在、沖縄独自の給付奨学金を受給している人は、令和２年度から実施される新しい給付奨学

金に切り替えていただきます。なお、令和２年度における沖縄独自の給付型奨学金の支給額が従

前の支給額に満たない場合、その差額分が併せて支給されるため財団へ申し出てください。  

 

 

 

 

 

 



◆家計基準（収入基準・資産基準）  

次の「収入基準」及び「資産基準」のいずれも該当する必要があります。（該当しな

い人は採用されません。）  

①収入基準  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②資産基準  

 

 

 

 

※「収入基準」については、下記日本学生支援機構のホームページ内に掲載している「進

学資金シミュレーター」で、あなたの世帯構成で収入基準に該当するかの目安として確認

できす。  

 

 

 

 

 

◆対象校  

給付奨学金の対象校は、令和２年度に日本学生支援機構が行う奨学金新制度を利用

できない専修学校 (専門課程 )の学校です (専修学校 (高等課程・一般課程 )や各種学校は

対象外です )。  

下記文部科学省のリンク先の対象校に含まれない学校で、専修学校 (専門課程 )の学

校は、本財団の実施する給付奨学金への申請が可能です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第Ⅰ区分】  

 本人 (申込学生 )と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること。  

【第Ⅱ区分】  

 本人 (申込学生 )と生計維持者の市町村民税所得割の合計が 100 円以上 25,600 円未満である

こと。  

【第Ⅲ区分】  

 本人 (申込学生 )と生計維持者の市町村民税所得割の合計が 25,600 円以上 51,300 円未満で

あること。  

 本人と生計維持者 (２人 )資産額の合計 (※ )が、2,000 万円未満 (生計維持者が１人のときは、

1,250 万円未満 )であること  

https://www.mext.go.jp/kyufu/support_tg.htm 

【文部科学省 HP_高等教育の修学支援新制度より】  

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin -simulator.html  

【日本学生支援機構 HP_進学資金シミュレーターより】  

https://www.mext.go.jp/kyufu/support_tg.htm
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html


（提出書類の留意点） 

 

 １．「住民票謄本」  

本人及び父母が記載されている住民票謄本で、続柄、本籍地及び世帯主の記載あり、

マイナンバーの記載なしのものを取得してください。  

なお、住民票謄本に本人及び父母のうち、記載されていない者 (進学による別居、単

身赴任等 )がいる場合、住民票謄本に記載されていない者の住民票 (続柄、本籍地及び

世帯主の記載 )も併せて提出してください。  

 

２．本人の「戸籍抄本」  ※令和 2 年 4 月 1 日時点で未成年者の場合のみ提出  

 

 ３．「本人名義の預金 (通帳 )口座の通帳コピー」  

※ 口座名義人 (学生本人 )、口座番号が確認できるページをＡ４用紙へコピーして  

 ください。  

なお、ゆうちょ銀行の通帳は見開き２ページに掲載されていますのでご注意く  

ださい。  

 

４．住民税非課税 (及びそれに準ずる )世帯に関する証明書類  

  「平成 31 年度 (平成 30 年分 )市町村県民税所得課税証明書」  

 

５．生活保護世帯又は社会的養護を必要とする者  ※該当者のみ  

  〇「生活保護受給証明書」  （生計維持者が生活保護受給中）  

  〇「施設等在籍証明書」等 （児童養護施設等入所者、里親の養育を受けている人） 

 

 ６．自宅外通学希望者の証明書について  

学生本人の証明書  

○本人名義のアパート・マンション等の賃貸借契約書（コピー可）  

 

※住民票及び住民税 (非 )課税証明書は、いずれも３ヶ月以内に発行されたもので、  

マイナンバーの記載が無いもの  

 

 

募集要項は、以下のファイルのアイコンをクリックすればダウンロードできます。  

 

令和２年度専修学校給付奨学金募集要項（進級者用）  

 

令和２年度専修学校給付奨学金確認書（申込書）（兼現行給付奨学金の辞退の承諾書）  

 

 

 

 

【問い合わせ先  

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団  

〒901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐 4-2-16 

担当課：奨学課  担  当：知花  

TEL：098-942-9216 FAX：098-942-9220 

http://www.oihf.or.jp/scholarship/youkou/senkyu/senkyu_bosyu.pdf
http://www.oihf.or.jp/scholarship/youkou/senkyu/senkyu_gan.pdf

