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  １ 奨学金事業に関する法令 

 日本国憲法、教育基本法及び独立行政法人日本学生支援機構法 
日本国憲法 第26条（第1項） 
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 
 

教育基本法 第４条 
 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、
性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 
 2.国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、
教育上必要な支援を講じなければならない。 
 3.国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対し
て、奨学の措置を講じなければならない。 

 

独立行政法人日本学生支援機構法 第３条 
 独立行政法人日本学生支援機構は、教育の機会均等に寄与するために学資の貸与及び支給その
他学生等の修学の援助を行い、大学等が学生等に対して行う修学、進路選択その他の事項に関する
相談及び指導について支援を行うとともに、留学生交流の推進を図るための事業を行うことにより、我が
国の大学等において学ぶ学生等に対する適切な修学の環境を整備し、もって次代の社会を担う豊かな
人間性を備えた創造的な人材の育成に資するとともに、国際相互理解の増進に寄与することを目的とす
る。                                                          
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平成２９年度における日本学生支援機構の貸与奨学金は以下のとおり。 

第一種奨学金（無利子）　　
大学、短大、高等専門学校、大学院、専修学校専門課程

学生が選択（高い月額、低い月額）
※私大・自宅外通学の場合
　高い月額：64,000円、低い月額：30,000円

学力

①高校成績が3.5以上(1年生：基準撤廃については次ページ) 又は
②大学成績が学部内において上位1/3以内(2年生以上）　又は
③家計支持者の住民税が非課税である世帯の者（別途定める条
件を満たす場合）
800万円以下
※私大・自宅通学・4人世帯で主たる家計支持者が給与所得者の場合の目安

・返還方式を「定額返還方式」、「所得連動返還方式」から選択
（平成２９年度～）
・減額返還（定額返還方式のみ）、返還期限猶予制度(※)あり
※「猶予年限特例」対象者は、卒業後一定額の収入を得るまでの間は、返還期
　限を猶予（大学院除く）

(平成２９年１０月時点）
利率固定方式 利率見直し方式（5年毎）

0.23% 0.01%
死亡・心身障害による免除
特に優れた業績による免除（大学院のみ）

学生が選択

第二種奨学金（有利子）

返還免除

大学、短大、高等専門学校（4・5年生）、大学院、
専修学校専門課程

①平均以上の成績の者　　又は
②特定の分野において特に優秀な能力を有すると認められる者　　又は
③勉学意欲のある学生

貸与月額

家計 1,143万円以下

死亡・心身障害による免除

※私大・自宅通学・4人世帯で主たる家計支持者が給与所得者の場合の目安

利率固定方式と利率見直し方式の選択制（平成１９年度～）
返還利率

対象学種

区　　分

－

※大学の場合、3、5、8、10、12万円から選択

上限金利３％（在学中は無利息）

返還方法

貸与基準
（大学）

・返還方式は「定額返還方式」のみ
・卒業後20年以内での月賦による元利均等返還
・減額返還、返還期限猶予制度あり

２ 貸与奨学金の種類 


Sheet1

		奨学金の種類 ショウガクキンシュルイ

		区　　分 クブン						第一種奨学金（無利子）　　 ダイイッシュショウガクキンムリシ				第二種奨学金（有利子） ダイニシュショウガクキンユウリシ

		対象学種 タイショウガクシュ						大学、短大、高等専門学校、大学院、専修学校専門課程　　 ダイガクタンダイコウトウセンモンガッコウダイガクインセンシュウガッコウセンモンカテイ				大学、短大、高等専門学校（4・5年生）、大学院、
専修学校専門課程 ダイガクタンダイコウトウセンモンガッコウネンセイダイガクインセンシュウガッコウセンモンカテイ

		貸与月額 タイヨゲツガク						学生が選択（高い月額、低い月額） ガクセイセンタクタカゲツガクヒクゲツガク				学生が選択 ガクセイセンタク

								※私大・自宅外通学の場合
　高い月額：64,000円、低い月額：30,000円 シダイジタクソトツウガクバアイタカゲツガクエンヒクゲツガク				※大学の場合、3、5、8、10、12万円から選択 ダイガクバアイマンエンセンタク

		貸与基準
（大学） タイヨキジュンダイガク		学力 ガクリョク				①高校成績が3.5以上(1年生：基準撤廃については次ページ) 又は
②大学成績が学部内において上位1/3以内(2年生以上）　又は
③家計支持者の住民税が非課税である世帯の者（別途定める条件を満たす場合） コウコウセイセキイジョウネンセイキジュンテッパイツギマタダイガクマタ				①平均以上の成績の者　　又は
②特定の分野において特に優秀な能力を有すると認められる者　　又は
③勉学意欲のある学生 ヘイキンイジョウセイセキモノマタモノ

				家計 カケイ				800万円以下 マンエンイカ				1,143万円以下 マンエンイカ

								※私大・自宅通学・4人世帯で主たる家計支持者が給与所得者の場合の目安 シダイジタクツウガクニンセタイシュカケイシジシャキュウヨショトクシャバアイメヤス				※私大・自宅通学・4人世帯で主たる家計支持者が給与所得者の場合の目安 シダイジタクツウガクニンセタイシュキュウヨショトクシャバアイメヤス

		返還方法 ヘンカンホウホウ						・返還方式を「定額返還方式」、「所得連動返還方式」から選択（平成２９年度～）
・減額返還（定額返還方式のみ）、返還期限猶予制度(※)あり
※「猶予年限特例」対象者は、卒業後一定額の収入を得るまでの間は、返還期
　限を猶予（大学院除く） ゲンガクヘンカンテイガクヘンカンホウシキヘンカンキゲンユウヨセイドユウヨネンゲントクレイタイショウシャソツギョウゴイッテイガクシュウニュウエアイダヘンカンユウヨダイガクインノゾ				・返還方式は「定額返還方式」のみ
・卒業後20年以内での月賦による元利均等返還
・減額返還、返還期限猶予制度あり
 ヘンカンホウシキテイガクヘンカンホウシキソツギョウゴネンイナイゲップガンリキントウヘンカン

		返還利率 ヘンカンリリツ						－				上限金利３％（在学中は無利息） ジョウゲンキンリザイガクチュウムリソク

												利率固定方式と利率見直し方式の選択制（平成１９年度～） リリツコテイホウシキリリツミナオホウシキセンタクセイヘイセイ

												(平成２９年１０月時点） ヘイセイネンガツジテン

												利率固定方式 コテイ		利率見直し方式（5年毎）

												0.23%		0.01%

		返還免除 ヘンカンメンジョ						死亡・心身障害による免除 シボウシンシンショウガイメンジョ				死亡・心身障害による免除 シボウシンシンショウガイメンジョ

								特に優れた業績による免除（大学院のみ） トクスグギョウセキメンジョダイガクイン
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 ３ー１ 貸与月額と貸与期間（第一種） 
 

 

 

          

      

 

 

 

大　　　　　　学

短　期　大　学

1～3年次

4・5年次

専修学校専門課程

修士課程

専門職大学院

博士課程

4月

4月

30,000

50,000

80,000

予約・在学

貸　　与　　期　　間

緊急
区　　分

自宅外 自宅

64,000 30,000

貸　与　終　期自宅
自宅外 緊急

入学月を限
度に家計急
変事由の発
生月以降で
奨学生が希
望する月

卒業・修了予
定年月まで

貸与月額（単位：円）

自宅外 予約 在学自宅

通信教育　夏季・冬季
スクーリング（大学・専
修学校専門課程）

45,000 51,000

国公立 私　　立 貸　与　始　期

30,000

88,000

54,000

53,000 60,000

60,000

51,000

51,000

大
学
院

88,000

122,000

45,000

45,000

専 45,000 51,000 53,000

53,000

60,000 4月30,000

高 21,000 22,500 32,000 35,000 10,000

事由発生の
年度末3月。
ただし、貸与
を受ける年度
の末において
もなお第一種
奨学金を必
要とし願い出
た場合は、翌
年度末とし、
修業年限を
限度として延
長できる。

一面接授業期間

第一種奨学金の貸与月額は、学種・設置者・入学年度等によって異なる。 

※ 「自宅自宅外」月額は、国公私立別及び通学別に関わらず選択することができる。 
※ 平成２６年度より海外留学のための第一種奨学金制度を創設した。 
※ 平成３０年度進学者より、月額設定の見直しを予定。 


奨学金概要

		１　 奨学金事業の概要について ショウガクキンジギョウガイヨウ

		①　奨学金の概要 ショウガクキンガイヨウ

		　1)　種類、対象等 シュルイタイショウトウ

		奨学金の種類 ショウガクキンシュルイ																																		貸与対象 タイヨタイショウ																																												貸与を受けられる学校 タイヨウガッコウ																																																				採用方法 サイヨウホウホウ

		無利子貸与 ムリシタイヨ																																		特に優れた者で経済的理由 トクスグモノケイザイテキリユウ																																												　・高等専門学校 コウトウセンモンガッコウ																																																				・予約採用 ヨヤクサイヨウ

		第一種奨学金 ダイイッシュショウガクキン																																		により、著しく修学に困難が イチジルシュウガクコンナン																																												　・短期大学 タンキダイガク																																																				(進学前に奨学生採 シンガクマエショウガクセイサイ

																																				あるもの																																												　・大学 ダイガク																																																				用候補者として決定 ヨウコウホシャケッテイ

																																				（法14条2項） ホウジョウニコウ																																												　・大学院 ダイガクイン																																																				し、進学後に本決定 シンガクゴホンケッテイ

																																																																																　・専修学校専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ																																																				する。）

																																																																																																																																				・在学採用 ザイガクサイヨウ

																																																																																　　高等学校 コウトウガッコウ																																17年度入学者 ネンドニュウガクシャ																				（入学後の春に採用 ニュウガクゴハルサイヨウ

																																																																																　　専修学校高等課程 センシュウガッコウコウトウカテイ																																から地方移管 チホウイカン																				する。）

																																																																																																																																				・緊急採用 キンキュウサイヨウ

		有利子貸与 ユウリコタイヨ																																		優れた者であって経済的理 スグモノケイザイテキリ																																												　・高等専門学校（4・5年次） コウトウセンモンガッコウネンジ																																																				・予約採用 ヨヤクサイヨウ

		第二種奨学金 ダイニシュショウガクキン																																		由により修学に困難がある ヨシシュウガクコンナン																																												　・短期大学 タンキダイガク																																																				・在学採用 ザイガクサイヨウ

		（在学中無利息） ザイガクチュウムリソク																																		もの																																												　・大学 ダイガク																																																				・応急採用 オウキュウサイヨウ

																																				（法14条3項） ホウジョウコウ																																												　・大学院 ダイガクイン

																																																																																　・専修学校専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ

																																																																																　・海外の短期大学 カイガイタンキダイガク																																																				・予約採用のみ ヨヤクサイヨウ

																																																																																　・海外の大学 カイガイダイガク

																																																																																　・海外の大学院 カイガイダイガクイン

		◎入学時特別増額貸与（第二種奨学金・30万円） ニュウガクジトクベツゾウガクタイヨダイニシュショウガクキンマンエン

		　　入学時にかかる一時的な経費に対応するもので、上表の第一種奨学金・第二種奨学金申込をする際に ニュウガクジイチジテキケイヒタイオウジョウヒョウダイイッシュショウガクキンダイニシュショウガクキンモウシコミサイ

		　　同時に申し込む。 ドウジモウコ





奨学金の種類

		

						奨学金の種類 ショウガクキンシュルイ

						区　　分 クブン						第一種奨学金（無利息） ダイイッシュショウガクキンムリソク						第二種奨学金（利息付） ダイニシュショウガクキンリソクツキ

						対象学種 タイショウガクシュ						大学・短大、高専、大学院、専修学校専門課程 ダイガクタンダイコウセンダイガクインセンシュウガッコウセンモンカテイ						大学・短大、高専（4・5年生）、大学院、専修学校専門課程 ダイガクタンダイコウセンネンセイダイガクインセンシュウガッコウセンモンカテイ

												※高校・専修学校高等課程は平成17年度入学者から順次都道府県へ移管 コウコウセンシュウガッコウコウトウカテイヘイセイネンドニュウガクシャジュンジトドウフケンイカン

						貸与月額 タイヨゲツガク						定額 テイガク						学生が選択 ガクセイセンタク

												※私大・自宅外通学の場合6.4万円 シダイジタクソトツウガクバアイマンエン						※大学の場合、３、５、８、１０万円から選択 ダイガクバアイマンエンセンタク

						貸与基準 タイヨキジュン		学力 ガクリョク				①高校成績が３.５以上 コウコウセイセキイジョウ						①平均以上の成績の学生 ヘイキンイジョウセイセキガクセイ

												②大学成績が学部内において上位1/3以内 ダイガクセイセキガクブナイジョウイイナイ						②特定の分野において特に優秀な能力を有すると認められる学生 トクテイブンヤトクユウシュウノウリョクユウミトガクセイ

																		③勉学意欲のある学生 ベンガクイヨクガクセイ

								家計 カケイ				997万円以下 マンエンイカ						1,343万円以下 マンエンイカ

												※私大・自宅通学・4人世帯で主たる家計支持者が給与所得者の場合 シダイジタクツウガクニンセタイシュカケイシジシャキュウヨショトクシャバアイ						※私大・自宅通学・4人世帯で主たる家計支持者が給与所得者の場合 シダイジタクツウガクニンセタイシュキュウヨショトクシャバアイ

						返還方法 ヘンカンホウホウ						卒業後20年以内 ソツギョウゴネンイナイ						卒業後20年以内の元利均等返還 ソツギョウゴネンイナイガンリキントウヘンカン

						返還利率・返還利息 ヘンカンリリツヘンカンリソク						－						上限3%の固定金利（在学中は無利息） ジョウゲンコテイキンリザイガクチュウムリソク





予算

		　2)　貸与月額・貸与期間 タイヨゲツガクタイヨキカン

										・第一種奨学金の貸与月額は、学種・設置者・入学年度等によって異なる。 ダイイッシュショウガクキンタイヨゲツガクガクシュセッチシャニュウガクネンドトウコト

										・第二種奨学金は、奨学生が希望する貸与月額を選択する。 ダイニシュショウガクキンショウガクセイキボウタイヨゲツガクセンタク

								貸与月額・貸与期間一覧表 タイヨゲツガクタイヨキカンイチランヒョウ

												第一種奨学金 ダイイッシュショウガクキン

										区　　分 クブン																								貸与月額（単位：円） タイヨゲツガクタンイエン																																																		貸　　与　　期　　間 カシクミキアイダ

																																		国公立 コッコウリツ																				私　　立 ワタシタテ																				自宅
自宅外 ガイ										貸　与　始　期 カシクミハジメキ																																						貸　与　終　期 カシクミシュウキ

																																		自宅 ジタク										自宅外 ジタクガイ										自宅 ジタク										自宅外 ジタクガイ																				予約 ヨヤク												在学 ザイガク												緊急 キンキュウ														予約・在学 ヨヤクザイガク														緊急 キンキュウ

										大　　　　　　学 ダイガク																								45,000										51,000										54,000										64,000										30,000																																		入学月を限度に家計急変事由の発生月以降で奨学生が希望する月 ニュウガクツキゲンドカケイキュウヘンジユウハッセイツキイコウショウガクセイキボウツキ														卒業・修了予定年月まで ソツギョウシュウリョウヨテイネンゲツ														事由発生の年度末3月。ただし、貸与を受ける年度の末においてもなお第一種奨学金を必要とし願い出た場合は、翌年度末とし、修業年限を限度として延長できる。 ジユウハッセイネンドマツガツタイヨウネンドマツダイイッシュショウガクキンヒツヨウネガデバアイヨクネンドマツシュウギョウネンゲンゲンドエンチョウ

										短　期　大　学 タンキダイガク																								45,000										51,000										53,000										60,000										30,000										4月 ガツ

										高 タカ				1～3年次 ネンジ																				21,000										22,500										32,000										35,000										10,000

										専 アツム				4・5年次 ネンジ																				45,000										51,000										53,000										60,000										30,000																						4月 ガツ

										専修学校専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ																								45,000										51,000										53,000										60,000										30,000

										大
学
院 ダイガクイン				修士課程 シュウシカテイ																				88,000																																								50,000										4月 ガツ

														専門職大学院 センモンショクダイガクイン

														博士課程 ハカセカテイ																				122,000																																								80,000

										通信教育　夏季・冬季スクーリング（大学・専修学校専門課程）　 ツウシンキョウイクカキトウキ																								88,000																																																		一面接授業期間 イチメンセツジュギョウキカン

												第二種奨学金 ダイニシュショウガクキン

										区　　分 クブン																								貸与月額 タイヨゲツガク																																								貸　　与　　期　　間 カシクミキアイダ

																																																																										貸　与　始　期 カシクミハジメキ																																																		貸　与　終　期 カシクミシュウキ

																																																																										予約 ヨヤク												在学 ザイガク																		応急 オウキュウ																				予約・在学・応急 ヨヤクザイガクオウキュウ

										高等専門学校・
大学・短期大学・
専修学校専門課程 コウトウセンモンガッコウダイガクタンキダイガクセンシュウガッコウセンモンカテイ																								3万円・5万円・8万円・10万円から奨学生が希望する額を選択　（注） マンエンマンエンマンエンマンエンショウガクセイキボウガクセンタクチュウ																																								4月												4月～9月の間で奨学生が希望する月 ガツガツアイダショウガクセイキボウツキ																		入学月からを限度に家計急変事由の発生月以降で奨学生が希望する月 ニュウガクヅキゲンドカケイキュウヘンジユウハッセイツキイコウショウガクセイキボウツキ																				卒業・修了予定年月まで ソツギョウシュウリョウヨテイネンゲツ

										大学院 ダイガクイン																								5万円・8万円・10万円・13万円から奨学生が希望する額を選択　（注） マンエンマンエンマンエンマンエンショウガクセイキボウガクセンタクチュウ																																								4月

												（注） チュウ								上記貸与月額の他に、私立大学の医学・歯学を履修する課程に在学する者については ジョウキタイヨゲツガクホカシリツダイガクイガクシガクリシュウカテイザイガクモノ

																				14万円を、薬学・獣医学を履修する課程に在学する者については12万円を法科大学院 マンエンヤクガクジュウイガクリシュウカテイザイガクモノマンエンホウカダイガクイン

																				の法学を履修する課程に在学する者については17万円又は20万円の貸与月額を選択 ホウガクリシュウカテイザイガクモノマンエンマタマンエンタイヨゲツガクセンタク

																				することができる。





予算 (2)

		②　奨学金事業予算 ショウガクキンジギョウヨサン

		　1)　平成19年度予算 ヘイセイネンドヨサン

																																																																																																																																												（単位：千円） タンイセンエン

						区　　　　　　　分 クブン																																																平成18年度 ヘイセイネンド																														平成19年度 ヘイセイネンド																														比較増△減 ヒカクゾウゲン

						事業費合計　（A＋C） ジギョウヒゴウケイ																																																				780,977,691																														821,535,103																														40,557,412

						無
利
子
貸
与 ムリコカシクミ						事業費総額　（A) ジギョウヒソウガク																																														253,137,670																														248,870,771																														△ 4,266,899

												財 ザイ						政府貸付金　（B) セイフカシツケキン																																								81,336,138																														74,708,821																														△ 6,627,317

												源 ミナモト						返還金充当額 ヘンカンキンジュウトウガク																																								171,801,532																														174,161,950																														2,360,418

						有
利
子
貸
与 アリコカシクミ						事業費総額　（C) ジギョウヒソウガク																																														527,840,021																														572,664,332																														44,824,311

												財

源 ザイミナモト						財政融資資金 ザイセイユウシシキン																																								347,300,000																														383,200,000																														35,900,000

																		財投機関債 ザイトウキカンサイ																																								117,000,000																														117,000,000																														0

																		返還金充当額等 ヘンカンキンジュウトウガクトウ																																								63,540,021																														72,464,332																														8,924,311

												〔利子補給金〕（D) リシホキュウキン																																										〔				11,387,291																						〕				〔				16,898,330																						〕				〔				5,511,039																						〕

						返還免除等補助金（E) ヘンカンメンジョトウホジョキン																																																				1,711,210																														2,004,842																										0				293,632

						一般会計負担額（B＋D＋E） イッパンカイケイフタンガク																																																				94,434,639																														93,611,993																										0				△ 822,646

						（注）高等学校等奨学金の地方移管に伴う交付金（平成18年度 18,963,117千円、平成19年度 チュウコウトウガッコウナドショウガクキンチホウイカントモナコウフキンヘイセイネンドセンエンヘイセイネンド

						　　　28,799,807千円）を除く。 センエンノゾ

		　2)　事業費の推移 ジギョウヒスイイ





概略図 

		２  奨学生の採用から奨学金の返還について ショウガクセイサイヨウショウガクキンヘンカン

		①採用から返還までの概要 サイヨウヘンカンガイヨウ

				貸与継続中

																		学資貸与第一課 ガクシタイヨダイイチカ

																		学資貸与第二課 ガクシタイヨダイニカ

																		奨学事業管理課 ショウガクジギョウカンリカ

																		返還促進課 ヘンカンソクシンカ

																		返還相談センター ヘンカンソウダン

																		債権管理課 サイケンカンリカ

																		（機関保証室） キカンホショウシツ

																		返還免除課 ヘンカンメンジョカ

																		奨学事業管理課 ショウガクジギョウカンリカ



〈　概　略　図　解　〉

申込み
・申込データ
・確認書の提出
・機関保証の申込書

推薦（学校長から）

採用決定

「奨学生証」の受取り
「奨学生のしおり」の受取り

奨学金交付
（原則毎月１回口座振込）

「貸与額通知書」の受取り
「奨学金継続願」の提出

廃止

適格認定

停止

貸与終了
（卒業・辞退・退学・廃止等）

返還誓約書（借用証書）提出

リレー口座加入手続き
（金融機関へ）

口座振替開始

未提出

不適格

返還完了

「返還猶予願い」提出
（返還期限猶予希望者）

猶予事由終了

継続

復活

廃止



口座振替

		②　奨学金の返還回収の概要 ショウガクキンヘンカンカイシュウガイヨウ

																				加入督促通知（本人、連帯保証人） カニュウトクソクツウチホンニンレンタイホショウニン

																				加入督促架電（本人）　（外部委託により実施） カニュウトクソクカデンホンニンガイブイタクジッシ

																								督促架電は、外部委託により トクソクカデンガイブイタク

																								実施 ジッシ

																										返還促進課 ヘンカンソクシンカ

																										返還相談センター ヘンカンソウダン

																										債権管理課 サイケンカンリカ

																										奨学事業管理課 ショウガクジギョウカンリカ

																										債権管理課 サイケンカンリカ

																										返還促進課 ヘンカンソクシンカ



振替不能６回目
(振替停止）

請求書発送

督促

支払督促申立予告

支払督促申立

異議申立

口頭弁論

終了

・返還期日6ヶ月経過者
・住所不明者は連帯保証人等に住所調査を兼ねて請求

・請求書発送（６，９，12，３月）
・延滞状況により区分し、各々督促文書を同封。延滞の早期解消を図る
・本人・連帯保証人に対して電話督促
・保証人に督励状を送付

・延滞1年以上で特に必要な者
・発信者は本機構顧問弁護士名
・履行の期限を指定　履行されないときは裁判上の督促手続きをする旨警告
・配達証明付書留で発送

・訴額が概ね30万円以上の者
・督促手続費用賦課
・債務者の住所地を管轄する簡易裁判所

仮執行宣言付
支払督促申立

・支払督促発送後2週間を経過した後30日以内
・債務者が仮宣送達後2週間以内に異議申立をしない時は督促手続きは
　終了し支払督促は確定、判決と同一の効力を生じる。

強制執行予告

・仮執行宣言付支払督促が確定した者
・判決が確定した者
・和解や調停が成立したもので返還不履行者

強制執行

（毎月）

振替不能1回目

振替不能通知送付（本人）、督促架電（本人）

振替不能２回目

振替不能３回目

振替不能４回目

振替不能５回目

振替不能通知送付（本人）、督促架電及び督励状（連帯保証人）

振替不能通知送付（本人）、督促架電（連帯保証人）

振替不能通知送付（本人）、督促架電及び督励状（保証人）

振替不能通知送付（本人）、督促架電（本人）

督促架電（本人）

加入申込

加入処理

加入承認通知（本人）

振替

リレー口座未加入者に対する督促

振替案内通知（本人）　（年１回）

・債権（給料）に対する執行



奨学事業部

		３　 奨学事業部の事務分掌について ショウガクジギョウブジムブンショウ

																奨　　学　　事　　業　　計　　画　　課　 ススムガクコトギョウケイガカ

																								総務係				・部の統括 ブトウカツ

																												・会議の準備・運営 カイギジュンビウンエイ

																				部の統括に関する業務を担当する。 ブトウカツカンギョウムタントウ								・通知文等文書の管理 ツウチブントウブンショカンリ

																												・帳票類、ポスター等印刷物の作成 チョウヒョウルイトウインサツブツサクセイ

																												・ホームページの管理 カンリ

																												・奨学金の貸与・返還に関する証明書の発行 ショウガクキンタイヨヘンカンカンショウメイショハッコウ

																								企画係 キカクガカリ				・中期計画関係 チュウキケイカクカンケイ

																												・規程・細則の制定・改廃 キテイサイソクセイテイカイハイ

																				中期計画に基づく奨学事業の改善及び進捗管理等の企画立案に関する業務を担当する。                  チュウキケイカクモトショウガクジギョウカイゼンオヨシンチョクカンリトウキカクリツアンカンギョウムタントウ								・貸与に関する基準の作成・更新 タイヨカンキジュンサクセイコウシン

																												・業績優秀者返還免除制度（制度に関する業務） ギョウセキユウシュウシャヘンカンメンジョセイドセイドカンギョウム

																												・返還説明会への職員派遣 ヘンカンセツメイカイショクインハケン

																				※機関保証制度に関する立案業務は「奨学事業管理課機関保証室」が担当する。								・貸与対象専修学校の認定 タイヨタイショウセンシュウガッコウニンテイ

																								貸与計画係 タイヨケイカクガカリ				・奨学金貸与に係わる予算要求・実施計画策定 ショウガクキンタイヨカカヨサンヨウキュウジッシケイカクサクテイ

																												・内示割当策定 ナイジワアサクテイ

																				奨学金貸与に係る予算要求、実施計画及び執行に関する業務を担当する。								・採用実績等統計資料作成 サイヨウジッセキトウトウケイシリョウサクセイ

																												・借入関係資料作成 カイカンケイシリョウサクセイ

																												・業績優秀者免除に係る推薦枠・免除決定に関するシュミレーション等 ギョウセキユウシュウシャメンジョカカワスイセンワクメンジョケッテイカントウ

								企画担当副部長 キカクタントウフクブチョウ

																								返還計画係 ヘンカンケイカクガカリ				・返還金回収に係る予算要求・実施計画策定 ヘンカンキンカイシュウカカワヨサンヨウキュウジッシケイカクサクテイ

																												・報奨金払出に係る計画 ホウショウキンハライダカカワケイカク

																				返還金回収に係る予算要求、実施計画及び執行に関する業務を担当する。								・回収実績等統計資料作成 カイシュウジッセキトウトウケイシリョウサクセイ

																奨学事業管理課 ススムガクコトギョウカンリカ								管理係 カンリガカリ				・振込・振替・戻入・払込等の出納関係（払込取扱票処理を含む） フリコミフリカエレイニュウハライコミトウスイトウカンケイハライコミトリアツカヒョウショリフク

																												・報奨金の払出、返還完了通知の発送 ホウショウキンハライダヘンカンカンリョウツウチハッソウ

																				執行部門の業務管理に関する業務を担当する。 シッコウブモンギョウムカンリカンギョウムタントウ								・外部委託・派遣職員導入関係（通知等文書・帳票類の発送、口座加 ガイブイタクハケンショクインドウニュウカンケイツウチトウブンショチョウヒョウルイハッソウコウザカ

																												　入処理、在学猶予処理、住所調査、転居届処理） イリショリザイガクユウヨショリジュウショチョウサテンキョトドケショリ

																												・情報システム運用上の連絡・調整 ジョウホウウンヨウジョウレンラクチョウセイ

		奨学事業部長 ショウガクジギョウブチョウ

																								約定係 ヤクジョウガカリ				・確認書・返還誓約書の照合・管理 カクニンショヘンカンセイヤクショショウゴウカンリ

																												・連保人・保証人に係る変更関係 レンポニンホショウニンカカワヘンコウカンケイ

																				約定書に関する業務を担当する。 ヤクジョウショカンギョウムタントウ								・返還誓約書未提出者督促 ヘンカンセイヤクショミテイシュツシャトクソク

																												・返還誓約書の再作成 ヘンカンセイヤクショサイサクセイ

																債権管理課 サイケンカンリカ								債権管理係 サイケンカンリガカリ				・債権の分類 サイケンブンルイ

																												・債権管理に係るコンプライアンスの確立 サイケンカンリカカワカクリツ

																												・コンプライアンスの運用のための研修 ウンヨウケンシュウ

																				債権管理に関する業務を担当する。 サイケンカンリカンギョウムタントウ								・債権回収会社の活用 サイケンカイシュウガイシャカツヨウ

																												・請求書作成（定期請求・中間請求） セイキュウショサクセイテイキセイキュウチュウカンセイキュウ

																								法務係 ホウムガカリ				・法的措置関係 ホウテキソチカンケイ

																												・債務整理関係 サイムセイリカンケイ

																				返還金回収に関する法的措置に関する業務を担当する。 ヘンカンキンカイシュウカンホウテキソチカンギョウムタントウ								・回収不能債権の償却 カイシュウフノウサイケンショウキャク

																				機関保証室 キカンホショウシツ				機関保証係 キカンホショウガカリ						・機関保証制度 キカンホショウセイド

																														・機関保証への保証変更 キカンホショウホショウヘンコウ

																				機関保証に関する業務を担当する。 キカンホショウカンギョウムタントウ										・保証機関に対する代位弁済請求 ホショウキカンタイダイイベンサイセイキュウ

																														・代理徴収保証料の支払い ダイリチョウシュウホショウリョウシハライ

																学資貸与第一課 ガクシタイヨダイイッカ								大学・大学院第一係 ダイガクダイガクインダイイチガカリ		【三重県以東】 ミエケンイトウ						　　・大学・大学院奨学金に係る採用関係 ダイガクダイガクインショウガクキンカカワサイヨウカンケイ

																																　　・大学・大学院奨学金に係る振込関係 フコカンケイ

																				国内の大学・大学院の奨学金貸与に関する業務を担当する。 コクナイダイガクダイガクインショウガクキンタイヨカンギョウムタントウ												　　・大学・大学院奨学金に係る異動処理 イドウショリ

																																　　・大学・大学院奨学金に係る補導（適格認定）関係 ホドウテキカクニンテイカンケイ

																																　　・大学・大学院奨学金に係る返還誓約書等の徴収 ヘンカンセイヤクショトウチョウシュウ

																								大学・大学院第ニ係 ダイガクダイガクインダイガカリ		【滋賀県以西】 シガケンイセイ						　　・大学院予約 ダイガクインヨヤク

																																　　・予約採用係との相互補助 ヨヤクサイヨウガカリソウゴホジョ

																								予約採用係 ヨヤクサイヨウガカリ				　・大学・短大・高専・専修学校奨学金に係る予約採用関係 ダイガクタンダイコウセンセンシュウガッコウショウガクキンカカワヨヤクサイヨウカンケイ

																												　・大学・大学院第一、二係との相互補助 ダイガクダイガクインダイイチニガカリソウゴホジョ

																				国内の大学・短大・高専・専修学校進学予定者への予約採用及び高校奨学金（時限業務）に関する業務を担当する。 コクナイダイガクタンダイコウセンセンシュウガッコウシンガクヨテイシャヨヤクサイヨウオヨコウコウショウガクキンジゲンギョウムカンギョウムタントウ								　・高校奨学金に係る振込関係 コウコウショウガクキンカカワフリコミカンケイ

																												　・高校奨学生に係る異動処理　　　　　　　　　（時限業務） コウコウショウガクセイカカワイドウショリジゲンギョウム

																												　・高校奨学生に係る補導関係 コウコウショウガクセイカカワホドウカンケイ

																												　・返還誓約書等の徴収 ヘンカンセイヤクショトウチョウシュウ

																学資貸与第ニ課 ガクシタイヨダイカ								短大・高専・専修学校第一係 タンダイコウセンセンシュウガッコウダイイチガカリ		【三重県以東】 ミエケンイトウ

																																　・短大・高専・専修学校奨学金に係る採用関係 タンダイコウセンセンシュウガッコウショウガクキンカカワサイヨウカンケイ

																				国内の短大・高専・専修学校の奨学金貸与に関する業務を担当する。 コクナイタンダイコウセンセンシュウガッコウショウガクキンタイヨカンギョウムタントウ												　・短大・高専・専修学校奨学金に係る振込関係 フコカンケイ

																																　 ・短大・高専・専修学校奨学金に係る異動処理 イドウショリ

																																　・短大・高専・専修学校奨学金に係る補導関係 ホドウカンケイ

																								短大・高専・専修学校第ニ係 タンダイコウセンセンシュウガッコウダイガカリ		【滋賀県以西】 シガケンイセイ						　・返還誓約書等の徴収 ヘンカンセイヤクショトウチョウシュウ

								業務運営担当副部長 ギョウムウンエイタントウフクブチョウ																海外貸与係 カイガイタイヨガカリ				・第二種奨学金（海外）に関する採用業務 ダイニシュショウガクキンカイガイカンサイヨウギョウム

																												・第二種奨学金（海外）に関する振込関係 ダイニシュショウガクキンカイガイカンフリコミカンケイ

																				第二種奨学金（海外）及び短期留学に係る新たな奨学金に関する業務を担当する。 ダイニシュショウガクキンカイガイオヨタンキリュウガクカカワアラショウガクキンカンギョウムタントウ								・第二種奨学金（海外）に関する異動処理 ダイニシュショウガクキンカイガイカンイドウショリ

																												・第二種奨学金（海外）に関する補導関係 ダイニシュショウガクキンカイガイカンホドウカンケイ

																												・短期留学に関する新たな業務 タンキリュウガクカンアラギョウム

																												・返還誓約書等の徴収 ヘンカンセイヤクショトウチョウシュウ

																返還促進課 ヘンカンソクシンカ

																								返還促進係 ヘンカンソクシンガカリ				正常な返還に係る請求及び延滞1年未満に対する返還請求業務を主として担当し、このほか返還期限猶予、返還方法の変更等の願出・届出の処理業務を行う。 セイジョウヘンカンカカワセイキュウオヨエンタイネンミマンタイヘンカンセイキュウギョウムシュタントウヘンカンキゲンユウヨヘンカンホウホウヘンコウトウネガイデトドケデショリギョウムオコナ

																								特別返還促進係 トクベツヘンカンソクシンガカリ				延滞1年以上に対する返還請求業務（法的処理を除く。）を主として担当し、分割返還（法的処理に伴う和解等によるものを含む。）に係る指導、延滞金減免等の処理業務を担当する。 エンタイネンイジョウタイヘンカンセイキュウギョウムホウテキショリノゾシュタントウブンカツヘンカンホウテキショリトモナワカイトウフクカカワシドウエンタイキンゲンメントウショリギョウムタントウ

																返還免除課 ヘンカンメンジョカ								一般免除係 イッパンメンジョガカリ				・死亡免除 シボウメンジョ

																												・心身障害免除 シンシンショウガイメンジョ

																				死亡・心身障害による返還免除及び業績優秀者返還免除に関する業務を担当する。 シボウシンシンショウガイヘンカンメンジョオヨギョウセキユウシュウシャヘンカンメンジョカンギョウムタントウ								・業績優秀者免除（実施に関する業務） ギョウセキユウシュウシャメンジョジッシカンギョウム

																								特別免除係 トクベツメンジョガカリ				・教育職に係る免除 キョウイクショクカカワメンジョ

																												・指定研究職に係る免除 シテイケンキュウショクカカワメンジョ

								返還相談センター ヘンカンソウダン								返還相談統括室 ヘンカンソウダントウカツシツ																　

																										返還相談統括係 ヘンカンソウダントウカツガカリ

																										返還相談センターは、主として大代表への相談対応業務を担当するほか、「旧返還支援室」が行っていたナビダイヤル対応の派遣職員の管理指導業務及びナビダイヤルオーバーフロー分の対応業務を行うとともに、各返還相談センターの効率的、効果的な業務運営を実施するための企画･連絡調整機能を担う「返還相談統括室」を置く。

																東京返還相談センター トウキョウヘンカンソウダン

																名古屋返還相談センター ナゴヤヘンカンソウダン

																大阪返還相談センター オオサカヘンカンソウダン
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事業予算-2(1)


			


						10～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク


									平成10年度			平成11年度			平成12年度			平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度


						第一種奨学金			2,005			2,121			2,198			2,286			2,214			2,385			2,504			2,631			2,721			2,777


						第二種奨学金			650			1,660			1,953			2,446			2,952			3,405			4,316			4,879			5,278			5,727


						学資金計 マナシキンケイ			2,655			3,781			4,151			4,732			5,167			5,790			6,820			7,510			7,999			8,503


						第一種奨学金（無利息）												422			405			427			438			451			460			467


						第二種奨学金（利息付）												331			392			440			527			583			631			676


						貸与人員 タイヨジンイン			499			646			691			753			798			866			965			1,034			1,092			1,143
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						事業報告書別表４－１　総返還率（延滞分＋当年度分） ジギョウホウコクショベッピョウソウヘンカンリツエンタイブントウネンドブン


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度


						第一種奨学金（無利息）			1,358			1,440			1,517			1,639			1,735


						第二種奨学金（利息付）			345			418			532			658			841


						計 ケイ			1,703			1,858			2,048			2,297			2,575


						第一種			1,049			1,101			1,150			1,231			1,296


						第二種			298			359			458			559			717


						計 ケイ			1,347			1,460			1,608			1,790			2,013


						第一種奨学金（無利息）			77.2			76.5			75.8			75.1			74.7


						第二種奨学金（利息付）			86.5			85.9			86.2			85.0			85.3


						要返還額に
対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ			79.1			78.6			78.5			77.9			78.2
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回収状況-2


			


						基礎資料等　新規の当年度分回収率 キソシリョウトウシンキトウネンドブンカイシュウリツ


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度


						第一種			50			54			56			54			53


						第二種奨学金			32			44			56			67			77


						計 ケイ			82			98			112			120			131


						第一種			46			50			52			50			50


						第二種			30			41			51			62			72


						計 ケイ			77			91			103			112			123


						第一種奨学金（無利息）			92.7			92.6			92.2			93.8			94.5


						第二種奨学金（利息付）			93.1			92.9			92.2			93.0			93.4


						要返還額
に対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ			92.9			92.7			92.2			93.4			93.8
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事業予算-2


			


						13～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度（案）


						第一種			2,286			2,214			2,385			2,504			2,631			2,721			2,777


						第二種			2,446			2,952			3,405			4,316			4,879			5,278			5,727


						学資金計 マナシキンケイ			4,732			5,167			5,790			6,820			7,510			7,999			8,503


						第一種奨学金（無利息）			422			405			427			438			451			460			467


						第二種奨学金（利息付）			331			392			440			527			583			631			676


						貸与人員 タイヨジンイン			753			798			866			965			1,034			1,092			1,143
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事業予算-2(1)


			


						10～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク


									平成10年度			平成11年度			平成12年度			平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度


						第一種奨学金			2,005			2,121			2,198			2,286			2,214			2,385			2,504			2,631			2,721			2,777


						第二種奨学金			650			1,660			1,953			2,446			2,952			3,405			4,316			4,879			5,278			5,727


						学資金計 マナシキンケイ			2,655			3,781			4,151			4,732			5,167			5,790			6,820			7,510			7,999			8,503


						第一種奨学金（無利息）												422			405			427			438			451			460			467


						第二種奨学金（利息付）												331			392			440			527			583			631			676


						貸与人員 タイヨジンイン			499			646			691			753			798			866			965			1,034			1,092			1,143
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						事業報告書別表４－１　総返還率（延滞分＋当年度分） ジギョウホウコクショベッピョウソウヘンカンリツエンタイブントウネンドブン


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度


						第一種奨学金（無利息）			1,358			1,440			1,517			1,639			1,735


						第二種奨学金（利息付）			345			418			532			658			841


						計 ケイ			1,703			1,858			2,048			2,297			2,575


						第一種			1,049			1,101			1,150			1,231			1,296


						第二種			298			359			458			559			717


						計 ケイ			1,347			1,460			1,608			1,790			2,013


						第一種奨学金（無利息）			77.2			76.5			75.8			75.1			74.7


						第二種奨学金（利息付）			86.5			85.9			86.2			85.0			85.3


						要返還額に
対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ			79.1			78.6			78.5			77.9			78.2
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			平成14年度			平成14年度			平成14年度


			平成15年度			平成15年度			平成15年度


			平成16年度			平成16年度			平成16年度


			平成17年度			平成17年度			平成17年度
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第二種


第一種


要返還額に
対する割合


（億円）


（％）


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0





回収状況-2


			


						基礎資料等　新規の当年度分回収率 キソシリョウトウシンキトウネンドブンカイシュウリツ


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度


						第一種			50			54			56			54			53


						第二種奨学金			32			44			56			67			77


						計 ケイ			82			98			112			120			131


						第一種			46			50			52			50			50


						第二種			30			41			51			62			72


						計 ケイ			77			91			103			112			123


						第一種奨学金（無利息）			92.7			92.6			92.2			93.8			94.5


						第二種奨学金（利息付）			93.1			92.9			92.2			93.0			93.4


						要返還額
に対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ			92.9			92.7			92.2			93.4			93.8








回収状況-2


			平成13年度			平成13年度			平成13年度


			平成14年度			平成14年度			平成14年度


			平成15年度			平成15年度			平成15年度


			平成16年度			平成16年度			平成16年度


			平成17年度			平成17年度			平成17年度
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第二種


第一種


要返還額
に対する割合


（億円）


（％）


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0





事業予算-2


			


						13～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度（案）


						第一種			2,286			2,214			2,385			2,504			2,631			2,721			2,777


						第二種			2,446			2,952			3,405			4,316			4,879			5,278			5,727


						学資金計 マナシキンケイ			4,732			5,167			5,790			6,820			7,510			7,999			8,503


						第一種奨学金（無利息）			422			405			427			438			451			460			467


						第二種奨学金（利息付）			331			392			440			527			583			631			676


						貸与人員 タイヨジンイン			753			798			866			965			1,034			1,092			1,143








事業予算-2


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0
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 ３－２ 貸与月額と貸与期間（第二種） 

大学院

高等専門学校（4・5年
生）・大学・短期大学・
専修学校専門課程

5万円・8万円・10万円・13万円・15万円
から奨学生が希望する額を選択

3万円・5万円・8万円・10万円・12万円
から奨学生が希望する額を選択

区　　分 貸与月額
貸　　与　　期　　間

貸　与　始　期 貸与終期
予約

卒業・修了
予定年月まで

予約・在学・応急在学 応急

4月

4月～9
月の間で
奨学生が
希望する
月

4月～3月の間で奨
学生が希望する月。
ただし、家計急変の
生じた月まで（当該
年度入学者は入学
年月まで）遡ること
ができる。

4月

第二種奨学金は、奨学生が希望する貸与月額を選択する。 

上記貸与月額の他に、私立大学の医学・歯学を履修する課程に在学する者については16万円を、薬学・獣医学を履修する課
程に在学する者については14万円を、法科大学院の法学を履修する課程に在学する者については19万円又は22万円の貸与月
額を選択することができる。 

入学年次に本人の希望により入学時特別増額貸与奨学金(10万円・20万円・30万円・40万円・50万円から奨学生が希望
する額を選択）を受けることができる。 


奨学金概要

		１　 奨学金事業の概要について ショウガクキンジギョウガイヨウ

		①　奨学金の概要 ショウガクキンガイヨウ

		　1)　種類、対象等 シュルイタイショウトウ

		奨学金の種類 ショウガクキンシュルイ																																		貸与対象 タイヨタイショウ																																												貸与を受けられる学校 タイヨウガッコウ																																																				採用方法 サイヨウホウホウ

		無利子貸与 ムリシタイヨ																																		特に優れた者で経済的理由 トクスグモノケイザイテキリユウ																																												　・高等専門学校 コウトウセンモンガッコウ																																																				・予約採用 ヨヤクサイヨウ

		第一種奨学金 ダイイッシュショウガクキン																																		により、著しく修学に困難が イチジルシュウガクコンナン																																												　・短期大学 タンキダイガク																																																				(進学前に奨学生採 シンガクマエショウガクセイサイ

																																				あるもの																																												　・大学 ダイガク																																																				用候補者として決定 ヨウコウホシャケッテイ

																																				（法14条2項） ホウジョウニコウ																																												　・大学院 ダイガクイン																																																				し、進学後に本決定 シンガクゴホンケッテイ

																																																																																　・専修学校専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ																																																				する。）

																																																																																																																																				・在学採用 ザイガクサイヨウ

																																																																																　　高等学校 コウトウガッコウ																																17年度入学者 ネンドニュウガクシャ																				（入学後の春に採用 ニュウガクゴハルサイヨウ

																																																																																　　専修学校高等課程 センシュウガッコウコウトウカテイ																																から地方移管 チホウイカン																				する。）

																																																																																																																																				・緊急採用 キンキュウサイヨウ

		有利子貸与 ユウリコタイヨ																																		優れた者であって経済的理 スグモノケイザイテキリ																																												　・高等専門学校（4・5年次） コウトウセンモンガッコウネンジ																																																				・予約採用 ヨヤクサイヨウ

		第二種奨学金 ダイニシュショウガクキン																																		由により修学に困難がある ヨシシュウガクコンナン																																												　・短期大学 タンキダイガク																																																				・在学採用 ザイガクサイヨウ

		（在学中無利息） ザイガクチュウムリソク																																		もの																																												　・大学 ダイガク																																																				・応急採用 オウキュウサイヨウ

																																				（法14条3項） ホウジョウコウ																																												　・大学院 ダイガクイン

																																																																																　・専修学校専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ

																																																																																　・海外の短期大学 カイガイタンキダイガク																																																				・予約採用のみ ヨヤクサイヨウ

																																																																																　・海外の大学 カイガイダイガク

																																																																																　・海外の大学院 カイガイダイガクイン

		◎入学時特別増額貸与（第二種奨学金・30万円） ニュウガクジトクベツゾウガクタイヨダイニシュショウガクキンマンエン

		　　入学時にかかる一時的な経費に対応するもので、上表の第一種奨学金・第二種奨学金申込をする際に ニュウガクジイチジテキケイヒタイオウジョウヒョウダイイッシュショウガクキンダイニシュショウガクキンモウシコミサイ

		　　同時に申し込む。 ドウジモウコ





奨学金の種類

		

						奨学金の種類 ショウガクキンシュルイ

						区　　分 クブン						第一種奨学金（無利息） ダイイッシュショウガクキンムリソク						第二種奨学金（利息付） ダイニシュショウガクキンリソクツキ

						対象学種 タイショウガクシュ						大学・短大、高専、大学院、専修学校専門課程 ダイガクタンダイコウセンダイガクインセンシュウガッコウセンモンカテイ						大学・短大、高専（4・5年生）、大学院、専修学校専門課程 ダイガクタンダイコウセンネンセイダイガクインセンシュウガッコウセンモンカテイ

												※高校・専修学校高等課程は平成17年度入学者から順次都道府県へ移管 コウコウセンシュウガッコウコウトウカテイヘイセイネンドニュウガクシャジュンジトドウフケンイカン

						貸与月額 タイヨゲツガク						定額 テイガク						学生が選択 ガクセイセンタク

												※私大・自宅外通学の場合6.4万円 シダイジタクソトツウガクバアイマンエン						※大学の場合、３、５、８、１０万円から選択 ダイガクバアイマンエンセンタク

						貸与基準 タイヨキジュン		学力 ガクリョク				①高校成績が３.５以上 コウコウセイセキイジョウ						①平均以上の成績の学生 ヘイキンイジョウセイセキガクセイ

												②大学成績が学部内において上位1/3以内 ダイガクセイセキガクブナイジョウイイナイ						②特定の分野において特に優秀な能力を有すると認められる学生 トクテイブンヤトクユウシュウノウリョクユウミトガクセイ

																		③勉学意欲のある学生 ベンガクイヨクガクセイ

								家計 カケイ				997万円以下 マンエンイカ						1,343万円以下 マンエンイカ

												※私大・自宅通学・4人世帯で主たる家計支持者が給与所得者の場合 シダイジタクツウガクニンセタイシュカケイシジシャキュウヨショトクシャバアイ						※私大・自宅通学・4人世帯で主たる家計支持者が給与所得者の場合 シダイジタクツウガクニンセタイシュキュウヨショトクシャバアイ

						返還方法 ヘンカンホウホウ						卒業後20年以内 ソツギョウゴネンイナイ						卒業後20年以内の元利均等返還 ソツギョウゴネンイナイガンリキントウヘンカン

						返還利率・返還利息 ヘンカンリリツヘンカンリソク						－						上限3%の固定金利（在学中は無利息） ジョウゲンコテイキンリザイガクチュウムリソク





予算

		　2)　貸与月額・貸与期間 タイヨゲツガクタイヨキカン

										・第一種奨学金の貸与月額は、学種・設置者・入学年度等によって異なる。 ダイイッシュショウガクキンタイヨゲツガクガクシュセッチシャニュウガクネンドトウコト

										・第二種奨学金は、奨学生が希望する貸与月額を選択する。 ダイニシュショウガクキンショウガクセイキボウタイヨゲツガクセンタク

								貸与月額・貸与期間一覧表 タイヨゲツガクタイヨキカンイチランヒョウ

												第一種奨学金 ダイイッシュショウガクキン

										区　　分 クブン																								貸与月額（単位：円） タイヨゲツガクタンイエン																																								貸　　与　　期　　間 カシクミキアイダ

																																		国公立 コッコウリツ																				私　　立 ワタシタテ																				貸　与　始　期 カシクミハジメキ																																						貸　与　終　期 カシクミシュウキ

																																		自宅 ジタク										自宅外 ジタクガイ										自宅 ジタク										自宅外 ジタクガイ										予約 ヨヤク												在学 ザイガク												緊急 キンキュウ														予約・在学 ヨヤクザイガク														緊急 キンキュウ

										大　　　　　　学 ダイガク																								45,000										51,000										54,000										64,000										4月 ガツ												7月 ガツ												4月からを限度に家計急変事由の発生月以降で奨学生が希望する月 ガツゲンドカケイキュウヘンジユウハッセイツキイコウショウガクセイキボウツキ														卒業・修了予定年月まで ソツギョウシュウリョウヨテイネンゲツ														事由発生の年度末3月ただし、家計急変事由の発生月が5月以降の場合は翌年度末まで継続可能 ジユウハッセイネンドマツガツカケイキュウヘンジユウハッセイツキガツイコウバアイヨクネンドスエケイゾクカノウ

										短　期　大　学 タンキダイガク																								45,000										51,000										53,000										60,000										4月 ガツ												7月 ガツ

										高 タカ				1～3年次 ネンジ																				21,000										22,500										32,000										35,000										4月 ガツ												4月 ガツ

										専 アツム				4・5年次 ネンジ																				44,000										50,000										52,000										59,000																						4月 ガツ

										専修学校専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ																								45,000										51,000										53,000										60,000										4月 ガツ												7月 ガツ

										大
学
院 ダイガクイン				修士課程 シュウシカテイ																				88,000																																								4月												4月

														専門職大学院 センモンショクダイガクイン

														博士後期課程 ハカセコウキカテイ																				122,000																																								4月 ガツ												4月 ガツ

										大学通信教育　　夏季・冬季スクーリング ダイガクツウシンキョウイクカキトウキ																																																						88,000																						一面接授業期間 イチメンセツジュギョウキカン

												第二種奨学金 ダイニシュショウガクキン

										区　　分 クブン																								貸与月額 タイヨゲツガク																																								貸　　与　　期　　間

																																																																										貸　与　始　期																																						貸与終期

																																																																										予約								在学										応急																				予約・在学・応急

										高等専門学校（4・5年生）・大学・短期大学・専修学校専門課程 コウトウセンモンガッコウネンセイダイガクタンキダイガクセンシュウガッコウセンモンカテイ																								3万円・5万円・8万円・10万円・12万円から奨学生が希望する額を選択　 マンエンマンエンマンエンマンエンマンエンショウガクセイキボウガクセンタク																																								4月								4月～9月の間で奨学生が希望する月										4月～3月の間で奨学生が希望する月。ただし、家計急変の生じた月まで（当該年度入学者は入学年月まで）遡ることができる。																				卒業・修了
予定年月まで

										大学院 ダイガクイン																								5万円・8万円・10万円・13万円・15万円から奨学生が希望する額を選択　 マンエンマンエンマンエンマンエンマンエンショウガクセイキボウガクセンタク																																								4月





予算 (2)

		②　奨学金事業予算 ショウガクキンジギョウヨサン

		　1)　平成19年度予算 ヘイセイネンドヨサン

																																																																																																																																												（単位：千円） タンイセンエン

						区　　　　　　　分 クブン																																																平成18年度 ヘイセイネンド																														平成19年度 ヘイセイネンド																														比較増△減 ヒカクゾウゲン

						事業費合計　（A＋C） ジギョウヒゴウケイ																																																				780,977,691																														821,535,103																														40,557,412

						無
利
子
貸
与 ムリコカシクミ						事業費総額　（A) ジギョウヒソウガク																																														253,137,670																														248,870,771																														△ 4,266,899

												財 ザイ						政府貸付金　（B) セイフカシツケキン																																								81,336,138																														74,708,821																														△ 6,627,317

												源 ミナモト						返還金充当額 ヘンカンキンジュウトウガク																																								171,801,532																														174,161,950																														2,360,418

						有
利
子
貸
与 アリコカシクミ						事業費総額　（C) ジギョウヒソウガク																																														527,840,021																														572,664,332																														44,824,311

												財

源 ザイミナモト						財政融資資金 ザイセイユウシシキン																																								347,300,000																														383,200,000																														35,900,000

																		財投機関債 ザイトウキカンサイ																																								117,000,000																														117,000,000																														0

																		返還金充当額等 ヘンカンキンジュウトウガクトウ																																								63,540,021																														72,464,332																														8,924,311

												〔利子補給金〕（D) リシホキュウキン																																										〔				11,387,291																						〕				〔				16,898,330																						〕				〔				5,511,039																						〕

						返還免除等補助金（E) ヘンカンメンジョトウホジョキン																																																				1,711,210																														2,004,842																										0				293,632

						一般会計負担額（B＋D＋E） イッパンカイケイフタンガク																																																				94,434,639																														93,611,993																										0				△ 822,646

						（注）高等学校等奨学金の地方移管に伴う交付金（平成18年度 18,963,117千円、平成19年度 チュウコウトウガッコウナドショウガクキンチホウイカントモナコウフキンヘイセイネンドセンエンヘイセイネンド

						　　　28,799,807千円）を除く。 センエンノゾ

		　2)　事業費の推移 ジギョウヒスイイ





概略図 

		２  奨学生の採用から奨学金の返還について ショウガクセイサイヨウショウガクキンヘンカン

		①採用から返還までの概要 サイヨウヘンカンガイヨウ

				貸与継続中

																		学資貸与第一課 ガクシタイヨダイイチカ

																		学資貸与第二課 ガクシタイヨダイニカ

																		奨学事業管理課 ショウガクジギョウカンリカ

																		返還促進課 ヘンカンソクシンカ

																		返還相談センター ヘンカンソウダン

																		債権管理課 サイケンカンリカ

																		（機関保証室） キカンホショウシツ

																		返還免除課 ヘンカンメンジョカ

																		奨学事業管理課 ショウガクジギョウカンリカ



〈　概　略　図　解　〉

申込み
・申込データ
・確認書の提出
・機関保証の申込書

推薦（学校長から）

採用決定

「奨学生証」の受取り
「奨学生のしおり」の受取り

奨学金交付
（原則毎月１回口座振込）

「貸与額通知書」の受取り
「奨学金継続願」の提出

廃止

適格認定

停止

貸与終了
（卒業・辞退・退学・廃止等）

返還誓約書（借用証書）提出

リレー口座加入手続き
（金融機関へ）

口座振替開始

未提出

不適格

返還完了

「返還猶予願い」提出
（返還期限猶予希望者）

猶予事由終了

継続

復活

廃止



口座振替

		②　奨学金の返還回収の概要 ショウガクキンヘンカンカイシュウガイヨウ

																				加入督促通知（本人、連帯保証人） カニュウトクソクツウチホンニンレンタイホショウニン

																				加入督促架電（本人）　（外部委託により実施） カニュウトクソクカデンホンニンガイブイタクジッシ

																								督促架電は、外部委託により トクソクカデンガイブイタク

																								実施 ジッシ

																										返還促進課 ヘンカンソクシンカ

																										返還相談センター ヘンカンソウダン

																										債権管理課 サイケンカンリカ

																										奨学事業管理課 ショウガクジギョウカンリカ

																										債権管理課 サイケンカンリカ

																										返還促進課 ヘンカンソクシンカ



振替不能６回目
(振替停止）

請求書発送

督促

支払督促申立予告

支払督促申立

異議申立

口頭弁論

終了

・返還期日6ヶ月経過者
・住所不明者は連帯保証人等に住所調査を兼ねて請求

・請求書発送（６，９，12，３月）
・延滞状況により区分し、各々督促文書を同封。延滞の早期解消を図る
・本人・連帯保証人に対して電話督促
・保証人に督励状を送付

・延滞1年以上で特に必要な者
・発信者は本機構顧問弁護士名
・履行の期限を指定　履行されないときは裁判上の督促手続きをする旨警告
・配達証明付書留で発送

・訴額が概ね30万円以上の者
・督促手続費用賦課
・債務者の住所地を管轄する簡易裁判所

仮執行宣言付
支払督促申立

・支払督促発送後2週間を経過した後30日以内
・債務者が仮宣送達後2週間以内に異議申立をしない時は督促手続きは
　終了し支払督促は確定、判決と同一の効力を生じる。

強制執行予告

・仮執行宣言付支払督促が確定した者
・判決が確定した者
・和解や調停が成立したもので返還不履行者

強制執行

（毎月）

振替不能1回目

振替不能通知送付（本人）、督促架電（本人）

振替不能２回目

振替不能３回目

振替不能４回目

振替不能５回目

振替不能通知送付（本人）、督促架電及び督励状（連帯保証人）

振替不能通知送付（本人）、督促架電（連帯保証人）

振替不能通知送付（本人）、督促架電及び督励状（保証人）

振替不能通知送付（本人）、督促架電（本人）

督促架電（本人）

加入申込

加入処理

加入承認通知（本人）

振替

リレー口座未加入者に対する督促

振替案内通知（本人）　（年１回）

・債権（給料）に対する執行



奨学事業部

		３　 奨学事業部の事務分掌について ショウガクジギョウブジムブンショウ

																奨　　学　　事　　業　　計　　画　　課　 ススムガクコトギョウケイガカ

																								総務係				・部の統括 ブトウカツ

																												・会議の準備・運営 カイギジュンビウンエイ

																				部の統括に関する業務を担当する。 ブトウカツカンギョウムタントウ								・通知文等文書の管理 ツウチブントウブンショカンリ

																												・帳票類、ポスター等印刷物の作成 チョウヒョウルイトウインサツブツサクセイ

																												・ホームページの管理 カンリ

																												・奨学金の貸与・返還に関する証明書の発行 ショウガクキンタイヨヘンカンカンショウメイショハッコウ

																								企画係 キカクガカリ				・中期計画関係 チュウキケイカクカンケイ

																												・規程・細則の制定・改廃 キテイサイソクセイテイカイハイ

																				中期計画に基づく奨学事業の改善及び進捗管理等の企画立案に関する業務を担当する。                  チュウキケイカクモトショウガクジギョウカイゼンオヨシンチョクカンリトウキカクリツアンカンギョウムタントウ								・貸与に関する基準の作成・更新 タイヨカンキジュンサクセイコウシン

																												・業績優秀者返還免除制度（制度に関する業務） ギョウセキユウシュウシャヘンカンメンジョセイドセイドカンギョウム

																												・返還説明会への職員派遣 ヘンカンセツメイカイショクインハケン

																				※機関保証制度に関する立案業務は「奨学事業管理課機関保証室」が担当する。								・貸与対象専修学校の認定 タイヨタイショウセンシュウガッコウニンテイ

																								貸与計画係 タイヨケイカクガカリ				・奨学金貸与に係わる予算要求・実施計画策定 ショウガクキンタイヨカカヨサンヨウキュウジッシケイカクサクテイ

																												・内示割当策定 ナイジワアサクテイ

																				奨学金貸与に係る予算要求、実施計画及び執行に関する業務を担当する。								・採用実績等統計資料作成 サイヨウジッセキトウトウケイシリョウサクセイ

																												・借入関係資料作成 カイカンケイシリョウサクセイ

																												・業績優秀者免除に係る推薦枠・免除決定に関するシュミレーション等 ギョウセキユウシュウシャメンジョカカワスイセンワクメンジョケッテイカントウ

								企画担当副部長 キカクタントウフクブチョウ

																								返還計画係 ヘンカンケイカクガカリ				・返還金回収に係る予算要求・実施計画策定 ヘンカンキンカイシュウカカワヨサンヨウキュウジッシケイカクサクテイ

																												・報奨金払出に係る計画 ホウショウキンハライダカカワケイカク

																				返還金回収に係る予算要求、実施計画及び執行に関する業務を担当する。								・回収実績等統計資料作成 カイシュウジッセキトウトウケイシリョウサクセイ

																奨学事業管理課 ススムガクコトギョウカンリカ								管理係 カンリガカリ				・振込・振替・戻入・払込等の出納関係（払込取扱票処理を含む） フリコミフリカエレイニュウハライコミトウスイトウカンケイハライコミトリアツカヒョウショリフク

																												・報奨金の払出、返還完了通知の発送 ホウショウキンハライダヘンカンカンリョウツウチハッソウ

																				執行部門の業務管理に関する業務を担当する。 シッコウブモンギョウムカンリカンギョウムタントウ								・外部委託・派遣職員導入関係（通知等文書・帳票類の発送、口座加 ガイブイタクハケンショクインドウニュウカンケイツウチトウブンショチョウヒョウルイハッソウコウザカ

																												　入処理、在学猶予処理、住所調査、転居届処理） イリショリザイガクユウヨショリジュウショチョウサテンキョトドケショリ

																												・情報システム運用上の連絡・調整 ジョウホウウンヨウジョウレンラクチョウセイ

		奨学事業部長 ショウガクジギョウブチョウ

																								約定係 ヤクジョウガカリ				・確認書・返還誓約書の照合・管理 カクニンショヘンカンセイヤクショショウゴウカンリ

																												・連保人・保証人に係る変更関係 レンポニンホショウニンカカワヘンコウカンケイ

																				約定書に関する業務を担当する。 ヤクジョウショカンギョウムタントウ								・返還誓約書未提出者督促 ヘンカンセイヤクショミテイシュツシャトクソク

																												・返還誓約書の再作成 ヘンカンセイヤクショサイサクセイ

																債権管理課 サイケンカンリカ								債権管理係 サイケンカンリガカリ				・債権の分類 サイケンブンルイ

																												・債権管理に係るコンプライアンスの確立 サイケンカンリカカワカクリツ

																												・コンプライアンスの運用のための研修 ウンヨウケンシュウ

																				債権管理に関する業務を担当する。 サイケンカンリカンギョウムタントウ								・債権回収会社の活用 サイケンカイシュウガイシャカツヨウ

																												・請求書作成（定期請求・中間請求） セイキュウショサクセイテイキセイキュウチュウカンセイキュウ

																								法務係 ホウムガカリ				・法的措置関係 ホウテキソチカンケイ

																												・債務整理関係 サイムセイリカンケイ

																				返還金回収に関する法的措置に関する業務を担当する。 ヘンカンキンカイシュウカンホウテキソチカンギョウムタントウ								・回収不能債権の償却 カイシュウフノウサイケンショウキャク

																				機関保証室 キカンホショウシツ				機関保証係 キカンホショウガカリ						・機関保証制度 キカンホショウセイド

																														・機関保証への保証変更 キカンホショウホショウヘンコウ

																				機関保証に関する業務を担当する。 キカンホショウカンギョウムタントウ										・保証機関に対する代位弁済請求 ホショウキカンタイダイイベンサイセイキュウ

																														・代理徴収保証料の支払い ダイリチョウシュウホショウリョウシハライ

																学資貸与第一課 ガクシタイヨダイイッカ								大学・大学院第一係 ダイガクダイガクインダイイチガカリ		【三重県以東】 ミエケンイトウ						　　・大学・大学院奨学金に係る採用関係 ダイガクダイガクインショウガクキンカカワサイヨウカンケイ

																																　　・大学・大学院奨学金に係る振込関係 フコカンケイ

																				国内の大学・大学院の奨学金貸与に関する業務を担当する。 コクナイダイガクダイガクインショウガクキンタイヨカンギョウムタントウ												　　・大学・大学院奨学金に係る異動処理 イドウショリ

																																　　・大学・大学院奨学金に係る補導（適格認定）関係 ホドウテキカクニンテイカンケイ

																																　　・大学・大学院奨学金に係る返還誓約書等の徴収 ヘンカンセイヤクショトウチョウシュウ

																								大学・大学院第ニ係 ダイガクダイガクインダイガカリ		【滋賀県以西】 シガケンイセイ						　　・大学院予約 ダイガクインヨヤク

																																　　・予約採用係との相互補助 ヨヤクサイヨウガカリソウゴホジョ

																								予約採用係 ヨヤクサイヨウガカリ				　・大学・短大・高専・専修学校奨学金に係る予約採用関係 ダイガクタンダイコウセンセンシュウガッコウショウガクキンカカワヨヤクサイヨウカンケイ

																												　・大学・大学院第一、二係との相互補助 ダイガクダイガクインダイイチニガカリソウゴホジョ

																				国内の大学・短大・高専・専修学校進学予定者への予約採用及び高校奨学金（時限業務）に関する業務を担当する。 コクナイダイガクタンダイコウセンセンシュウガッコウシンガクヨテイシャヨヤクサイヨウオヨコウコウショウガクキンジゲンギョウムカンギョウムタントウ								　・高校奨学金に係る振込関係 コウコウショウガクキンカカワフリコミカンケイ

																												　・高校奨学生に係る異動処理　　　　　　　　　（時限業務） コウコウショウガクセイカカワイドウショリジゲンギョウム

																												　・高校奨学生に係る補導関係 コウコウショウガクセイカカワホドウカンケイ

																												　・返還誓約書等の徴収 ヘンカンセイヤクショトウチョウシュウ

																学資貸与第ニ課 ガクシタイヨダイカ								短大・高専・専修学校第一係 タンダイコウセンセンシュウガッコウダイイチガカリ		【三重県以東】 ミエケンイトウ

																																　・短大・高専・専修学校奨学金に係る採用関係 タンダイコウセンセンシュウガッコウショウガクキンカカワサイヨウカンケイ

																				国内の短大・高専・専修学校の奨学金貸与に関する業務を担当する。 コクナイタンダイコウセンセンシュウガッコウショウガクキンタイヨカンギョウムタントウ												　・短大・高専・専修学校奨学金に係る振込関係 フコカンケイ

																																　 ・短大・高専・専修学校奨学金に係る異動処理 イドウショリ

																																　・短大・高専・専修学校奨学金に係る補導関係 ホドウカンケイ

																								短大・高専・専修学校第ニ係 タンダイコウセンセンシュウガッコウダイガカリ		【滋賀県以西】 シガケンイセイ						　・返還誓約書等の徴収 ヘンカンセイヤクショトウチョウシュウ

								業務運営担当副部長 ギョウムウンエイタントウフクブチョウ																海外貸与係 カイガイタイヨガカリ				・第二種奨学金（海外）に関する採用業務 ダイニシュショウガクキンカイガイカンサイヨウギョウム

																												・第二種奨学金（海外）に関する振込関係 ダイニシュショウガクキンカイガイカンフリコミカンケイ

																				第二種奨学金（海外）及び短期留学に係る新たな奨学金に関する業務を担当する。 ダイニシュショウガクキンカイガイオヨタンキリュウガクカカワアラショウガクキンカンギョウムタントウ								・第二種奨学金（海外）に関する異動処理 ダイニシュショウガクキンカイガイカンイドウショリ

																												・第二種奨学金（海外）に関する補導関係 ダイニシュショウガクキンカイガイカンホドウカンケイ

																												・短期留学に関する新たな業務 タンキリュウガクカンアラギョウム

																												・返還誓約書等の徴収 ヘンカンセイヤクショトウチョウシュウ

																返還促進課 ヘンカンソクシンカ

																								返還促進係 ヘンカンソクシンガカリ				正常な返還に係る請求及び延滞1年未満に対する返還請求業務を主として担当し、このほか返還期限猶予、返還方法の変更等の願出・届出の処理業務を行う。 セイジョウヘンカンカカワセイキュウオヨエンタイネンミマンタイヘンカンセイキュウギョウムシュタントウヘンカンキゲンユウヨヘンカンホウホウヘンコウトウネガイデトドケデショリギョウムオコナ

																								特別返還促進係 トクベツヘンカンソクシンガカリ				延滞1年以上に対する返還請求業務（法的処理を除く。）を主として担当し、分割返還（法的処理に伴う和解等によるものを含む。）に係る指導、延滞金減免等の処理業務を担当する。 エンタイネンイジョウタイヘンカンセイキュウギョウムホウテキショリノゾシュタントウブンカツヘンカンホウテキショリトモナワカイトウフクカカワシドウエンタイキンゲンメントウショリギョウムタントウ

																返還免除課 ヘンカンメンジョカ								一般免除係 イッパンメンジョガカリ				・死亡免除 シボウメンジョ

																												・心身障害免除 シンシンショウガイメンジョ

																				死亡・心身障害による返還免除及び業績優秀者返還免除に関する業務を担当する。 シボウシンシンショウガイヘンカンメンジョオヨギョウセキユウシュウシャヘンカンメンジョカンギョウムタントウ								・業績優秀者免除（実施に関する業務） ギョウセキユウシュウシャメンジョジッシカンギョウム

																								特別免除係 トクベツメンジョガカリ				・教育職に係る免除 キョウイクショクカカワメンジョ

																												・指定研究職に係る免除 シテイケンキュウショクカカワメンジョ

								返還相談センター ヘンカンソウダン								返還相談統括室 ヘンカンソウダントウカツシツ																　

																										返還相談統括係 ヘンカンソウダントウカツガカリ

																										返還相談センターは、主として大代表への相談対応業務を担当するほか、「旧返還支援室」が行っていたナビダイヤル対応の派遣職員の管理指導業務及びナビダイヤルオーバーフロー分の対応業務を行うとともに、各返還相談センターの効率的、効果的な業務運営を実施するための企画･連絡調整機能を担う「返還相談統括室」を置く。

																東京返還相談センター トウキョウヘンカンソウダン

																名古屋返還相談センター ナゴヤヘンカンソウダン

																大阪返還相談センター オオサカヘンカンソウダン





650


1,660


1,953


2,446


2,952


3,405


4,316


4,879


5,278


5,727


2,005


2,121


2,198


2,286


2,214


2,385


2,777


2,721


2,631


2,504


499


646


691


753


798


866


1,034


1,092


1,143


965


0


1,000


2,000


3,000


4,000


5,000


6,000


7,000


8,000


9,000


平成10年度平成11年度平成12年度平成13年度平成14年度平成15年度平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度


（億円）


0


200


400


600


800


1,000


1,200


1,400


（千人）


第一種奨学金


第二種奨学金


貸与人員




MBD0023BEF6.xls

Graph6


			平成10年度			平成10年度			平成10年度


			平成11年度			平成11年度			平成11年度


			平成12年度			平成12年度			平成12年度


			平成13年度			平成13年度			平成13年度


			平成14年度			平成14年度			平成14年度


			平成15年度			平成15年度			平成15年度


			平成16年度			平成16年度			平成16年度


			平成17年度			平成17年度			平成17年度


			平成18年度			平成18年度			平成18年度


			平成19年度			平成19年度			平成19年度





第二種奨学金


第一種奨学金


貸与人員


（億円）


（千人）


650


2005


499


1660


2121


646


1953


2198


691


2446


2286


753


2952


2214


798


3405


2385


866


4316


2504


965


4879


2631


1034


5278


2721


1092


5727


2777


1143





事業予算-2(1)


			


						10～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク


									平成10年度			平成11年度			平成12年度			平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度


						第一種奨学金			2,005			2,121			2,198			2,286			2,214			2,385			2,504			2,631			2,721			2,777


						第二種奨学金			650			1,660			1,953			2,446			2,952			3,405			4,316			4,879			5,278			5,727


						学資金計 マナシキンケイ			2,655			3,781			4,151			4,732			5,167			5,790			6,820			7,510			7,999			8,503


						第一種奨学金（無利息）												422			405			427			438			451			460			467


						第二種奨学金（利息付）												331			392			440			527			583			631			676


						貸与人員 タイヨジンイン			499			646			691			753			798			866			965			1,034			1,092			1,143
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						事業報告書別表４－１　総返還率（延滞分＋当年度分） ジギョウホウコクショベッピョウソウヘンカンリツエンタイブントウネンドブン


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度


						第一種奨学金（無利息）			1,358			1,440			1,517			1,639			1,735


						第二種奨学金（利息付）			345			418			532			658			841


						計 ケイ			1,703			1,858			2,048			2,297			2,575


						第一種			1,049			1,101			1,150			1,231			1,296


						第二種			298			359			458			559			717


						計 ケイ			1,347			1,460			1,608			1,790			2,013


						第一種奨学金（無利息）			77.2			76.5			75.8			75.1			74.7


						第二種奨学金（利息付）			86.5			85.9			86.2			85.0			85.3


						要返還額に
対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ			79.1			78.6			78.5			77.9			78.2
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回収状況-2


			


						基礎資料等　新規の当年度分回収率 キソシリョウトウシンキトウネンドブンカイシュウリツ


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度


						第一種			50			54			56			54			53


						第二種奨学金			32			44			56			67			77


						計 ケイ			82			98			112			120			131


						第一種			46			50			52			50			50


						第二種			30			41			51			62			72


						計 ケイ			77			91			103			112			123


						第一種奨学金（無利息）			92.7			92.6			92.2			93.8			94.5


						第二種奨学金（利息付）			93.1			92.9			92.2			93.0			93.4


						要返還額
に対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ			92.9			92.7			92.2			93.4			93.8
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事業予算-2


			


						13～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度（案）


						第一種			2,286			2,214			2,385			2,504			2,631			2,721			2,777


						第二種			2,446			2,952			3,405			4,316			4,879			5,278			5,727


						学資金計 マナシキンケイ			4,732			5,167			5,790			6,820			7,510			7,999			8,503


						第一種奨学金（無利息）			422			405			427			438			451			460			467


						第二種奨学金（利息付）			331			392			440			527			583			631			676


						貸与人員 タイヨジンイン			753			798			866			965			1,034			1,092			1,143
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事業予算-2(1)


			


						10～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク


									平成10年度			平成11年度			平成12年度			平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度


						第一種奨学金			2,005			2,121			2,198			2,286			2,214			2,385			2,504			2,631			2,721			2,777


						第二種奨学金			650			1,660			1,953			2,446			2,952			3,405			4,316			4,879			5,278			5,727


						学資金計 マナシキンケイ			2,655			3,781			4,151			4,732			5,167			5,790			6,820			7,510			7,999			8,503


						第一種奨学金（無利息）												422			405			427			438			451			460			467


						第二種奨学金（利息付）												331			392			440			527			583			631			676


						貸与人員 タイヨジンイン			499			646			691			753			798			866			965			1,034			1,092			1,143
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						事業報告書別表４－１　総返還率（延滞分＋当年度分） ジギョウホウコクショベッピョウソウヘンカンリツエンタイブントウネンドブン


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度


						第一種奨学金（無利息）			1,358			1,440			1,517			1,639			1,735


						第二種奨学金（利息付）			345			418			532			658			841


						計 ケイ			1,703			1,858			2,048			2,297			2,575


						第一種			1,049			1,101			1,150			1,231			1,296


						第二種			298			359			458			559			717


						計 ケイ			1,347			1,460			1,608			1,790			2,013


						第一種奨学金（無利息）			77.2			76.5			75.8			75.1			74.7


						第二種奨学金（利息付）			86.5			85.9			86.2			85.0			85.3


						要返還額に
対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ			79.1			78.6			78.5			77.9			78.2
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回収状況-2


			


						基礎資料等　新規の当年度分回収率 キソシリョウトウシンキトウネンドブンカイシュウリツ


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度


						第一種			50			54			56			54			53


						第二種奨学金			32			44			56			67			77


						計 ケイ			82			98			112			120			131


						第一種			46			50			52			50			50


						第二種			30			41			51			62			72


						計 ケイ			77			91			103			112			123


						第一種奨学金（無利息）			92.7			92.6			92.2			93.8			94.5


						第二種奨学金（利息付）			93.1			92.9			92.2			93.0			93.4


						要返還額
に対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ			92.9			92.7			92.2			93.4			93.8
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事業予算-2


			


						13～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度（案）


						第一種			2,286			2,214			2,385			2,504			2,631			2,721			2,777


						第二種			2,446			2,952			3,405			4,316			4,879			5,278			5,727


						学資金計 マナシキンケイ			4,732			5,167			5,790			6,820			7,510			7,999			8,503


						第一種奨学金（無利息）			422			405			427			438			451			460			467


						第二種奨学金（利息付）			331			392			440			527			583			631			676


						貸与人員 タイヨジンイン			753			798			866			965			1,034			1,092			1,143
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Page.6 
Japan student services organization 

（単位：億円）

　事  業  費  合  計 (Ａ+Ｂ＋C) 10,944 10,781 △ 163
　事  業  費  総  額 (A) ー 15 15

財
源 国 庫 補 助 金 － (70) (70)

　事  業  費  総  額 (B) 3,258 3,528 270
政 府 貸 付 金 908 896 △ 12
民 間 資 金 借 入 金 ー 223 223
返 還 金 等 2,350 2,409 59

　事  業  費  総  額 (C) 7,686 7,238 △ 448
財 政 融 資 資 金 7,944 7,003 △ 941
財 投 機 関 債 1,200 1,200 0
借 入 金 償 還 等 △ 1,458 △ 965 493
（ 返 還 金 ） (5,179) (5,475) (296)

54 10 △ 44
※合計及び増減は、四捨五入の関係で一致しない場合がある。
 利 子 補 給 金 

平成29年度 比較増△減

（
無
利
息
）

第
一
種

財
源

財
源

区　　　　　　分 平成28年度

（
利
息
付
）

第
二
種

給
付

(単位：万人）
区　　　分 平成28年度 平成29年度 比較増△減

合計 132.4 134.1 1.7
給付奨学金 － 0.3 0.3

第一種奨学金 48.0 52.3 4.3
第二種奨学金 84.4 81.5 △ 2.9

※合計及び増減は、四捨五入の関係で一致しない場合がある。

予算額 

予算人員 

４ 奨学金事業予算 


職員数

		

						平成15年度 ヘイセイネンド		平成16年度 ヘイセイネンド		平成17年度 ヘイセイネンド		平成18年度 ヘイセイネンド

						日本育英会 ニホンイクエイカイ		日本学生支援機構 ニホンガクセイシエンキコウ

		　奨学金業務に係る職員数 ショウガクキンギョウムカカショクインスウ				183		159		157		125

				うち　返還業務に係る
職員数 ヘンカンギョウムカカショクインスウ		141		107		96		114





職員数 (2)

		

						平成15年度 ヘイセイネンド		平成16年度 ヘイセイネンド		平成17年度 ヘイセイネンド		平成18年度 ヘイセイネンド

						日本育英会 ニホンイクエイカイ		日本学生支援機構 ニホンガクセイシエンキコウ

		　奨学金業務に係る職員数 ショウガクキンギョウムカカショクインスウ

				うち　返還業務に係る
職員数 ヘンカンギョウムカカショクインスウ

				日本学生支援機構

				日本育英会 ニホンイクエイカイ

				財団法人日本国際教育協会 ザイダンホウジンニホンコクサイキョウイクキョウカイ

				財団法人内外学生センター ナイガイガクセイ

				財団法人国際学友会 コクサイガクユウカイ

				財団法人関西国際学友会 カンサイコクサイガクユウカイ





前提

		

				フォント				MSPゴッシク　１１ポイント

								（グラフ内は違う個所もあります） ナイチガカショ

				単位 タンイ		金額 キンガク		億円 オクエン

						人数 ニンズウ		千人 センニン

						率 リツ		第一位％ ダイイチグライ

				年度 ネンド		表記 ヒョウキ		平成○○年度 ヘイセイネンド

						実績 ジッセキ		13～17

						計画 ケイカク		18～19

				学種 ガクシュ				第一種奨学金（無利息） ダイイッシュショウガクキンムリソク

								第二種奨学金（利息付） ダイニシュショウガクキンリソクツキ





事業予算-1

		

																														（単位：億円） タンイオクエン

				区　　　　　　分										平成28年度						平成29年度						比較増△減

				　事  業  費  合  計								(Ａ+Ｂ＋C)				10,944						10,781						△ 163

				給付 キュウフ		　事  業  費  総  額						(A)				ー						15						15

						財源 ザイゲン				国庫補助金 コッコホジョキン						－						(70)						(70)

				（無利息）
第一種 ムリソク		　事  業  費  総  額						(B)				3,258						3,528						270

						財
源				政府貸付金						908						896						△ 12

										民 間 資 金 借 入 金 タミアイダシキンシャクニュウキン						ー						223						223

										返還金等 ヘンカンキントウ						2,350						2,409						59

				（利息付）
第二種 リソクツキニ		　事  業  費  総  額						(C)				7,686						7,238						△ 448

						財
源				財政融資資金						7,944						7,003						△ 941

										財投機関債						1,200						1,200						0

										借入金償還等 カリイレキンショウカントウ						△ 1,458						△ 965						493

										（返還金） ヘンカンキン						(5,179)						(5,475)						(296)

				利 子 補 給 金												54						10						△ 44

				　高等学校等奨学金事業交付金								(Ｅ)				200												△ 200

				　返還免除等補助金 ヘンカンメンジョナドホジョキン								(Ｆ)				50												△ 50

				　一般会計負担額								(Ｂ+Ｄ+Ｅ+Ｆ)				1,228												△ 1,228

				※合計及び増減は、四捨五入の関係で一致しない場合がある。 ゴウケイオヨゾウゲンシシャゴニュウカンケイイッチバアイ





事業予算-1 (2)

				平成19年度奨学金事業予算案 ショウガクキンジギョウヨサンアン

																														（単位：億円、万人） オクエンマンニン

				区　　　　　　分										平成18年度予算 ヨサン						平成19年度予算 ヨサン						比較増△減

				　事  業  費  合  計								(Ａ+Ｄ)				7,999						8,503						504

				貸　与　人　員 カシアタエジンイン										（		109.2		）		（		114.3		）		（		5.2		）

				（無利息）　　　　　　　第一種奨学金 ムリソク		　事  業  費  総  額						(Ａ)				2,721						2,777						56

						財
源				政府貸付金		(Ｂ)				813						747						△ 66

										返還金充当額 ヘンカンキン						1,718						1,742						24

										高等学校等奨学金事業交付金 コウトウガッコウトウショウガクキンジギョウコウフキン		(Ｃ)				190						288						98

										（Ｂ）＋（Ｃ）						1,003						1,035						32

						貸　与　人　員 カシアタエジンイン								（		46.0		）		（		46.7		）		（		0.7		）

				（利息付）　　　　　　　第二種奨学金 リソクツキニ		　事  業  費  総  額						(Ｄ)				5,278						5,727						448

						財
源				財政融資資金						3,473						3,832						359

										財投機関債						1,170						1,170						0

										返還金充当額等 トウ						635						725						89

						〔 利 子 補 給 金 〕						(Ｅ)		〔		114		〕		〔		169		〕		〔		55		〕

						貸　与　人　員 カシアタエジンイン								（		63.1		）		（		67.6		）		（		4.5		）

				　返還免除等補助金 ヘンカンメンジョナドホジョキン								(Ｆ)				17						20						3

				　一般会計負担額								(Ｂ+Ｃ+Ｅ+Ｆ)				1,134						1,224						90

						※　第一種奨学金（無利息）には、高等学校等奨学金事業交付金分を含む。 ダイ1シュショウガクキンムリソクコウトウガッコウトウショウガクキンジギョウコウフキンブンフク

						※　第一種奨学金（無利息）には、高等学校等奨学金事業交付金分（288億円、12.4万人）相当を含む。 ダイ1シュショウガクキンムリソクコウトウガッコウトウショウガクキンジギョウコウフキンブンオクエンマンニンソウトウフク





事業予算-1 (3)

		

				（２）予算人員 ヨサンジンイン

										（単位：万人）

				区　　　分 クブン		１８年度 ネンド		１９年度 ネンド		増減 ゾウゲン

				計 ケイ		109.2		114.3		5.2

				第一種貸与人員 ダイイッシュタイヨジンイン		46.0		46.7		0.7

				第二種貸与人員 ダイニシュタイヨジンイン		63.1		67.6		4.5

				合計は、四捨五入の関係で一致しない場合がある





事業予算-2(1)

		

				10～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク

						平成10年度		平成11年度		平成12年度		平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度（案）

				第一種奨学金		2,005		2,121		2,198		2,286		2,214		2,385		2,504		2,631		2,721		2,777

				第二種奨学金		650		1,660		1,953		2,446		2,952		3,405		4,316		4,879		5,278		5,727

				学資金計 マナシキンケイ		2,655		3,781		4,151		4,732		5,167		5,790		6,820		7,510		7,999		8,503

				第一種奨学金（無利息）								422		405		427		438		451		460		467

				第二種奨学金（利息付）								331		392		440		527		583		631		676

				貸与人員 タイヨジンイン		499		646		691		753		798		866		965		1,034		1,092		1,143





事業予算-2(1)
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事業予算-2

		

				13～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク

						平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度（案）

				第一種		2,286		2,214		2,385		2,504		2,631		2,721		2,777

				第二種		2,446		2,952		3,405		4,316		4,879		5,278		5,727

				学資金計 マナシキンケイ		4,732		5,167		5,790		6,820		7,510		7,999		8,503

				第一種奨学金（無利息）		422		405		427		438		451		460		467

				第二種奨学金（利息付）		331		392		440		527		583		631		676

				貸与人員 タイヨジンイン		753		798		866		965		1,034		1,092		1,143





事業予算-2
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Sheet2

		

				　　年　　度		　　制度改正等

				平成11年度		〇　第二種奨学金の貸与規模拡大（「きぼう21プラン奨学金制度」発足）

						　　（貸与月額選択制の導入）

						〇「緊急・応急採用奨学金制度」創設

				平成13年度		〇「きぼう21プラン奨学金」貸与学種拡大（博士課程・高専4.5年）

				平成14年度		〇　情報総合管理システム（イクシス）稼動

				平成15年度		〇「入学時特別増額貸与奨学金制度」創設

				平成16年度		〇「機関保証制度」創設

						〇「入学時特別増額貸与奨学金制度」拡大（第一種にも拡大）

						〇「第二種奨学金（海外進学）制度」創設

						〇　法科大学院の創設に対応した奨学金の充実　

						〇「特に優れた業績による返還免除制度」創設

				平成17年度		〇「報奨金制度」廃止

				平成18年度		〇「第二種奨学金（短期留学）制度」創設

						〇　適格認定手続きの電子情報化

				平成19年度		〇　第二種奨学金利率選択制の導入

						　　（利率見直し方式と利率固定方式の選択）





学生数に対する貸与率

		

				学生数に対する貸与率(１８年度） ガクセイスウタイタイヨリツネンド

				　学　種 ガクタネ		　貸与率（％） タイヨリツ

				　大学 ダイガク		27.9

				　大学院 ダイガクイン		38.7

				　高等専門学校 コウトウセンモンガッコウ		11.0

				　専修学校
　専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ		20.2

				計 ケイ		27.1

				（注）貸与率は１８年度貸与実績／１８年度学生数（実員） チュウタイヨリツネンドタイヨジッセキネンドガクセイスウジツイン





奨学金の種類

		

						奨学金の種類 ショウガクキンシュルイ

						区　　分 クブン						第一種奨学金（無利息） ダイイッシュショウガクキンムリソク						第二種奨学金（利息付） ダイニシュショウガクキンリソクツキ

						対象学種 タイショウガクシュ						大学・短大、高専、大学院、専修学校専門課程 ダイガクタンダイコウセンダイガクインセンシュウガッコウセンモンカテイ						大学・短大、高専（4・5年生）、大学院、専修学校専門課程 ダイガクタンダイコウセンネンセイダイガクインセンシュウガッコウセンモンカテイ

												※高校・専修学校高等課程は平成17年度入学者から順次都道府県へ移管 コウコウセンシュウガッコウコウトウカテイヘイセイネンドニュウガクシャジュンジトドウフケンイカン

						貸与月額 タイヨゲツガク						定額 テイガク						学生が選択 ガクセイセンタク

												※私大・自宅外通学の場合6.4万円 シダイジタクソトツウガクバアイマンエン						※大学の場合、３、５、８、１０万円から選択 ダイガクバアイマンエンセンタク

						貸与基準 タイヨキジュン		学力 ガクリョク				①高校成績が３.５以上 コウコウセイセキイジョウ						①平均以上の成績の学生 ヘイキンイジョウセイセキガクセイ

												②大学成績が学部内において上位1/3以内 ダイガクセイセキガクブナイジョウイイナイ						②特定の分野において特に優秀な能力を有すると認められる学生 トクテイブンヤトクユウシュウノウリョクユウミトガクセイ

																		③勉学意欲のある学生 ベンガクイヨクガクセイ

								家計 カケイ				998万円以下 マンエンイカ						1,344万円以下 マンエンイカ

												※私大・自宅通学・4人世帯で主たる家計支持者が給与所得者の場合 シダイジタクツウガクニンセタイシュカケイシジシャキュウヨショトクシャバアイ						※私大・自宅通学・4人世帯で主たる家計支持者が給与所得者の場合 シダイジタクツウガクニンセタイシュキュウヨショトクシャバアイ

						返還方法 ヘンカンホウホウ						卒業後20年以内 ソツギョウゴネンイナイ						卒業後20年以内の元利均等返還 ソツギョウゴネンイナイガンリキントウヘンカン

						返還利率・返還利息 ヘンカンリリツヘンカンリソク						－						上限金利３％（在学中は無利息） ジョウゲンキンリザイガクチュウムリソク

																		１９年度採用者から利率固定と利率見直方式の選択制導入 ネンドサイヨウシャリリツコテイリリツミナオホウシキセンタクセイドウニュウ





回収状況-1

		

				事業報告書別表４－１　総返還率（延滞分＋当年度分） ジギョウホウコクショベッピョウソウヘンカンリツエンタイブントウネンドブン

						平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度

				第一種奨学金（無利息）		1,358		1,440		1,517		1,639		1,735

				第二種奨学金（利息付）		345		418		532		658		841

				計 ケイ		1,703		1,858		2,048		2,297		2,575

				第一種		1,049		1,101		1,150		1,231		1,296

				第二種		298		359		458		559		717

				計 ケイ		1,347		1,460		1,608		1,790		2,013

				第一種奨学金（無利息）		77.2		76.5		75.8		75.1		74.7

				第二種奨学金（利息付）		86.5		85.9		86.2		85.0		85.3

				要返還額に
対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ		79.1		78.6		78.5		77.9		78.2





回収状況-1

		平成13年度		平成13年度		平成13年度

		平成14年度		平成14年度		平成14年度

		平成15年度		平成15年度		平成15年度

		平成16年度		平成16年度		平成16年度

		平成17年度		平成17年度		平成17年度
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回収状況-2

		

				基礎資料等　新規の当年度分回収率 キソシリョウトウシンキトウネンドブンカイシュウリツ

						平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度

				第一種		50		54		56		54		53

				第二種奨学金		32		44		56		67		77

				計 ケイ		82		98		112		120		131

				第一種		46		50		52		50		50

				第二種		30		41		51		62		72

				計 ケイ		77		91		103		112		123

				第一種奨学金（無利息）		92.7		92.6		92.2		93.8		94.5

				第二種奨学金（利息付）		93.1		92.9		92.2		93.0		93.4

				要返還額
に対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ		92.9		92.7		92.2		93.4		93.8





回収状況-2

		平成13年度		平成13年度		平成13年度

		平成14年度		平成14年度		平成14年度

		平成15年度		平成15年度		平成15年度

		平成16年度		平成16年度		平成16年度

		平成17年度		平成17年度		平成17年度



&A

Page &P

第二種

第一種

要返還額
に対する割合

（億円）

（％）



Sheet1

		



奨学生の補導
ア 奨学生の適格性の審査
奨学生としての適格性を確保するため、大学等において、奨学生から「奨学金継続願」
の提出を求め、その際奨学生の経済状況や平素の生活・学修状況及び学業成績等から奨学
生としての適格性を総合的に審査する「適格認定」を実施し、その結果を「適格認定報
告」として機構に報告することとしている。
機構は、適格性に問題がある者について、規定に従い、廃止、停止、警告（高等学校及
び専修学校高等課程の奨学生には警告の処置はない。）又は激励の処置を行うこととして
いる。
大学等の適格認定実施状況の把握を目的として、継続願の配付・提出状況、経済状況・
学業成績の確認状況及び適格基準の細目区分ごとの認定状況等とともに、適格認定基準の
運用に関する学内基準の設定状況について、平成17 年８月～11 月に「適格認定の実施に
関する実態調査」を実施した。この調査の結果を踏まえ、より適切な適格認定の実施に資
するため、平成18 年３月に「奨学生の適格認定に関する施行細則の解説について」及び
－10－
「適格認定事務要領」を各大学等へ通知した。
また、平成17 事業年度において、より適切・効果的な適格認定が実施されることを目
的に、最高学年の者を除いた10 月時点貸与中奨学生を対象に、年度末の成績に基づき認
定を行うものとし、その報告期限を12 月から翌年４月に変更した。
（参考）平成17 事業年度の適格認定の実施状況
奨学金廃止（留年者等） 5,155件（0.8%）
奨学金停止（学業成績不振者等） 14,204件（2.1%）
警告（学習評価が著しく劣る者等） 10,895件（1.6%）
激励（学習評価が劣る者） 23,165件（3.4%）
合 計53,419件（7.9%）




職員数

		

						平成15年度 ヘイセイネンド		平成16年度 ヘイセイネンド		平成17年度 ヘイセイネンド		平成18年度 ヘイセイネンド

						日本育英会 ニホンイクエイカイ		日本学生支援機構 ニホンガクセイシエンキコウ

		　奨学金業務に係る職員数 ショウガクキンギョウムカカショクインスウ				183		159		157		125

				うち　返還業務に係る
職員数 ヘンカンギョウムカカショクインスウ		141		107		96		114





職員数 (2)

		

						平成15年度 ヘイセイネンド		平成16年度 ヘイセイネンド		平成17年度 ヘイセイネンド		平成18年度 ヘイセイネンド

						日本育英会 ニホンイクエイカイ		日本学生支援機構 ニホンガクセイシエンキコウ

		　奨学金業務に係る職員数 ショウガクキンギョウムカカショクインスウ

				うち　返還業務に係る
職員数 ヘンカンギョウムカカショクインスウ

				日本学生支援機構

				日本育英会 ニホンイクエイカイ

				財団法人日本国際教育協会 ザイダンホウジンニホンコクサイキョウイクキョウカイ

				財団法人内外学生センター ナイガイガクセイ

				財団法人国際学友会 コクサイガクユウカイ

				財団法人関西国際学友会 カンサイコクサイガクユウカイ





前提

		

				フォント				MSPゴッシク　１１ポイント

								（グラフ内は違う個所もあります） ナイチガカショ

				単位 タンイ		金額 キンガク		億円 オクエン

						人数 ニンズウ		千人 センニン

						率 リツ		第一位％ ダイイチグライ

				年度 ネンド		表記 ヒョウキ		平成○○年度 ヘイセイネンド

						実績 ジッセキ		13～17

						計画 ケイカク		18～19

				学種 ガクシュ				第一種奨学金（無利息） ダイイッシュショウガクキンムリソク

								第二種奨学金（利息付） ダイニシュショウガクキンリソクツキ





事業予算-1

				平成19年度奨学金事業予算案 ショウガクキンジギョウヨサンアン

				（１）予算額 ヨサンガク

																														（単位：億円） オクエン

				区　　　　　　分										平成18年度予算 ヨサン						平成19年度予算 ヨサン						比較増△減

				　事  業  費  合  計								(Ａ+Ｄ)				7,999						8,503						504

				（無利息）　　　　　　第一種奨学金 ムリソク		　事  業  費  総  額						(Ａ)				2,721						2,777						56

						財
源				政府貸付金		(Ｂ)				813						747						△ 66

										返還金充当額 ヘンカンキン						1,718						1,742						24

										高等学校等奨学金事業交付金 コウトウガッコウトウショウガクキンジギョウコウフキン		(Ｃ)				190						288						98

										（Ｂ）＋（Ｃ）						1,003						1,035						32

				（利息付）　　　　　　第二種奨学金 リソクツキニ		　事  業  費  総  額						(Ｄ)				5,278						5,727						448

						財
源				財政融資資金						3,473						3,832						359

										財投機関債						1,170						1,170						0

										返還金充当額等 トウ						635						725						89

						〔 利 子 補 給 金 〕						(Ｅ)		〔		114		〕		〔		169		〕		〔		55		〕

				　返還免除等補助金 ヘンカンメンジョナドホジョキン								(Ｆ)				17						20						3

				　一般会計負担額								(Ｂ+Ｃ+Ｅ+Ｆ)				1,134						1,224						90





事業予算-1 (2)

				平成19年度奨学金事業予算案 ショウガクキンジギョウヨサンアン

																														（単位：億円、万人） オクエンマンニン

				区　　　　　　分										平成18年度予算 ヨサン						平成19年度予算 ヨサン						比較増△減

				　事  業  費  合  計								(Ａ+Ｄ)				7,999						8,503						504

				貸　与　人　員 カシアタエジンイン										（		109.2		）		（		114.3		）		（		5.2		）

				（無利息）　　　　　　　第一種奨学金 ムリソク		　事  業  費  総  額						(Ａ)				2,721						2,777						56

						財
源				政府貸付金		(Ｂ)				813						747						△ 66

										返還金充当額 ヘンカンキン						1,718						1,742						24

										高等学校等奨学金事業交付金 コウトウガッコウトウショウガクキンジギョウコウフキン		(Ｃ)				190						288						98

										（Ｂ）＋（Ｃ）						1,003						1,035						32

						貸　与　人　員 カシアタエジンイン								（		46.0		）		（		46.7		）		（		0.7		）

				（利息付）　　　　　　　第二種奨学金 リソクツキニ		　事  業  費  総  額						(Ｄ)				5,278						5,727						448

						財
源				財政融資資金						3,473						3,832						359

										財投機関債						1,170						1,170						0

										返還金充当額等 トウ						635						725						89

						〔 利 子 補 給 金 〕						(Ｅ)		〔		114		〕		〔		169		〕		〔		55		〕

						貸　与　人　員 カシアタエジンイン								（		63.1		）		（		67.6		）		（		4.5		）

				　返還免除等補助金 ヘンカンメンジョナドホジョキン								(Ｆ)				17						20						3

				　一般会計負担額								(Ｂ+Ｃ+Ｅ+Ｆ)				1,134						1,224						90

						※　第一種奨学金（無利息）には、高等学校等奨学金事業交付金分を含む。 ダイ1シュショウガクキンムリソクコウトウガッコウトウショウガクキンジギョウコウフキンブンフク

						※　第一種奨学金（無利息）には、高等学校等奨学金事業交付金分（288億円、12.4万人）相当を含む。 ダイ1シュショウガクキンムリソクコウトウガッコウトウショウガクキンジギョウコウフキンブンオクエンマンニンソウトウフク





事業予算-1 (3)

										(単位：万人） タンイマンニン

				区　　　分 クブン		平成28年度 ヘイセイネンド		平成29年度 ヘイセイネンド		比較増△減 ヒカクゾウゲン

				合計 ゴウケイ		132.4		134.1		1.7

				給付奨学金 キュウフショウガクキン		－		0.3		0.3

				第一種奨学金 ダイイッシュショウガクキン		48.0		52.3		4.3

				第二種奨学金 ダイニシュショウガクキン		84.4		81.5		△ 2.9

				※合計及び増減は、四捨五入の関係で一致しない場合がある。 ゴウケイオヨゾウゲンシシャゴニュウカンケイイッチバアイ





事業予算-2(1)

		

				10～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク

						平成10年度		平成11年度		平成12年度		平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度（案）

				第一種奨学金		2,005		2,121		2,198		2,286		2,214		2,385		2,504		2,631		2,721		2,777

				第二種奨学金		650		1,660		1,953		2,446		2,952		3,405		4,316		4,879		5,278		5,727

				学資金計 マナシキンケイ		2,655		3,781		4,151		4,732		5,167		5,790		6,820		7,510		7,999		8,503

				第一種奨学金（無利息）								422		405		427		438		451		460		467

				第二種奨学金（利息付）								331		392		440		527		583		631		676

				貸与人員 タイヨジンイン		499		646		691		753		798		866		965		1,034		1,092		1,143





事業予算-2(1)
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事業予算-2

		

				13～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク

						平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度（案）

				第一種		2,286		2,214		2,385		2,504		2,631		2,721		2,777

				第二種		2,446		2,952		3,405		4,316		4,879		5,278		5,727

				学資金計 マナシキンケイ		4,732		5,167		5,790		6,820		7,510		7,999		8,503

				第一種奨学金（無利息）		422		405		427		438		451		460		467

				第二種奨学金（利息付）		331		392		440		527		583		631		676

				貸与人員 タイヨジンイン		753		798		866		965		1,034		1,092		1,143





事業予算-2
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Sheet2

		

				　　年　　度		　　制度改正等

				平成11年度		〇　第二種奨学金の貸与規模拡大（「きぼう21プラン奨学金制度」発足）

						　　（貸与月額選択制の導入）

						〇「緊急・応急採用奨学金制度」創設

				平成13年度		〇「きぼう21プラン奨学金」貸与学種拡大（博士課程・高専4.5年）

				平成14年度		〇　情報総合管理システム（イクシス）稼動

				平成15年度		〇「入学時特別増額貸与奨学金制度」創設

				平成16年度		〇「機関保証制度」創設

						〇「入学時特別増額貸与奨学金制度」拡大（第一種にも拡大）

						〇「第二種奨学金（海外進学）制度」創設

						〇　法科大学院の創設に対応した奨学金の充実　

						〇「特に優れた業績による返還免除制度」創設

				平成17年度		〇「報奨金制度」廃止

				平成18年度		〇「第二種奨学金（短期留学）制度」創設

						〇　適格認定手続きの電子情報化

				平成19年度		〇　第二種奨学金利率選択制の導入

						　　（利率見直し方式と利率固定方式の選択）





学生数に対する貸与率

		

				学生数に対する貸与率(１８年度） ガクセイスウタイタイヨリツネンド

				　学　種 ガクタネ		　貸与率（％） タイヨリツ

				　大学 ダイガク		27.9

				　大学院 ダイガクイン		38.7

				　高等専門学校 コウトウセンモンガッコウ		11.0

				　専修学校
　専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ		20.2

				計 ケイ		27.1

				（注）貸与率は１８年度貸与実績／１８年度学生数（実員） チュウタイヨリツネンドタイヨジッセキネンドガクセイスウジツイン





奨学金の種類

		

						奨学金の種類 ショウガクキンシュルイ

						区　　分 クブン						第一種奨学金（無利息） ダイイッシュショウガクキンムリソク						第二種奨学金（利息付） ダイニシュショウガクキンリソクツキ

						対象学種 タイショウガクシュ						大学・短大、高専、大学院、専修学校専門課程 ダイガクタンダイコウセンダイガクインセンシュウガッコウセンモンカテイ						大学・短大、高専（4・5年生）、大学院、専修学校専門課程 ダイガクタンダイコウセンネンセイダイガクインセンシュウガッコウセンモンカテイ

												※高校・専修学校高等課程は平成17年度入学者から順次都道府県へ移管 コウコウセンシュウガッコウコウトウカテイヘイセイネンドニュウガクシャジュンジトドウフケンイカン

						貸与月額 タイヨゲツガク						定額 テイガク						学生が選択 ガクセイセンタク

												※私大・自宅外通学の場合6.4万円 シダイジタクソトツウガクバアイマンエン						※大学の場合、３、５、８、１０万円から選択 ダイガクバアイマンエンセンタク

						貸与基準 タイヨキジュン		学力 ガクリョク				①高校成績が３.５以上 コウコウセイセキイジョウ						①平均以上の成績の学生 ヘイキンイジョウセイセキガクセイ

												②大学成績が学部内において上位1/3以内 ダイガクセイセキガクブナイジョウイイナイ						②特定の分野において特に優秀な能力を有すると認められる学生 トクテイブンヤトクユウシュウノウリョクユウミトガクセイ

																		③勉学意欲のある学生 ベンガクイヨクガクセイ

								家計 カケイ				998万円以下 マンエンイカ						1,344万円以下 マンエンイカ

												※私大・自宅通学・4人世帯で主たる家計支持者が給与所得者の場合 シダイジタクツウガクニンセタイシュカケイシジシャキュウヨショトクシャバアイ						※私大・自宅通学・4人世帯で主たる家計支持者が給与所得者の場合 シダイジタクツウガクニンセタイシュキュウヨショトクシャバアイ

						返還方法 ヘンカンホウホウ						卒業後20年以内 ソツギョウゴネンイナイ						卒業後20年以内の元利均等返還 ソツギョウゴネンイナイガンリキントウヘンカン

						返還利率・返還利息 ヘンカンリリツヘンカンリソク						－						上限金利３％（在学中は無利息） ジョウゲンキンリザイガクチュウムリソク

																		１９年度採用者から利率固定と利率見直方式の選択制導入 ネンドサイヨウシャリリツコテイリリツミナオホウシキセンタクセイドウニュウ





回収状況-1

		

				事業報告書別表４－１　総返還率（延滞分＋当年度分） ジギョウホウコクショベッピョウソウヘンカンリツエンタイブントウネンドブン

						平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度

				第一種奨学金（無利息）		1,358		1,440		1,517		1,639		1,735

				第二種奨学金（利息付）		345		418		532		658		841

				計 ケイ		1,703		1,858		2,048		2,297		2,575

				第一種		1,049		1,101		1,150		1,231		1,296

				第二種		298		359		458		559		717

				計 ケイ		1,347		1,460		1,608		1,790		2,013

				第一種奨学金（無利息）		77.2		76.5		75.8		75.1		74.7

				第二種奨学金（利息付）		86.5		85.9		86.2		85.0		85.3

				要返還額に
対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ		79.1		78.6		78.5		77.9		78.2





回収状況-1

		平成13年度		平成13年度		平成13年度
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		平成17年度		平成17年度		平成17年度
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回収状況-2

		

				基礎資料等　新規の当年度分回収率 キソシリョウトウシンキトウネンドブンカイシュウリツ

						平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度

				第一種		50		54		56		54		53

				第二種奨学金		32		44		56		67		77

				計 ケイ		82		98		112		120		131

				第一種		46		50		52		50		50

				第二種		30		41		51		62		72

				計 ケイ		77		91		103		112		123

				第一種奨学金（無利息）		92.7		92.6		92.2		93.8		94.5

				第二種奨学金（利息付）		93.1		92.9		92.2		93.0		93.4

				要返還額
に対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ		92.9		92.7		92.2		93.4		93.8





回収状況-2

		平成13年度		平成13年度		平成13年度

		平成14年度		平成14年度		平成14年度

		平成15年度		平成15年度		平成15年度

		平成16年度		平成16年度		平成16年度

		平成17年度		平成17年度		平成17年度
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奨学生の補導
ア 奨学生の適格性の審査
奨学生としての適格性を確保するため、大学等において、奨学生から「奨学金継続願」
の提出を求め、その際奨学生の経済状況や平素の生活・学修状況及び学業成績等から奨学
生としての適格性を総合的に審査する「適格認定」を実施し、その結果を「適格認定報
告」として機構に報告することとしている。
機構は、適格性に問題がある者について、規定に従い、廃止、停止、警告（高等学校及
び専修学校高等課程の奨学生には警告の処置はない。）又は激励の処置を行うこととして
いる。
大学等の適格認定実施状況の把握を目的として、継続願の配付・提出状況、経済状況・
学業成績の確認状況及び適格基準の細目区分ごとの認定状況等とともに、適格認定基準の
運用に関する学内基準の設定状況について、平成17 年８月～11 月に「適格認定の実施に
関する実態調査」を実施した。この調査の結果を踏まえ、より適切な適格認定の実施に資
するため、平成18 年３月に「奨学生の適格認定に関する施行細則の解説について」及び
－10－
「適格認定事務要領」を各大学等へ通知した。
また、平成17 事業年度において、より適切・効果的な適格認定が実施されることを目
的に、最高学年の者を除いた10 月時点貸与中奨学生を対象に、年度末の成績に基づき認
定を行うものとし、その報告期限を12 月から翌年４月に変更した。
（参考）平成17 事業年度の適格認定の実施状況
奨学金廃止（留年者等） 5,155件（0.8%）
奨学金停止（学業成績不振者等） 14,204件（2.1%）
警告（学習評価が著しく劣る者等） 10,895件（1.6%）
激励（学習評価が劣る者） 23,165件（3.4%）
合 計53,419件（7.9%）
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 ５ 貸与奨学金事業費の推移 

※１ 上記は当初予算である。 
※２ 上記は、高等学校分を含まない。 
※３ 上記は、平成29年度に創設された給付奨学金を含まない。 
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第一種奨学金 第二種奨学金 貸与人員

事業費・貸与人員の推移 学生数に対する貸与率 
（28年度） 

学種 貸与率 

大学 38.1％ 

大学院 31.8％ 

高等専門学校 8.0％ 

専修学校専門課程 40.8％ 

計 37.7％ 

（注1）貸与率は28年度貸与実績÷28年度学生数（実員） 
（注2）上記は、海外留学奨学金を含まない 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
資料の２０ページです。議題Ⅲ　奨学金返還業務について１．返還の重要性について奨学金は貸与制であり、返還金は後輩の奨学金の財源として循環運用される仕組みとなっています。奨学金事業を維持・発展させていく上で、奨学金の返還は極めて重要です。近年の事業規模の拡大に伴い、事業費に占める返還金の割合は年々高くなっており、平成２２年度奨学金事業費予算(案)につきましても、政府貸付金は減少し、返還金充当額が増加していくという厳しい状況にあります。
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2210.38145

4316

837.924

2337.32583

4879

907.035

2426.92484

5278

964.428

2482.62275

5727

1016.171

2498.43696

6512

1091.539

2501.57913

6973

1148.803

2549.09598

7506

1183.467

2596.61886

8185

1271.815

2767.353

8496

1339.301

2911.63974

9070

1443.121

3068

8677

1409

3173

7966

1345

3258

7686

1324

3528

7238

1338



事業予算-2(1)

		

				16～29全て当初計画額 スベトウショケイカクガク

						平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度 ヘイセイネンド		平成25年度 ヘイセイネンド		平成26年度 ヘイセイネンド		平成27年度 ヘイセイネンド		平成28年度 ヘイセイネンド		平成29年度 ヘイセイネンド

				第二種奨学金		4,316		4,879		5,278		5,727		6,512		6,973		7,506		8,185		8,496		9,070		8,677		7,966		7,686		7,238

				第一種奨学金		2,210		2,337		2,427		2,483		2,498		2,502		2,549		2,597		2,767		2,912		3,068		3,173		3,258		3,528

				学資金計 マナシキンケイ		6,820		7,510		7,999		8,503		9,305		9,305

				第一種奨学金（無利息）		438		451		460		467		469		344		348		358

				第二種奨学金（利息付）		527		583		631		676		750		804		835		914

				貸与人員 タイヨジンイン		838		907		964		1,016		1,092		1,149		1,183		1,272		1,339		1,443		1,409		1,345		1,324		1,338
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⑪
奨学生証・奨学生のしおり
返還誓約書・保証依頼書
⑫

返還誓約書等の提出
①

申込み
②
奨学金案内、確認書、
スカラネット入力下書き用紙
③
確認書、
収入に関する証明書類等の提出
④

ユーザID・パスワード
本人
　　　　⑤スカラネット入力下書き用紙の記入

　　　　　　⑥インターネットによる申込

⑬奨学金振込み

⑨審査

※採用後、返還誓約書及び保証依頼書（兼保証委託
　 契約書）を交付、本人から提出。
※「確認書」とは「確認書兼個人信用情報の取扱いに
 　関する同意書」。以下同じ。
※「返還誓約書」とは「返還誓約書兼個人信用情報の 日本学生支援機構
　 取扱いに関する同意書」。以下同じ。

⑭
奨
学
金

の
引
き
出

し

　
　
　
　
　
⑧
選
考
・
推
薦

⑩
採
用
決
定
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⑦
申
込
デ
ー

タ
の
ダ
ウ
ン

ロ
ー

ド

金融機関

 ６ 奨学金申込の流れ 


Sheet1

		図1　奨学金の申込の流れ ズシモウシコミナガ

										⑪

										奨学生証・奨学生のしおり

										返還誓約書・保証依頼書 ヘンカンセイヤクショホショウイライショ

										⑫

										返還誓約書等の提出 ヘンカンセイヤクショナドテイシュツ

										①

										申込み モウシコミ

										②

										奨学金案内、確認書、 ショウガクキンアンナイカクニンショ

										スカラネット入力下書き用紙 ニュウリョクシタガヨウシ

										③

										確認書、 カクニンショ

										収入に関する証明書類等の提出 ルイ

										④

										ユーザID・パスワード

				本人 ホンニン										学校 ガッコウ

				　　　　⑤スカラネット入力下書き用紙の記入 キニュウ								　　　　　　　　　　⑦申込データのダウンロード モウシコミ				　　　　　⑧選考・推薦 センコウスイセン		⑩採用決定 サイヨウケッテイ

		⑭奨学金の引き出し ショウガクキンヒダ

						　　　　　　⑥インターネットによる申込 モウシコミ

										⑬奨学金振込み ショウガクキンフリコ

																		⑨審査 シンサ

								※採用後、返還誓約書及び保証依頼書（兼保証委託 サイヨウゴヘンカンセイヤクショオヨホショウイライショケンホショウイタク

								　 契約書）を交付、本人から提出。

								※「確認書」とは「確認書兼個人信用情報の取扱いに カクニンショカクニンショケンコジンシンヨウジョウホウトリアツカ

								　関する同意書」。以下同じ。

				金融機関 キンユウキカン				※「返還誓約書」とは「返還誓約書兼個人信用情報の ヘンカンセイヤクショヘンカンセイヤクショケンコジンシンヨウジョウホウ						日本学生支援機構 ニホンガクセイシエンキコウ

								　 取扱いに関する同意書」。以下同じ。
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 機構の奨学金の貸与を受けるためには連帯保証人が必要。 

 平成15年度までは「人的保証」（自然人による連帯保証及び保証）のみであったが、平成16年度の機構設立に際して、「機関保証
制度」を新たに創設。 

 このことにより、連帯保証人等に適任者を得ることができなくても、奨学金の貸与を受けることが可能となった（本人に奨学生としての自
覚がより強く求められる）。 

 機構においても、奨学生本人が返還できなくなった場合における債権の保全が強化される。 

 学位取得を目的とした海外留学のための奨学金の貸与については、機関保証と人的保証の二つの保証が必要。 

 機関保証実施機関は、公益財団法人日本国際教育支援協会（以下「協会」）。 

 毎月の奨学金の貸与額から保証料月額を差し引いて奨学生の口座に振込む。 
差し引かれた保証料は日本学生支援機構から協会に送金。（このほか、奨学生が協会に毎月の保証料を直接支払う方法もある。）  

 保証の範囲は、元金、利息及び延滞金。 

 保証料率などの基本事項については、日本学生支援機構の業務方法書（文部科学大臣の認可事項）に規定することで、国が適切
に監督する。 

 保証料率は、年0.7%未満（業務方法書第10条の２）。平成29年度採用者より、第一種奨学金の保証料率を引き下げ。 
 
 

 

 保証債務の履行（代位弁済）後、協会は機構に支払った金額を奨学生に請求する（返還免除・猶予の制度もある）。     
 

 ７－１ 機関保証制度について １ 

※第一種奨学生（私立・大学学部・自宅外）が、貸与月額64,000円・貸与月数48月で 

  奨学金の貸与を受けた場合の保証料月額。 
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 ７－２ 機関保証制度について ２ 

 

  

 

 

 

 

 

機関保証選択者の割合（※） 

  19年度    35.1％ 

  20年度    37.8％ 

  21年度    39.5％ 

  22年度    45.6％ 

  23年度    46.4％ 

  24年度    46.7％ 

  25年度    48.0％ 

  26年度    46.3％ 

  27年度    43.5％ 

  28年度    41.3％ 
 
 （※）各年度の新規採用奨学生のうち、 
    機関保証を選択した者の割合 

①学生が機構に奨学金を申し込む。 

 同時に「公益財団法人日本国際教育支援協会」（以下「保証機関」という）に対して 

 保証委託の申し込みを行う。 

 

②保証機関が債務の保証をし、機構が奨学生として採用決定する。 

 ・奨学生⇔ 機構     ：「奨学金貸与契約」 

 ・奨学生⇔ 保証機関  ：「保証委託契約」 

 ・機構 ⇔ 保証機関 ：「保証契約」（制度創設時に「包括保証契約」を締結） 

 

③機構は、奨学金の貸与額から保証料を差し引いた額を振り込む。 

 奨学金から差し引いた保証料は、機構が奨学生に代わり、保証機関に送金する。 

 

④貸与終了後、奨学生は機構に対して奨学金を返還する。 

奨学金貸与契約 

保証契約 保証委託契約 

①奨学金申込み 

②採用決定 
③奨学金振込み（保証料差引き） 

④奨学金返還 

②保証 ①保証委託申込み 

③保証料 
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 ８ 推薦依頼から採用までの流れ（在学採用） 

４月 （機構）

（学校）

　（学校）　「奨学金案内」等を学生に配布

　（学生）　確認書・スカラネット入力下書き用紙・各種証明書類を学校へ提出

　　　・収入に関する証明書類

　　　　　 源泉徴収票、確定申告書の写（受付印のあるもの）

　　　・確認書

　　　　　 本人が未成年者の場合、親権者（または後見人）の署名・押印

４月上旬 　（学校）　学生にインターネット入力に必要となるパスワードを提示

　　～

　　６月下旬 （学生）

（学校）

（学校）

　（学校）　人物・健康・学力・家計の基準に基づき推薦者を選考

（学校）

　（学校）　確認書等は学校留置き

（機構）

４月中旬 　（機構）　奨学生採用決定通知、奨学生証、返還誓約書等を学校へ送付

　　～７月上旬

各学校へ割当数（内示数）を提示し、推薦を依頼

選考ソフトの運用

推薦者データのアップロード（機構へ）

奨学生採用決定

申込データ及び選考ソフトのダウンロード（機構から）

インターネットによる申込（機構へ）

在学生に対し申込時説明会を実施


１．２．

		１．奨学金の種類と貸与対象 ショウガクキンシュルイタイヨタイショウ

		奨学金の種類 ショウガクキンシュルイ																																		貸与対象 タイヨタイショウ																																												貸与を受けられる学校 タイヨウガッコウ																																																				採用方法 サイヨウホウホウ

		無利子貸与 ムリシタイヨ																																		特に優れた者で経済的理由 トクスグモノケイザイテキリユウ																																												　・高等専門学校 コウトウセンモンガッコウ																																																				・予約採用 ヨヤクサイヨウ

		第一種奨学金 ダイイッシュショウガクキン																																		により、著しく修学に困難が イチジルシュウガクコンナン																																												　・短期大学 タンキダイガク																																																				(進学前に奨学生採 シンガクマエショウガクセイサイ

																																				あるもの																																												　・大学 ダイガク																																																				用候補者として決定 ヨウコウホシャケッテイ

																																				（法14条2項） ホウジョウニコウ																																												　・大学院 ダイガクイン																																																				し、進学後に本決定 シンガクゴホンケッテイ

																																																																																　・専修学校専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ																																																				する。）

																																																																																																																																				・在学採用 ザイガクサイヨウ

																																																																																　　高等学校 コウトウガッコウ																																17年度入学者 ネンドニュウガクシャ																				（入学後の春に採用 ニュウガクゴハルサイヨウ

																																																																																　　専修学校高等課程 センシュウガッコウコウトウカテイ																																から地方移管 チホウイカン																				する。）

																																																																																																																																				・緊急採用 キンキュウサイヨウ

		有利子貸与 ユウリコタイヨ																																		優れた者であって経済的理 スグモノケイザイテキリ																																												　・高等専門学校（4・5年次） コウトウセンモンガッコウネンジ																																																				・予約採用 ヨヤクサイヨウ

		第二種奨学金 ダイニシュショウガクキン																																		由により修学に困難がある ヨシシュウガクコンナン																																												　・短期大学 タンキダイガク																																																				・在学採用 ザイガクサイヨウ

		（在学中無利息） ザイガクチュウムリソク																																		もの																																												　・大学 ダイガク																																																				・応急採用 オウキュウサイヨウ

																																				（法14条3項） ホウジョウコウ																																												　・大学院 ダイガクイン

																																																																																　・専修学校専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ

																																																																																　・海外の短期大学 カイガイタンキダイガク																																																				・予約採用のみ ヨヤクサイヨウ

																																																																																　・海外の大学 カイガイダイガク

																																																																																　・海外の大学院 カイガイダイガクイン

		◎入学時特別増額貸与（第二種奨学金・30万円） ニュウガクジトクベツゾウガクタイヨダイニシュショウガクキンマンエン

		　　入学時にかかる一時的な経費に対応するもので、上表の第一種奨学金・第二種奨学金申込をする際に ニュウガクジイチジテキケイヒタイオウジョウヒョウダイイッシュショウガクキンダイニシュショウガクキンモウシコミサイ

		　　同時に申し込む。 ドウジモウコ

		２．平成19年度奨学金事業予算 ヘイセイネンドショウガクキンジギョウヨサン

																																																																																																																																												（単位：千円） タンイセンエン

						区　　　　　　　分 クブン																																																平成18年度 ヘイセイネンド																														平成19年度 ヘイセイネンド																														比較増△減 ヒカクゾウゲン

						事業費合計　（A＋C） ジギョウヒゴウケイ																																																				780,977,691																														821,535,103																														40,557,412

						無
利
子
貸
与 ムリコカシクミ						事業費総額　（A) ジギョウヒソウガク																																														253,137,670																														248,870,771																														△ 4,266,899

												財 ザイ						政府貸付金　（B) セイフカシツケキン																																								81,336,138																														74,708,821																														△ 6,627,317

												源 ミナモト						返還金充当額 ヘンカンキンジュウトウガク																																								171,801,532																														174,161,950																														2,360,418

						有
利
子
貸
与 アリコカシクミ						事業費総額　（C) ジギョウヒソウガク																																														527,840,021																														572,664,332																														44,824,311

												財

源 ザイミナモト						財政融資資金 ザイセイユウシシキン																																								347,300,000																														383,200,000																														35,900,000

																		財投機関債 ザイトウキカンサイ																																								117,000,000																														117,000,000																														0

																		返還金充当額等 ヘンカンキンジュウトウガクトウ																																								63,540,021																														72,464,332																														8,924,311

												〔利子補給金〕（D) リシホキュウキン																																										〔				11,387,291																						〕				〔				16,898,330																						〕				〔				5,511,039																						〕

						返還免除等補助金（E) ヘンカンメンジョトウホジョキン																																																				1,711,210																														2,004,842																										0				293,632

						一般会計負担額（B＋D＋E） イッパンカイケイフタンガク																																																				94,434,639																														93,611,993																										0				△ 822,646

						（注）高等学校等奨学金の地方移管に伴う交付金（平成18年度 18,963,117千円、平成19年度 チュウコウトウガッコウナドショウガクキンチホウイカントモナコウフキンヘイセイネンドセンエンヘイセイネンド

						　　　28,799,807千円）を除く。 センエンノゾ





３．（1）

		

								４月 ガツ																										（機構） キコウ																各学校へ割当数（内示数）を提示し、推薦を依頼 カクガッコウワリアテスウナイジスウテイジスイセンイライ

																																		（学校） ガッコウ																在学生に対し申込時説明会を実施 ザイガクセイタイモウシコトキセツメイカイジッシ

																																																		　（学校）　「奨学金案内」等を学生に配布 ガッコウショウガクキンアンナイトウガクセイハイフ

																																																		　（学生）　確認書・スカラネット入力下書き用紙・各種証明書類を学校へ提出 ガクセイカクニンショニュウリョクシタガヨウシカクシュショウメイショルイガッコウテイシュツ

																																																		　　　・収入に関する証明書類 シュウニュウカンショウメイショルイ

																																																		　　　　　 源泉徴収票、確定申告書の写（受付印のあるもの） ゲンセンチョウシュウヒョウカクテイシンコクショウツウケツケイン

																																																		　　　・確認書 カクニンショ

																																																		　　　　　 本人が未成年者の場合、親権者（または後見人）の署名・押印 ホンニンミセイネンシャバアイシンケンシャコウケンニンショメイオウイン

								４月上旬 ガツジョウジュン																																										　（学校）　学生にインターネット入力に必要となるパスワードを提示 ガッコウガクセイニュウリョクヒツヨウテイジ

										　　～

										　　６月下旬 ガツゲジュン																								（学生） ガクセイ																インターネットによる申込（機構へ） モウシコミキコウ

																																		（学校） ガッコウ																申込データ及び選考ソフトのダウンロード（機構から） モウシコミオヨセンコウキコウ

																																		（学校） ガッコウ																選考ソフトの運用 センコウウンヨウ

																																																		　（学校）　人物・健康・学力・家計の基準に基づき推薦者を選考 ガッコウジンブツケンコウガクリョクカケイキジュンモトスイセンシャセンコウ

																																		（学校） ガッコウ																推薦者データのアップロード（機構へ） スイセンシャキコウ

																																																		　（学校）　確認書等は学校留置き ガッコウカクニンショナドガッコウトメオ

																																		（機構） キコウ																奨学生採用決定 ショウガクセイサイヨウケッテイ

								４月中旬 ガツチュウジュン																																										　（機構）　奨学生採用決定通知、奨学生証、返還誓約書等を学校へ送付 キコウショウガクセイサイヨウケッテイツウチショウガクセイアカシヘンカンセイヤクショナドガッコウソウフ

										　　～７月上旬 ガツジョウジュン



２２年度申込者(１年次）　　　　　　　　
　　　　４０２，４８７人



３．（2）～（6）

				（２）貸与月額及び貸与期間 タイヨゲツガクオヨタイヨキカン

										・第一種奨学金の貸与月額は、学種・設置者・入学年度等によって異なる。 ダイイッシュショウガクキンタイヨゲツガクガクシュセッチシャニュウガクネンドトウコト

										・第二種奨学金は、奨学生が希望する貸与月額を選択する。 ダイニシュショウガクキンショウガクセイキボウタイヨゲツガクセンタク

								貸与月額・貸与期間一覧表 タイヨゲツガクタイヨキカンイチランヒョウ

												第一種奨学金 ダイイッシュショウガクキン

										区　　分 クブン																								貸与月額（単位：円） タイヨゲツガクタンイエン																																								貸　　与　　期　　間 カシクミキアイダ

																																		国公立 コッコウリツ																				私　　立 ワタシタテ																				貸　与　始　期 カシクミハジメキ																																						貸　与　終　期 カシクミシュウキ

																																		自宅 ジタク										自宅外 ジタクガイ										自宅 ジタク										自宅外 ジタクガイ										予約 ヨヤク												在学 ザイガク												緊急 キンキュウ														予約・在学 ヨヤクザイガク														緊急 キンキュウ

										高　等　学　校 タカヒトシガクコウ																								18,000										23,000										30,000										35,000																						19年4月 ネンガツ												19年4月からを限度に家計急変事由の発生月以降で奨学生が希望する月 ネンガツゲンドカケイキュウヘンジユウハッセイツキイコウショウガクセイキボウツキ														卒業・修了予定年月まで ソツギョウシュウリョウヨテイネンゲツ														平成20年3月
ただし、家計急変事由の発生月が平成19年5月以降の場合は平成21年3月まで継続可能 ヘイセイネンガツカケイキュウヘンジユウハッセイツキヘイセイネンガツイコウバアイヘイセイネンガツケイゾクカノウ

										専修学校高等課程 センシュウガッコウコウトウカテイ																								18,000										23,000										30,000										35,000																						19年4月 ネンガツ

										高 タカ				1～3年生 ネンセイ																				21,000										22,500										32,000										35,000										19年4月 ネンガツ												19年4月 ネンガツ

										専 アツム				4・5年生 ネンセイ																				44,000										50,000										52,000										59,000																						19年4月 ネンガツ

										大　　　　　　学 ダイガク																								45,000										51,000										54,000										64,000										19年4月 ネンガツ												19年7月 ネンガツ

										短　期　大　学 タンキダイガク																								45,000										51,000										53,000										60,000										19年4月 ネンガツ												19年7月 ネンガツ

										専修学校専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ																								45,000										51,000										53,000										60,000										19年4月 ネンガツ												19年7月 ネンガツ

										大
学
院 ダイガクイン				修士課程 シュウシカテイ																				88,000																																								19年4月												19年4月

														専門職大学院 センモンショクダイガクイン

														博士後期課程 ハカセコウキカテイ																				122,000																																								19年4月 ネンガツ												19年4月 ネンガツ

										大学通信教育　　夏季・冬季スクーリング ダイガクツウシンキョウイクカキトウキ																																																						88,000																						一面接授業期間 イチメンセツジュギョウキカン

												※				上記金額は、平成19年度採用の1年生に適用。（ただし、高等学校及び専修学校高等課程に ジョウキキンガクヘイセイネンドサイヨウネンセイテキヨウコウトウガッコウオヨセンシュウガッコウコウトウカテイ

																ついては平成16年度以前入学の２年生以上。高等専門学校4・5年生については4年生。） ヘイセイネンドイゼンニュウガクネンセイイジョウコウトウセンモンガッコウネンセイネンセイ

												第二種奨学金 ダイニシュショウガクキン

										区　　分 クブン																								貸与月額 タイヨゲツガク																																								貸　　与　　期　　間 カシクミキアイダ

																																																																										貸　与　始　期 カシクミハジメキ																																						貸　与　終　期 カシクミシュウキ

																																																																										予約 ヨヤク												在学 ザイガク												応急 オウキュウ														予約・在学・応急 ヨヤクザイガクオウキュウ

										高等専門学校・
大学・短期大学・
専修学校専門課程 コウトウセンモンガッコウダイガクタンキダイガクセンシュウガッコウセンモンカテイ																								3万円・5万円・8万円・10万円から奨学生が希望する額を選択　（注） マンエンマンエンマンエンマンエンショウガクセイキボウガクセンタクチュウ																																								19年4月												19年4月～9月の間で奨学生が希望する月 ネンガツガツアイダショウガクセイキボウツキ												19年4月～20年3月の間で奨学生が希望する月 ネンガツネンガツアイダショウガクセイキボウツキ														　卒業・修了予定年月
　まで ソツギョウシュウリョウヨテイネンゲツ

										大学院 ダイガクイン																								5万円・8万円・10万円・13万円から奨学生が希望する額を選択　（注） マンエンマンエンマンエンマンエンショウガクセイキボウガクセンタクチュウ																																								19年4月

												（注） チュウ								上記貸与月額の他に、私立大学の医学・歯学を履修する課程に在学する者については ジョウキタイヨゲツガクホカシリツダイガクイガクシガクリシュウカテイザイガクモノ

																				14万円を、薬学・獣医学を履修する課程に在学する者については12万円を法科大学院 マンエンヤクガクジュウイガクリシュウカテイザイガクモノマンエンホウカダイガクイン

																				の法学を履修する課程に在学する者については17万円又は20万円の貸与月額を選択 ホウガクリシュウカテイザイガクモノマンエンマタマンエンタイヨゲツガクセンタク

																				することができる。

				（３）奨学金の交付 ショウガクキンコウフ

										　原則として、毎月11日に当月分奨学金を奨学生本人名義の普通預金口座（都市銀行・地方銀行・ ゲンソクマイツキニチトウゲツブンショウガクキンショウガクセイホンニンメイギフツウヨキンコウザトシギンコウチホウギンコウ

										第二地方銀行・信用金庫・労働金庫）に振り込む。 ダイニチホウギンコウシンヨウキンコロウドウキンコフコ

										　最高学年及び緊急採用者については、最終3月分を2月分と併せて2月10日に振り込む。 サイコウガクネンオヨキンキュウサイヨウシャサイシュウガツブンガツブンアワガツニチフコ

										　振込日が土曜・日曜・祝日の場合はその前日に振り込む。 フリコミビドヨウニチヨウシュクジツバアイゼンジツフコ

										　

				（４）奨学生の補導 ススムガクショウホドウ

										　「適格認定」を実施し、奨学生の実情に即応した適切な措置を講じている。 テキカクニンテイジッシショウガクセイジツジョウソクオウテキセツソチコウ

										　　		・				奨学金の継続貸与を希望する奨学生（最上級学年の者を除く）は、毎年１回、経済状況・学生 ショウガクキンケイゾクタイヨキボウショウガクセイサイジョウキュウガクネンモノノゾマイトシカイケイザイジョウキョウガクセイ

																生活状況・学修状況について「奨学金継続願」をインターネットを通じて機構へ提出する。 セイカツジョウキョウガクシュウジョウキョウショウガクキンケイゾクネガツウキコウテイシュツ

												・				学校長は機構が提供する電子的データに基づき、「奨学金継続願」を提出した奨学生につい ガッコウチョウキコウテイキョウデンシテキモトショウガクキンケイゾクネガテイシュツショウガクセイ

																て修学状況と人物・健康・経済状況を総合的に判断して、継続貸与又は激励、警告、停止、 テイシ

																廃止の措置を認定し機構にインターネットを通じて報告する。 ハイシソチニンテイキコウツウホウコク

												・				学校長の報告に基づき、機構は奨学生の処置を決定する。 ガッコウチョウホウコクモトキコウショウガクセイショチケッテイ

				（５）奨学生の異動 ススムガクショウイドウ

										　奨学生の身分に変動（退学・休学等）が生じた場合、奨学生は学校を通じて、異動願（届）を機構 ショウガクセイミブンヘンドウタイガクキュウガクトウショウバアイショウガクセイガッコウツウイドウネガトドキコウ

										へ提出し、奨学金の貸与終了、休止の手続をとらなければならない。また、貸与中の奨学金が不要 テイシュツショウガクキンタイヨシュウリョウキュウシテツヅキタイヨチュウショウガクキンフヨウ

										となった場合は、学校を通じて奨学金の辞退を申し出たうえで貸与終了とすることができる。 バアイガッコウツウショウガクキンジタイモウデタイヨシュウリョウ

				（６）奨学金の貸与終了 ススムガクキンタイヨシュウリョウ

										　満期及び退学・辞退等で貸与終了となった者は金融機関で返還に関する手続き（リレー口座への マンキオヨタイガクジタイトウタイヨシュウリョウモノ

										加入）を行うとともに、学校を通じて返還誓約書を機構に提出する。 カニュウオコナダ

										　貸与終了後、6ヶ月の猶予期間を経て、返還開始となる。平成19年3月貸与終了者の場合、初回 タイヨシュウリョウゴゲツユウヨキカンヘヘンカンカイシヘイセイネンガツタイヨシュウリョウシャバアイショカイ

										返還月は平成19年10月となる。 ヘンカンツキヘイセイネンガツ
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 採 用 決 定

「奨学生証」・「返還誓約書」・
「奨学生のしおり」等の受取り

奨 学 金 交 付
（原則毎月１回口座振 込）

「貸与額通知書」の受取り
「奨学金継続願」の提出

廃 止

適 格 認 定 （ 毎 年 ）
停 止

「貸与奨学金返還確認票」の受取り
口座振替（リレー口座）加入申込書コピー
等 の 提 出

貸 与 終 了
（卒業・辞退・退学・廃止等）

未提出

不適格

貸 与 継 続
復活

廃 止

２７年度採用者（１年次）

４０９，５７４人

「 返 還 誓 約 書 」 の 提 出
（「保証依頼書」の提出）

未提出

 奨学生の補導 

 ・ 「適格認定」を実施し、奨学生の実情に即応した適切な措置を講じている。 

 ・ 奨学金の継続貸与を希望する奨学生（最上級学年の者を除く）は、毎年１回、経済
状況・学生生活状況・学修状況について「奨学金継続願」をインターネットを通じて
機構へ提出する。 

 ・ 学校長は機構が提供する電子的データに基づき、「奨学金継続願」を提出した奨学
生について修学状況と人物・健康・経済状況を総合的に判断して、継続貸与又は
警告、停止、廃止の措置を認定し機構にインターネットを通じて報告する。 

 ・ 学校長の報告に基づき、機構は奨学生の処置を決定する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 奨学生の異動 

 ・ 奨学生の身分に変動（退学・休学等）が生じた場合、奨学生は学校を通じて、異
動願（届）を機構へ提出し、奨学金の貸与終了、休止の手続をとらなければなら
ない。 

 ・ 貸与中の奨学金が不要となった場合は、学校を通じて奨学金の辞退を申し出た
うえで貸与終了とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 貸与終了時 

・ 貸与奨学金返還確認票 

   貸与月額変更等により当初の貸与予定総額が変更となる場合があるため、貸与
総額を改めて確認。 

・ 口座振替（リレー口座）加入申込書（預・貯金者控）のコピーの提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２７年度  適格認定対象者       ９３６，５２４人 

                廃止          １１，８１６人 

                停止         １０，７２９人 

       

 

 ９ 採用から貸与終了までの概要  


奨学金概要

		１　 奨学金事業の概要について ショウガクキンジギョウガイヨウ

		①　奨学金の概要 ショウガクキンガイヨウ

		　1)　種類、対象等 シュルイタイショウトウ

		奨学金の種類 ショウガクキンシュルイ																																		貸与対象 タイヨタイショウ																																												貸与を受けられる学校 タイヨウガッコウ																																																				採用方法 サイヨウホウホウ

		無利子貸与 ムリシタイヨ																																		特に優れた者で経済的理由 トクスグモノケイザイテキリユウ																																												　・高等専門学校 コウトウセンモンガッコウ																																																				・予約採用 ヨヤクサイヨウ

		第一種奨学金 ダイイッシュショウガクキン																																		により、著しく修学に困難が イチジルシュウガクコンナン																																												　・短期大学 タンキダイガク																																																				(進学前に奨学生採 シンガクマエショウガクセイサイ

																																				あるもの																																												　・大学 ダイガク																																																				用候補者として決定 ヨウコウホシャケッテイ

																																				（法14条2項） ホウジョウニコウ																																												　・大学院 ダイガクイン																																																				し、進学後に本決定 シンガクゴホンケッテイ

																																																																																　・専修学校専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ																																																				する。）

																																																																																																																																				・在学採用 ザイガクサイヨウ

																																																																																　　高等学校 コウトウガッコウ																																17年度入学者 ネンドニュウガクシャ																				（入学後の春に採用 ニュウガクゴハルサイヨウ

																																																																																　　専修学校高等課程 センシュウガッコウコウトウカテイ																																から地方移管 チホウイカン																				する。）

																																																																																																																																				・緊急採用 キンキュウサイヨウ

		有利子貸与 ユウリコタイヨ																																		優れた者であって経済的理 スグモノケイザイテキリ																																												　・高等専門学校（4・5年次） コウトウセンモンガッコウネンジ																																																				・予約採用 ヨヤクサイヨウ

		第二種奨学金 ダイニシュショウガクキン																																		由により修学に困難がある ヨシシュウガクコンナン																																												　・短期大学 タンキダイガク																																																				・在学採用 ザイガクサイヨウ

		（在学中無利息） ザイガクチュウムリソク																																		もの																																												　・大学 ダイガク																																																				・応急採用 オウキュウサイヨウ

																																				（法14条3項） ホウジョウコウ																																												　・大学院 ダイガクイン

																																																																																　・専修学校専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ

																																																																																　・海外の短期大学 カイガイタンキダイガク																																																				・予約採用のみ ヨヤクサイヨウ

																																																																																　・海外の大学 カイガイダイガク

																																																																																　・海外の大学院 カイガイダイガクイン

		◎入学時特別増額貸与（第二種奨学金・30万円） ニュウガクジトクベツゾウガクタイヨダイニシュショウガクキンマンエン

		　　入学時にかかる一時的な経費に対応するもので、上表の第一種奨学金・第二種奨学金申込をする際に ニュウガクジイチジテキケイヒタイオウジョウヒョウダイイッシュショウガクキンダイニシュショウガクキンモウシコミサイ

		　　同時に申し込む。 ドウジモウコ





予算

		　2)　貸与月額・貸与期間 タイヨゲツガクタイヨキカン

										・第一種奨学金の貸与月額は、学種・設置者・入学年度等によって異なる。 ダイイッシュショウガクキンタイヨゲツガクガクシュセッチシャニュウガクネンドトウコト

										・第二種奨学金は、奨学生が希望する貸与月額を選択する。 ダイニシュショウガクキンショウガクセイキボウタイヨゲツガクセンタク

								貸与月額・貸与期間一覧表 タイヨゲツガクタイヨキカンイチランヒョウ

												第一種奨学金 ダイイッシュショウガクキン

										区　　分 クブン																								貸与月額（単位：円） タイヨゲツガクタンイエン																																								貸　　与　　期　　間 カシクミキアイダ

																																		国公立 コッコウリツ																				私　　立 ワタシタテ																				貸　与　始　期 カシクミハジメキ																																						貸　与　終　期 カシクミシュウキ

																																		自宅 ジタク										自宅外 ジタクガイ										自宅 ジタク										自宅外 ジタクガイ										予約 ヨヤク												在学 ザイガク												緊急 キンキュウ														予約・在学 ヨヤクザイガク														緊急 キンキュウ

										大　　　　　　学 ダイガク																								45,000										51,000										54,000										64,000										4月 ガツ												7月 ガツ												4月からを限度に家計急変事由の発生月以降で奨学生が希望する月 ガツゲンドカケイキュウヘンジユウハッセイツキイコウショウガクセイキボウツキ														卒業・修了予定年月まで ソツギョウシュウリョウヨテイネンゲツ														事由発生の年度末3月ただし、家計急変事由の発生月が5月以降の場合は翌年度末まで継続可能 ジユウハッセイネンドマツガツカケイキュウヘンジユウハッセイツキガツイコウバアイヨクネンドスエケイゾクカノウ

										短　期　大　学 タンキダイガク																								45,000										51,000										53,000										60,000										4月 ガツ												7月 ガツ

										高 タカ				1～3年次 ネンジ																				21,000										22,500										32,000										35,000										4月 ガツ												4月 ガツ

										専 アツム				4・5年次 ネンジ																				44,000										50,000										52,000										59,000																						4月 ガツ

										専修学校専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ																								45,000										51,000										53,000										60,000										4月 ガツ												7月 ガツ

										大
学
院 ダイガクイン				修士課程 シュウシカテイ																				88,000																																								4月												4月

														専門職大学院 センモンショクダイガクイン

														博士後期課程 ハカセコウキカテイ																				122,000																																								4月 ガツ												4月 ガツ

										大学通信教育　　夏季・冬季スクーリング ダイガクツウシンキョウイクカキトウキ																								88,000																																								一面接授業期間 イチメンセツジュギョウキカン

												第二種奨学金 ダイニシュショウガクキン

										区　　分 クブン																								貸与月額 タイヨゲツガク																																								貸　　与　　期　　間 カシクミキアイダ

																																																																										貸　与　始　期 カシクミハジメキ																																						貸　与　終　期 カシクミシュウキ

																																																																										予約 ヨヤク												在学 ザイガク												応急 オウキュウ														予約・在学・応急 ヨヤクザイガクオウキュウ

										高等専門学校・
大学・短期大学・
専修学校専門課程 コウトウセンモンガッコウダイガクタンキダイガクセンシュウガッコウセンモンカテイ																								3万円・5万円・8万円・10万円から奨学生が希望する額を選択　（注） マンエンマンエンマンエンマンエンショウガクセイキボウガクセンタクチュウ																																								4月												4月～9月の間で奨学生が希望する月 ガツガツアイダショウガクセイキボウツキ												4月～3月の間で奨学生が希望する月 ガツガツアイダショウガクセイキボウツキ														　卒業・修了予定年月　まで ソツギョウシュウリョウヨテイネンゲツ

										大学院 ダイガクイン																								5万円・8万円・10万円・13万円から奨学生が希望する額を選択　（注） マンエンマンエンマンエンマンエンショウガクセイキボウガクセンタクチュウ																																								4月

												（注） チュウ								上記貸与月額の他に、私立大学の医学・歯学を履修する課程に在学する者については ジョウキタイヨゲツガクホカシリツダイガクイガクシガクリシュウカテイザイガクモノ

																				14万円を、薬学・獣医学を履修する課程に在学する者については12万円を法科大学院 マンエンヤクガクジュウイガクリシュウカテイザイガクモノマンエンホウカダイガクイン

																				の法学を履修する課程に在学する者については17万円又は20万円の貸与月額を選択 ホウガクリシュウカテイザイガクモノマンエンマタマンエンタイヨゲツガクセンタク

																				することができる。





予算 (2)

		②　奨学金事業予算 ショウガクキンジギョウヨサン

		　1)　平成19年度予算 ヘイセイネンドヨサン

																																																																																																																																												（単位：千円） タンイセンエン

						区　　　　　　　分 クブン																																																平成18年度 ヘイセイネンド																														平成19年度 ヘイセイネンド																														比較増△減 ヒカクゾウゲン

						事業費合計　（A＋C） ジギョウヒゴウケイ																																																				780,977,691																														821,535,103																														40,557,412

						無
利
子
貸
与 ムリコカシクミ						事業費総額　（A) ジギョウヒソウガク																																														253,137,670																														248,870,771																														△ 4,266,899

												財 ザイ						政府貸付金　（B) セイフカシツケキン																																								81,336,138																														74,708,821																														△ 6,627,317

												源 ミナモト						返還金充当額 ヘンカンキンジュウトウガク																																								171,801,532																														174,161,950																														2,360,418

						有
利
子
貸
与 アリコカシクミ						事業費総額　（C) ジギョウヒソウガク																																														527,840,021																														572,664,332																														44,824,311

												財

源 ザイミナモト						財政融資資金 ザイセイユウシシキン																																								347,300,000																														383,200,000																														35,900,000

																		財投機関債 ザイトウキカンサイ																																								117,000,000																														117,000,000																														0

																		返還金充当額等 ヘンカンキンジュウトウガクトウ																																								63,540,021																														72,464,332																														8,924,311

												〔利子補給金〕（D) リシホキュウキン																																										〔				11,387,291																						〕				〔				16,898,330																						〕				〔				5,511,039																						〕

						返還免除等補助金（E) ヘンカンメンジョトウホジョキン																																																				1,711,210																														2,004,842																										0				293,632

						一般会計負担額（B＋D＋E） イッパンカイケイフタンガク																																																				94,434,639																														93,611,993																										0				△ 822,646

						（注）高等学校等奨学金の地方移管に伴う交付金（平成18年度 18,963,117千円、平成19年度 チュウコウトウガッコウナドショウガクキンチホウイカントモナコウフキンヘイセイネンドセンエンヘイセイネンド

						　　　28,799,807千円）を除く。 センエンノゾ

		　2)　事業費の推移 ジギョウヒスイイ





概略図 

		２  奨学生の採用から奨学金の返還について ショウガクセイサイヨウショウガクキンヘンカン

		①採用から返還までの概要 サイヨウヘンカンガイヨウ



〈　概　略　図　解　〉

申込み
・申込データ
・確認書の提出
（機関保証の申込書）

推薦（学校長から）

採用決定

「奨学生証」の受取り
「奨学生のしおり」の受取り

奨学金交付
（原則毎月１回口座振込）

「貸与額通知書」の受取り
「奨学金継続願」の提出

廃止

適格認定（毎年）

停止

貸与終了
（卒業・辞退・退学・廃止等）

返還誓約書（借用証書）提出

リレー口座加入手続き
（金融機関へ）

口座振替開始

未提出

不適格

返還完了

「返還猶予願い」提出
（返還期限猶予希望者）

猶予事由終了

貸与継続

復活

廃止

１８年度申込者　　　　　　　　
　　　　３２５，３７８人

１８年度採用者　　　　　　　　
　　　　３０８，５３６人

１８年度　廃止　　　　　　　　
　　　　　　７，１０７人
　　　　　停止
　　　　　　８，０２２人
　　　　　　



概略図  (2)

		



採用決定

「奨学生証」・「返還誓約書」・「奨学生のしおり」等の受取り

奨学金交付
（原則毎月１回口座振込）

「貸与額通知書」の受取り
「奨学金継続願」の提出

廃止

適格認定（毎年）

停止

「貸与奨学金返還確認票」の受取り
口座振替（リレー口座）加入申込書コピー等の提出

貸　　与　　終　　了
（卒業・辞退・退学・廃止等）

未提出

不適格

貸与継続

復活

廃止

２７年度採用者（１年次）　　　　　　　　
　　　　４０９，５７４人

「返還誓約書」の提出
（「保証依頼書」の提出）

未提出



口座振替

		②　奨学金の返還回収の概要 ショウガクキンヘンカンカイシュウガイヨウ

																				加入督促通知（本人、連帯保証人） カニュウトクソクツウチホンニンレンタイホショウニン

																				加入督促架電（本人）　（外部委託により実施） カニュウトクソクカデンホンニンガイブイタクジッシ

																								督促架電は、外部委託により トクソクカデンガイブイタク

																								実施 ジッシ

						入金・応答のない場合 ニュウキンオウトウバアイ



振替不能６回目
(振替停止）

請求書発送

督促

支払督促申立予告

支払督促申立

異議申立

口頭弁論

終了

・返還期日6ヶ月経過者（本人）、９ヶ月経過者（連保人）、
　１２ヶ月経過者（保証人）
・住所不明者は連帯保証人等に住所調査を兼ねて請求

・請求書発送年４回（６月，９月，１２月，３月）
・延滞状況により区分し、各々督促文書を同封。延滞の早期解消を図る
・本人・連帯保証人に対して電話督促
・保証人に督励状を送付

・延滞1年以上の者（１年以内に入金があった者を除く）
・発信者は本機構理事長と本機構顧問弁護士名の連名
・履行の期限を指定　履行されないときは裁判上の督促手続きをする旨警告
・配達証明付書留で発送

・督促手続費用賦課
・債務者の住所地を管轄する簡易裁判所

仮執行宣言付
支払督促申立

・支払督促発送後2週間を経過した後30日以内
・債務者が仮宣送達後2週間以内に異議申立をしないときは
　督促手続きは終了し支払督促は確定、判決と同一の効力
　を生じる。

強制執行予告

・仮執行宣言付支払督促が確定した者
・判決が確定した者
・和解や調停が成立したもので返還不履行者

強制執行

（毎月）

振替不能1回目

振替不能通知送付（本人）、督促架電（本人）

振替不能２回目

振替不能３回目

振替不能４回目

振替不能５回目

振替不能通知送付（本人）、督促架電及び督励状（連帯保証人）

振替不能通知送付（本人）、督促架電（連帯保証人）

振替不能通知送付（本人）、督促架電及び督励状（保証人）

振替不能通知送付（本人）、督促架電（本人）

督促架電（本人）

リレー口座加入申込

リレー口座加入処理

加入承認通知（本人）

振替

リレー口座未加入者に対する督促

振替案内通知（本人）　（年１回）

・債権（給料）に対する執行
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事業予算-2(1)


			


						10～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク


									平成10年度			平成11年度			平成12年度			平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度


						第一種奨学金			2,005			2,121			2,198			2,286			2,214			2,385			2,504			2,631			2,721			2,777


						第二種奨学金			650			1,660			1,953			2,446			2,952			3,405			4,316			4,879			5,278			5,727


						学資金計 マナシキンケイ			2,655			3,781			4,151			4,732			5,167			5,790			6,820			7,510			7,999			8,503


						第一種奨学金（無利息）												422			405			427			438			451			460			467


						第二種奨学金（利息付）												331			392			440			527			583			631			676


						貸与人員 タイヨジンイン			499			646			691			753			798			866			965			1,034			1,092			1,143








事業予算-2(1)
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回収状況-1


			


						事業報告書別表４－１　総返還率（延滞分＋当年度分） ジギョウホウコクショベッピョウソウヘンカンリツエンタイブントウネンドブン


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度


						第一種奨学金（無利息）			1,358			1,440			1,517			1,639			1,735


						第二種奨学金（利息付）			345			418			532			658			841


						計 ケイ			1,703			1,858			2,048			2,297			2,575


						第一種			1,049			1,101			1,150			1,231			1,296


						第二種			298			359			458			559			717


						計 ケイ			1,347			1,460			1,608			1,790			2,013


						第一種奨学金（無利息）			77.2			76.5			75.8			75.1			74.7


						第二種奨学金（利息付）			86.5			85.9			86.2			85.0			85.3


						要返還額に
対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ			79.1			78.6			78.5			77.9			78.2








回収状況-1
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回収状況-2


			


						基礎資料等　新規の当年度分回収率 キソシリョウトウシンキトウネンドブンカイシュウリツ


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度


						第一種			50			54			56			54			53


						第二種奨学金			32			44			56			67			77


						計 ケイ			82			98			112			120			131


						第一種			46			50			52			50			50


						第二種			30			41			51			62			72


						計 ケイ			77			91			103			112			123


						第一種奨学金（無利息）			92.7			92.6			92.2			93.8			94.5


						第二種奨学金（利息付）			93.1			92.9			92.2			93.0			93.4


						要返還額
に対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ			92.9			92.7			92.2			93.4			93.8
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事業予算-2


			


						13～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度（案）


						第一種			2,286			2,214			2,385			2,504			2,631			2,721			2,777


						第二種			2,446			2,952			3,405			4,316			4,879			5,278			5,727


						学資金計 マナシキンケイ			4,732			5,167			5,790			6,820			7,510			7,999			8,503


						第一種奨学金（無利息）			422			405			427			438			451			460			467


						第二種奨学金（利息付）			331			392			440			527			583			631			676


						貸与人員 タイヨジンイン			753			798			866			965			1,034			1,092			1,143
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事業予算-2(1)


			


						10～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク


									平成10年度			平成11年度			平成12年度			平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度


						第一種奨学金			2,005			2,121			2,198			2,286			2,214			2,385			2,504			2,631			2,721			2,777


						第二種奨学金			650			1,660			1,953			2,446			2,952			3,405			4,316			4,879			5,278			5,727


						学資金計 マナシキンケイ			2,655			3,781			4,151			4,732			5,167			5,790			6,820			7,510			7,999			8,503


						第一種奨学金（無利息）												422			405			427			438			451			460			467


						第二種奨学金（利息付）												331			392			440			527			583			631			676


						貸与人員 タイヨジンイン			499			646			691			753			798			866			965			1,034			1,092			1,143
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回収状況-1


			


						事業報告書別表４－１　総返還率（延滞分＋当年度分） ジギョウホウコクショベッピョウソウヘンカンリツエンタイブントウネンドブン


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度


						第一種奨学金（無利息）			1,358			1,440			1,517			1,639			1,735


						第二種奨学金（利息付）			345			418			532			658			841


						計 ケイ			1,703			1,858			2,048			2,297			2,575


						第一種			1,049			1,101			1,150			1,231			1,296


						第二種			298			359			458			559			717


						計 ケイ			1,347			1,460			1,608			1,790			2,013


						第一種奨学金（無利息）			77.2			76.5			75.8			75.1			74.7


						第二種奨学金（利息付）			86.5			85.9			86.2			85.0			85.3


						要返還額に
対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ			79.1			78.6			78.5			77.9			78.2
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回収状況-2


			


						基礎資料等　新規の当年度分回収率 キソシリョウトウシンキトウネンドブンカイシュウリツ


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度


						第一種			50			54			56			54			53


						第二種奨学金			32			44			56			67			77


						計 ケイ			82			98			112			120			131


						第一種			46			50			52			50			50


						第二種			30			41			51			62			72


						計 ケイ			77			91			103			112			123


						第一種奨学金（無利息）			92.7			92.6			92.2			93.8			94.5


						第二種奨学金（利息付）			93.1			92.9			92.2			93.0			93.4


						要返還額
に対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ			92.9			92.7			92.2			93.4			93.8








回収状況-2


			平成13年度			平成13年度			平成13年度


			平成14年度			平成14年度			平成14年度


			平成15年度			平成15年度			平成15年度


			平成16年度			平成16年度			平成16年度


			平成17年度			平成17年度			平成17年度
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事業予算-2


			


						13～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度（案）


						第一種			2,286			2,214			2,385			2,504			2,631			2,721			2,777


						第二種			2,446			2,952			3,405			4,316			4,879			5,278			5,727


						学資金計 マナシキンケイ			4,732			5,167			5,790			6,820			7,510			7,999			8,503


						第一種奨学金（無利息）			422			405			427			438			451			460			467


						第二種奨学金（利息付）			331			392			440			527			583			631			676


						貸与人員 タイヨジンイン			753			798			866			965			1,034			1,092			1,143
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Japan student services organization 

①請求書等の督促文書が返戻となった者に対する役場への住所調査を実施。 

②請求書送付時にサービサーを活用した電話による督促。（本人、連帯保証人等） 

③分割返還希望者や返還期限の猶予希望者に対する個別返還指導を実施。 

④サービサーへの回収業務委託を実施。（効果的な対象要件を策定） 

⑤支払督促申立予告書の発送等、法的処理の実施 

※「返還者の状況」とは、 

住所状態、過去6ヶ月以内の入金の有無（分割返還の入金履行状況）、 

返還者との折衝の有無等である。 

 １０ 奨学金の返還回収の概要   

       

 

 

 

＜参考＞平成21年9月以前からの延滞債権に対する返還督促の方法について 

 平成21年9月以前から延滞状態にある者については、次のとおり返還者の状況（※）に応じた督促を実施する 

［サービサーを活用した督促架電］ 

〈主な架電先〉 

 不能１回目・・・本人 

 不能２回目・・・連帯保証人 

 不能３回目・・・本人（保証人 ※） 

  ※ 不能３回目においては、本人、連帯保証人へ 

 の督促ができない場合に保証人へ督促を行う。 

 ※ 個信登録同意者本人（未登録者）に対しての 

 個信の案内を行う。 

［サービサーを活用した回収委託］ 

〈主な回収委託の方法〉 

 ①本人、連帯保証人への督促 

 ②保証人に対する督促 

 ③住所調査（転居の有無の確認、架電による確認、機構への報告） 

 ④返還期限猶予の案内 

 ⑤分割返還 

 ⑥訪問による督促 

 ⑦個信登録同意者本人（未登録者）に対しての個信の案内 等 

 

［人的保証の延滞者に対する督促］ 

〈法的処理の実施〉 

 支払督促申立予告書を送付し、入金・応答のない者について支払督促 

申立を行う。 

 ※ ただし、分割返還中の者、返還期限の猶予申請中の者、住所調査中の 

   者等を除く。 

［機関保証の延滞者に対する督促］ 

〈代位弁済請求までの督促方法〉 

 ①延滞10月目の者に対して、催告書を送付する。 

 ②延滞11月目の者に対して、訪問実施調査を行う。 

 ③延滞12月に達した者に対して、期限の利益の剥奪を 

  行い、日本国際教育支援協会に対して代位弁済請求を行う。 

 ※ ただし、分割返還者及び猶予申請者に対しては、個別の返還指導を行う。  


奨学金概要

		１　 奨学金事業の概要について ショウガクキンジギョウガイヨウ

		①　奨学金の概要 ショウガクキンガイヨウ

		　1)　種類、対象等 シュルイタイショウトウ

		奨学金の種類 ショウガクキンシュルイ																																		貸与対象 タイヨタイショウ																																												貸与を受けられる学校 タイヨウガッコウ																																																				採用方法 サイヨウホウホウ

		無利子貸与 ムリシタイヨ																																		特に優れた者で経済的理由 トクスグモノケイザイテキリユウ																																												　・高等専門学校 コウトウセンモンガッコウ																																																				・予約採用 ヨヤクサイヨウ

		第一種奨学金 ダイイッシュショウガクキン																																		により、著しく修学に困難が イチジルシュウガクコンナン																																												　・短期大学 タンキダイガク																																																				(進学前に奨学生採 シンガクマエショウガクセイサイ

																																				あるもの																																												　・大学 ダイガク																																																				用候補者として決定 ヨウコウホシャケッテイ

																																				（法14条2項） ホウジョウニコウ																																												　・大学院 ダイガクイン																																																				し、進学後に本決定 シンガクゴホンケッテイ

																																																																																　・専修学校専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ																																																				する。）

																																																																																																																																				・在学採用 ザイガクサイヨウ

																																																																																　　高等学校 コウトウガッコウ																																17年度入学者 ネンドニュウガクシャ																				（入学後の春に採用 ニュウガクゴハルサイヨウ

																																																																																　　専修学校高等課程 センシュウガッコウコウトウカテイ																																から地方移管 チホウイカン																				する。）

																																																																																																																																				・緊急採用 キンキュウサイヨウ

		有利子貸与 ユウリコタイヨ																																		優れた者であって経済的理 スグモノケイザイテキリ																																												　・高等専門学校（4・5年次） コウトウセンモンガッコウネンジ																																																				・予約採用 ヨヤクサイヨウ

		第二種奨学金 ダイニシュショウガクキン																																		由により修学に困難がある ヨシシュウガクコンナン																																												　・短期大学 タンキダイガク																																																				・在学採用 ザイガクサイヨウ

		（在学中無利息） ザイガクチュウムリソク																																		もの																																												　・大学 ダイガク																																																				・応急採用 オウキュウサイヨウ

																																				（法14条3項） ホウジョウコウ																																												　・大学院 ダイガクイン

																																																																																　・専修学校専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ

																																																																																　・海外の短期大学 カイガイタンキダイガク																																																				・予約採用のみ ヨヤクサイヨウ

																																																																																　・海外の大学 カイガイダイガク

																																																																																　・海外の大学院 カイガイダイガクイン

		◎入学時特別増額貸与（第二種奨学金・30万円） ニュウガクジトクベツゾウガクタイヨダイニシュショウガクキンマンエン

		　　入学時にかかる一時的な経費に対応するもので、上表の第一種奨学金・第二種奨学金申込をする際に ニュウガクジイチジテキケイヒタイオウジョウヒョウダイイッシュショウガクキンダイニシュショウガクキンモウシコミサイ

		　　同時に申し込む。 ドウジモウコ





予算

		　2)　貸与月額・貸与期間 タイヨゲツガクタイヨキカン

										・第一種奨学金の貸与月額は、学種・設置者・入学年度等によって異なる。 ダイイッシュショウガクキンタイヨゲツガクガクシュセッチシャニュウガクネンドトウコト

										・第二種奨学金は、奨学生が希望する貸与月額を選択する。 ダイニシュショウガクキンショウガクセイキボウタイヨゲツガクセンタク

								貸与月額・貸与期間一覧表 タイヨゲツガクタイヨキカンイチランヒョウ

												第一種奨学金 ダイイッシュショウガクキン

										区　　分 クブン																								貸与月額（単位：円） タイヨゲツガクタンイエン																																								貸　　与　　期　　間 カシクミキアイダ

																																		国公立 コッコウリツ																				私　　立 ワタシタテ																				貸　与　始　期 カシクミハジメキ																																						貸　与　終　期 カシクミシュウキ

																																		自宅 ジタク										自宅外 ジタクガイ										自宅 ジタク										自宅外 ジタクガイ										予約 ヨヤク												在学 ザイガク												緊急 キンキュウ														予約・在学 ヨヤクザイガク														緊急 キンキュウ

										大　　　　　　学 ダイガク																								45,000										51,000										54,000										64,000										4月 ガツ												7月 ガツ												4月からを限度に家計急変事由の発生月以降で奨学生が希望する月 ガツゲンドカケイキュウヘンジユウハッセイツキイコウショウガクセイキボウツキ														卒業・修了予定年月まで ソツギョウシュウリョウヨテイネンゲツ														事由発生の年度末3月ただし、家計急変事由の発生月が5月以降の場合は翌年度末まで継続可能 ジユウハッセイネンドマツガツカケイキュウヘンジユウハッセイツキガツイコウバアイヨクネンドスエケイゾクカノウ

										短　期　大　学 タンキダイガク																								45,000										51,000										53,000										60,000										4月 ガツ												7月 ガツ

										高 タカ				1～3年次 ネンジ																				21,000										22,500										32,000										35,000										4月 ガツ												4月 ガツ

										専 アツム				4・5年次 ネンジ																				44,000										50,000										52,000										59,000																						4月 ガツ

										専修学校専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ																								45,000										51,000										53,000										60,000										4月 ガツ												7月 ガツ

										大
学
院 ダイガクイン				修士課程 シュウシカテイ																				88,000																																								4月												4月

														専門職大学院 センモンショクダイガクイン

														博士後期課程 ハカセコウキカテイ																				122,000																																								4月 ガツ												4月 ガツ

										大学通信教育　　夏季・冬季スクーリング ダイガクツウシンキョウイクカキトウキ																								88,000																																								一面接授業期間 イチメンセツジュギョウキカン

												第二種奨学金 ダイニシュショウガクキン

										区　　分 クブン																								貸与月額 タイヨゲツガク																																								貸　　与　　期　　間 カシクミキアイダ

																																																																										貸　与　始　期 カシクミハジメキ																																						貸　与　終　期 カシクミシュウキ

																																																																										予約 ヨヤク												在学 ザイガク												応急 オウキュウ														予約・在学・応急 ヨヤクザイガクオウキュウ

										高等専門学校・
大学・短期大学・
専修学校専門課程 コウトウセンモンガッコウダイガクタンキダイガクセンシュウガッコウセンモンカテイ																								3万円・5万円・8万円・10万円から奨学生が希望する額を選択　（注） マンエンマンエンマンエンマンエンショウガクセイキボウガクセンタクチュウ																																								4月												4月～9月の間で奨学生が希望する月 ガツガツアイダショウガクセイキボウツキ												4月～3月の間で奨学生が希望する月 ガツガツアイダショウガクセイキボウツキ														　卒業・修了予定年月　まで ソツギョウシュウリョウヨテイネンゲツ

										大学院 ダイガクイン																								5万円・8万円・10万円・13万円から奨学生が希望する額を選択　（注） マンエンマンエンマンエンマンエンショウガクセイキボウガクセンタクチュウ																																								4月

												（注） チュウ								上記貸与月額の他に、私立大学の医学・歯学を履修する課程に在学する者については ジョウキタイヨゲツガクホカシリツダイガクイガクシガクリシュウカテイザイガクモノ

																				14万円を、薬学・獣医学を履修する課程に在学する者については12万円を法科大学院 マンエンヤクガクジュウイガクリシュウカテイザイガクモノマンエンホウカダイガクイン

																				の法学を履修する課程に在学する者については17万円又は20万円の貸与月額を選択 ホウガクリシュウカテイザイガクモノマンエンマタマンエンタイヨゲツガクセンタク

																				することができる。





予算 (2)

		②　奨学金事業予算 ショウガクキンジギョウヨサン

		　1)　平成19年度予算 ヘイセイネンドヨサン

																																																																																																																																												（単位：千円） タンイセンエン

						区　　　　　　　分 クブン																																																平成18年度 ヘイセイネンド																														平成19年度 ヘイセイネンド																														比較増△減 ヒカクゾウゲン

						事業費合計　（A＋C） ジギョウヒゴウケイ																																																				780,977,691																														821,535,103																														40,557,412

						無
利
子
貸
与 ムリコカシクミ						事業費総額　（A) ジギョウヒソウガク																																														253,137,670																														248,870,771																														△ 4,266,899

												財 ザイ						政府貸付金　（B) セイフカシツケキン																																								81,336,138																														74,708,821																														△ 6,627,317

												源 ミナモト						返還金充当額 ヘンカンキンジュウトウガク																																								171,801,532																														174,161,950																														2,360,418

						有
利
子
貸
与 アリコカシクミ						事業費総額　（C) ジギョウヒソウガク																																														527,840,021																														572,664,332																														44,824,311

												財

源 ザイミナモト						財政融資資金 ザイセイユウシシキン																																								347,300,000																														383,200,000																														35,900,000

																		財投機関債 ザイトウキカンサイ																																								117,000,000																														117,000,000																														0

																		返還金充当額等 ヘンカンキンジュウトウガクトウ																																								63,540,021																														72,464,332																														8,924,311

												〔利子補給金〕（D) リシホキュウキン																																										〔				11,387,291																						〕				〔				16,898,330																						〕				〔				5,511,039																						〕

						返還免除等補助金（E) ヘンカンメンジョトウホジョキン																																																				1,711,210																														2,004,842																										0				293,632

						一般会計負担額（B＋D＋E） イッパンカイケイフタンガク																																																				94,434,639																														93,611,993																										0				△ 822,646

						（注）高等学校等奨学金の地方移管に伴う交付金（平成18年度 18,963,117千円、平成19年度 チュウコウトウガッコウナドショウガクキンチホウイカントモナコウフキンヘイセイネンドセンエンヘイセイネンド

						　　　28,799,807千円）を除く。 センエンノゾ

		　2)　事業費の推移 ジギョウヒスイイ





概略図 

		２  奨学生の採用から奨学金の返還について ショウガクセイサイヨウショウガクキンヘンカン

		①採用から返還までの概要 サイヨウヘンカンガイヨウ



〈　概　略　図　解　〉

申込み
・申込データ
・確認書の提出
（機関保証の申込書）

推薦（学校長から）

採用決定

「奨学生証」の受取り
「奨学生のしおり」の受取り

奨学金交付
（原則毎月１回口座振込）

「貸与額通知書」の受取り
「奨学金継続願」の提出

廃止

適格認定（毎年）

停止

貸与終了
（卒業・辞退・退学・廃止等）

返還誓約書（借用証書）提出

リレー口座加入手続き
（金融機関へ）

口座振替開始

未提出

不適格

返還完了

「返還猶予願い」提出
（返還期限猶予希望者）

猶予事由終了

貸与継続

復活

廃止

１８年度申込者　　　　　　　　
　　　　３２５，３７８人

１８年度採用者　　　　　　　　
　　　　３０８，５３６人

１８年度　廃止　　　　　　　　
　　　　　　７，１０７人
　　　　　停止
　　　　　　８，０２２人
　　　　　　



概略図  (2)

		



申込み
・申込データ
・確認書の提出
（機関保証の申込書）

推薦（学校長から）

採用決定

「奨学生証」の受取り
「奨学生のしおり」の受取り

奨学金交付
（原則毎月１回口座振込）

「貸与額通知書」の受取り
「奨学金継続願」の提出

廃止

適格認定（毎年）

停止

貸与終了
（卒業・辞退・退学・廃止等）

返還誓約書（借用証書）提出

リレー口座加入手続き
（金融機関へ）

未提出

不適格

「返還猶予願い」提出
（返還期限猶予希望者）

猶予事由終了

貸与継続

復活

廃止

１８年度申込者(１年次）　　　　　　　　
　　　　３２５，３７８人

１８年度採用者（１年次）　　　　　　　　
　　　　３０８，５３６人

１８年度　審査対象者
　　　　   ５６１，３１６人
　　　　　廃止　　　　　　　　
　　　　　　   ７，１０７人
　　　　　停止
　　　　　　   ８，０２２人
　　　　　　



口座振替

		返還金の督促

		月日 ツキヒ		10/27				11/27				12/27				1/27				2/27				3/27				4/27				5/27				6/27				7/27				8/27				9/27				10/27				11/27				12/27

		振替不能回数 フリカエフノウカイスウ		1回目 カイメ				2回目 カイメ				3回目 カイメ				4回目 カイメ				5回目 カイメ				6回目 カイメ				7回目 カイメ				8回目 カイメ				9回目 カイメ				10回目 カイメ				11回目 カイメ				12回目 カイメ				13回目 カイメ				14回目 カイメ				15回目 カイメ

		延滞月数 エンタイツキスウ						1月 ツキ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				13月				14月

		延滞期間 エンタイキカン				1月未満 ツキミマン				2月未満 ツキミマン				3月未満 ツキミマン				4月未満 ツキミマン				5月未満 ツキミマン				6月未満 ツキミマン				7月未満 ツキミマン				8月未満 ツキミマン				9月未満 ツキミマン				10月未満 ツキミマン				11月未満 ツキミマン				12月未満 ツキミマン				13月未満 ツキミマン				14月未満 ツキミマン				15月未満 ツキミマン

						（1月目） ツキメ				（2月目） ツキメ				（3月目） ツキメ				（4月目） ツキメ				（5月目） ツキメ				（6月目） ツキメ				（7月目） ツキメ				（8月目） ツキメ				（9月目） ツキメ				（10月目） ツキメ				（11月目） ツキメ				（12月目） ツキメ				（13月目） ツキメ				（14月目） ツキメ				（15月目） ツキメ

		個信関係 コシンカンケイ				通知1
予告 ツウチヨコク				通知2
注意 ツウチチュウイ				通知3
警告 ツウチケイコク								登録※ トウロク

		人的保証 ジンテキホショウ				振替不能通知
督促架電 フリカエフノウツウチトクソクカデン												延滞3月となった者を回収委託する
（延滞9月未満の間は委託を継続する） エンタイツキモノカイシュウイタクエンタイガツミマンアイダイタクケイゾク																								支払督促
予告 シハライトクソクヨコク												支部へ
申立通知 シブモウシタテツウチ				順次申立 ジュンジモウシタテ

		機関保証 キカンホショウ				振替不能通知
督促架電 フリカエフノウツウチトクソクカデン												延滞3月となった者を回収委託する
（延滞9月未満の間は委託を継続する） エンタイツキモノカイシュウイタクエンタイガツミマンアイダイタクケイゾク																								催告書 サイコクショ				訪問調査 ホウモンチョウサ				期限の利益の喪失 キゲンリエキソウシツ				代弁請求
代弁実行 ダイベンセイキュウダイベンジッコウ

		※新規返還開始者の場合は返還開始後6月間は登録しないため、10月新規返還開始の場合は6月経過後の登録となる。 シンキヘンカンカイシシャバアイヘンカンカイシゴツキカントウロクガツシンキヘンカンカイシバアイツキケイカゴトウロク
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事業予算-2(1)


			


						10～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク


									平成10年度			平成11年度			平成12年度			平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度


						第一種奨学金			2,005			2,121			2,198			2,286			2,214			2,385			2,504			2,631			2,721			2,777


						第二種奨学金			650			1,660			1,953			2,446			2,952			3,405			4,316			4,879			5,278			5,727


						学資金計 マナシキンケイ			2,655			3,781			4,151			4,732			5,167			5,790			6,820			7,510			7,999			8,503


						第一種奨学金（無利息）												422			405			427			438			451			460			467


						第二種奨学金（利息付）												331			392			440			527			583			631			676


						貸与人員 タイヨジンイン			499			646			691			753			798			866			965			1,034			1,092			1,143
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回収状況-1


			


						事業報告書別表４－１　総返還率（延滞分＋当年度分） ジギョウホウコクショベッピョウソウヘンカンリツエンタイブントウネンドブン


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度


						第一種奨学金（無利息）			1,358			1,440			1,517			1,639			1,735


						第二種奨学金（利息付）			345			418			532			658			841


						計 ケイ			1,703			1,858			2,048			2,297			2,575


						第一種			1,049			1,101			1,150			1,231			1,296


						第二種			298			359			458			559			717


						計 ケイ			1,347			1,460			1,608			1,790			2,013


						第一種奨学金（無利息）			77.2			76.5			75.8			75.1			74.7


						第二種奨学金（利息付）			86.5			85.9			86.2			85.0			85.3


						要返還額に
対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ			79.1			78.6			78.5			77.9			78.2
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回収状況-2


			


						基礎資料等　新規の当年度分回収率 キソシリョウトウシンキトウネンドブンカイシュウリツ


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度


						第一種			50			54			56			54			53


						第二種奨学金			32			44			56			67			77


						計 ケイ			82			98			112			120			131


						第一種			46			50			52			50			50


						第二種			30			41			51			62			72


						計 ケイ			77			91			103			112			123


						第一種奨学金（無利息）			92.7			92.6			92.2			93.8			94.5


						第二種奨学金（利息付）			93.1			92.9			92.2			93.0			93.4


						要返還額
に対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ			92.9			92.7			92.2			93.4			93.8








回収状況-2


			平成13年度			平成13年度			平成13年度


			平成14年度			平成14年度			平成14年度


			平成15年度			平成15年度			平成15年度


			平成16年度			平成16年度			平成16年度


			平成17年度			平成17年度			平成17年度





&A


Page &P


第二種


第一種


要返還額
に対する割合


（億円）


（％）


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0





事業予算-2


			


						13～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度（案）


						第一種			2,286			2,214			2,385			2,504			2,631			2,721			2,777


						第二種			2,446			2,952			3,405			4,316			4,879			5,278			5,727


						学資金計 マナシキンケイ			4,732			5,167			5,790			6,820			7,510			7,999			8,503


						第一種奨学金（無利息）			422			405			427			438			451			460			467


						第二種奨学金（利息付）			331			392			440			527			583			631			676


						貸与人員 タイヨジンイン			753			798			866			965			1,034			1,092			1,143
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事業予算-2(1)


			


						10～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク


									平成10年度			平成11年度			平成12年度			平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度


						第一種奨学金			2,005			2,121			2,198			2,286			2,214			2,385			2,504			2,631			2,721			2,777


						第二種奨学金			650			1,660			1,953			2,446			2,952			3,405			4,316			4,879			5,278			5,727


						学資金計 マナシキンケイ			2,655			3,781			4,151			4,732			5,167			5,790			6,820			7,510			7,999			8,503


						第一種奨学金（無利息）												422			405			427			438			451			460			467


						第二種奨学金（利息付）												331			392			440			527			583			631			676


						貸与人員 タイヨジンイン			499			646			691			753			798			866			965			1,034			1,092			1,143








事業予算-2(1)
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回収状況-1


			


						事業報告書別表４－１　総返還率（延滞分＋当年度分） ジギョウホウコクショベッピョウソウヘンカンリツエンタイブントウネンドブン


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度


						第一種奨学金（無利息）			1,358			1,440			1,517			1,639			1,735


						第二種奨学金（利息付）			345			418			532			658			841


						計 ケイ			1,703			1,858			2,048			2,297			2,575


						第一種			1,049			1,101			1,150			1,231			1,296


						第二種			298			359			458			559			717


						計 ケイ			1,347			1,460			1,608			1,790			2,013


						第一種奨学金（無利息）			77.2			76.5			75.8			75.1			74.7


						第二種奨学金（利息付）			86.5			85.9			86.2			85.0			85.3


						要返還額に
対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ			79.1			78.6			78.5			77.9			78.2








回収状況-1
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回収状況-2


			


						基礎資料等　新規の当年度分回収率 キソシリョウトウシンキトウネンドブンカイシュウリツ


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度


						第一種			50			54			56			54			53


						第二種奨学金			32			44			56			67			77


						計 ケイ			82			98			112			120			131


						第一種			46			50			52			50			50


						第二種			30			41			51			62			72


						計 ケイ			77			91			103			112			123


						第一種奨学金（無利息）			92.7			92.6			92.2			93.8			94.5


						第二種奨学金（利息付）			93.1			92.9			92.2			93.0			93.4


						要返還額
に対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ			92.9			92.7			92.2			93.4			93.8








回収状況-2


			平成13年度			平成13年度			平成13年度


			平成14年度			平成14年度			平成14年度


			平成15年度			平成15年度			平成15年度


			平成16年度			平成16年度			平成16年度


			平成17年度			平成17年度			平成17年度
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事業予算-2


			


						13～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度（案）


						第一種			2,286			2,214			2,385			2,504			2,631			2,721			2,777


						第二種			2,446			2,952			3,405			4,316			4,879			5,278			5,727


						学資金計 マナシキンケイ			4,732			5,167			5,790			6,820			7,510			7,999			8,503


						第一種奨学金（無利息）			422			405			427			438			451			460			467


						第二種奨学金（利息付）			331			392			440			527			583			631			676


						貸与人員 タイヨジンイン			753			798			866			965			1,034			1,092			1,143








事業予算-2
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Japan student services organization 

 １１ 法的処理    

       

 

 

 入金・応答のない場合

支払督促申立 予告

支 払 督 促 申 立

異 議 申 立

口 頭 弁 論

判 決 ・ 和 解

・延滞９ヶ月以上の者（９ヶ月以内に入金があった者を除く）
・発信者は本機構理事長と本機構顧問弁護士名の連名
・履行の期限を指定　履行されないときは裁判上の督促手続きをする旨警告
・配達証明付書留で発送

・督促手続費用賦課
・債務者の住所地を管轄する簡易裁判所

仮 執 行 宣 言 付
支 払 督 促 申 立

・支払督促送達後2週間を経過した後30日以内
・債務者が仮宣送達後2週間以内に異議申立をしないときは
　督促手続きは終了し支払督促は確定、判決と同一の効力
　を生じる。

強 制 執 行 予 告

・仮執行宣言付支払督促が確定した者
・判決が確定した者
・和解や調停が成立したもので返還不履行者

強 制 執 行 ・債権（給料）に対する執行


奨学金概要

		１　 奨学金事業の概要について ショウガクキンジギョウガイヨウ

		①　奨学金の概要 ショウガクキンガイヨウ

		　1)　種類、対象等 シュルイタイショウトウ

		奨学金の種類 ショウガクキンシュルイ																																		貸与対象 タイヨタイショウ																																												貸与を受けられる学校 タイヨウガッコウ																																																				採用方法 サイヨウホウホウ

		無利子貸与 ムリシタイヨ																																		特に優れた者で経済的理由 トクスグモノケイザイテキリユウ																																												　・高等専門学校 コウトウセンモンガッコウ																																																				・予約採用 ヨヤクサイヨウ

		第一種奨学金 ダイイッシュショウガクキン																																		により、著しく修学に困難が イチジルシュウガクコンナン																																												　・短期大学 タンキダイガク																																																				(進学前に奨学生採 シンガクマエショウガクセイサイ

																																				あるもの																																												　・大学 ダイガク																																																				用候補者として決定 ヨウコウホシャケッテイ

																																				（法14条2項） ホウジョウニコウ																																												　・大学院 ダイガクイン																																																				し、進学後に本決定 シンガクゴホンケッテイ

																																																																																　・専修学校専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ																																																				する。）

																																																																																																																																				・在学採用 ザイガクサイヨウ

																																																																																　　高等学校 コウトウガッコウ																																17年度入学者 ネンドニュウガクシャ																				（入学後の春に採用 ニュウガクゴハルサイヨウ

																																																																																　　専修学校高等課程 センシュウガッコウコウトウカテイ																																から地方移管 チホウイカン																				する。）

																																																																																																																																				・緊急採用 キンキュウサイヨウ

		有利子貸与 ユウリコタイヨ																																		優れた者であって経済的理 スグモノケイザイテキリ																																												　・高等専門学校（4・5年次） コウトウセンモンガッコウネンジ																																																				・予約採用 ヨヤクサイヨウ

		第二種奨学金 ダイニシュショウガクキン																																		由により修学に困難がある ヨシシュウガクコンナン																																												　・短期大学 タンキダイガク																																																				・在学採用 ザイガクサイヨウ

		（在学中無利息） ザイガクチュウムリソク																																		もの																																												　・大学 ダイガク																																																				・応急採用 オウキュウサイヨウ

																																				（法14条3項） ホウジョウコウ																																												　・大学院 ダイガクイン

																																																																																　・専修学校専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ

																																																																																　・海外の短期大学 カイガイタンキダイガク																																																				・予約採用のみ ヨヤクサイヨウ

																																																																																　・海外の大学 カイガイダイガク

																																																																																　・海外の大学院 カイガイダイガクイン

		◎入学時特別増額貸与（第二種奨学金・30万円） ニュウガクジトクベツゾウガクタイヨダイニシュショウガクキンマンエン

		　　入学時にかかる一時的な経費に対応するもので、上表の第一種奨学金・第二種奨学金申込をする際に ニュウガクジイチジテキケイヒタイオウジョウヒョウダイイッシュショウガクキンダイニシュショウガクキンモウシコミサイ

		　　同時に申し込む。 ドウジモウコ





予算

		　2)　貸与月額・貸与期間 タイヨゲツガクタイヨキカン

										・第一種奨学金の貸与月額は、学種・設置者・入学年度等によって異なる。 ダイイッシュショウガクキンタイヨゲツガクガクシュセッチシャニュウガクネンドトウコト

										・第二種奨学金は、奨学生が希望する貸与月額を選択する。 ダイニシュショウガクキンショウガクセイキボウタイヨゲツガクセンタク

								貸与月額・貸与期間一覧表 タイヨゲツガクタイヨキカンイチランヒョウ

												第一種奨学金 ダイイッシュショウガクキン

										区　　分 クブン																								貸与月額（単位：円） タイヨゲツガクタンイエン																																								貸　　与　　期　　間 カシクミキアイダ

																																		国公立 コッコウリツ																				私　　立 ワタシタテ																				貸　与　始　期 カシクミハジメキ																																						貸　与　終　期 カシクミシュウキ

																																		自宅 ジタク										自宅外 ジタクガイ										自宅 ジタク										自宅外 ジタクガイ										予約 ヨヤク												在学 ザイガク												緊急 キンキュウ														予約・在学 ヨヤクザイガク														緊急 キンキュウ

										大　　　　　　学 ダイガク																								45,000										51,000										54,000										64,000										4月 ガツ												7月 ガツ												4月からを限度に家計急変事由の発生月以降で奨学生が希望する月 ガツゲンドカケイキュウヘンジユウハッセイツキイコウショウガクセイキボウツキ														卒業・修了予定年月まで ソツギョウシュウリョウヨテイネンゲツ														事由発生の年度末3月ただし、家計急変事由の発生月が5月以降の場合は翌年度末まで継続可能 ジユウハッセイネンドマツガツカケイキュウヘンジユウハッセイツキガツイコウバアイヨクネンドスエケイゾクカノウ

										短　期　大　学 タンキダイガク																								45,000										51,000										53,000										60,000										4月 ガツ												7月 ガツ

										高 タカ				1～3年次 ネンジ																				21,000										22,500										32,000										35,000										4月 ガツ												4月 ガツ

										専 アツム				4・5年次 ネンジ																				44,000										50,000										52,000										59,000																						4月 ガツ

										専修学校専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ																								45,000										51,000										53,000										60,000										4月 ガツ												7月 ガツ

										大
学
院 ダイガクイン				修士課程 シュウシカテイ																				88,000																																								4月												4月

														専門職大学院 センモンショクダイガクイン

														博士後期課程 ハカセコウキカテイ																				122,000																																								4月 ガツ												4月 ガツ

										大学通信教育　　夏季・冬季スクーリング ダイガクツウシンキョウイクカキトウキ																								88,000																																								一面接授業期間 イチメンセツジュギョウキカン

												第二種奨学金 ダイニシュショウガクキン

										区　　分 クブン																								貸与月額 タイヨゲツガク																																								貸　　与　　期　　間 カシクミキアイダ

																																																																										貸　与　始　期 カシクミハジメキ																																						貸　与　終　期 カシクミシュウキ

																																																																										予約 ヨヤク												在学 ザイガク												応急 オウキュウ														予約・在学・応急 ヨヤクザイガクオウキュウ

										高等専門学校・
大学・短期大学・
専修学校専門課程 コウトウセンモンガッコウダイガクタンキダイガクセンシュウガッコウセンモンカテイ																								3万円・5万円・8万円・10万円から奨学生が希望する額を選択　（注） マンエンマンエンマンエンマンエンショウガクセイキボウガクセンタクチュウ																																								4月												4月～9月の間で奨学生が希望する月 ガツガツアイダショウガクセイキボウツキ												4月～3月の間で奨学生が希望する月 ガツガツアイダショウガクセイキボウツキ														　卒業・修了予定年月　まで ソツギョウシュウリョウヨテイネンゲツ

										大学院 ダイガクイン																								5万円・8万円・10万円・13万円から奨学生が希望する額を選択　（注） マンエンマンエンマンエンマンエンショウガクセイキボウガクセンタクチュウ																																								4月

												（注） チュウ								上記貸与月額の他に、私立大学の医学・歯学を履修する課程に在学する者については ジョウキタイヨゲツガクホカシリツダイガクイガクシガクリシュウカテイザイガクモノ

																				14万円を、薬学・獣医学を履修する課程に在学する者については12万円を法科大学院 マンエンヤクガクジュウイガクリシュウカテイザイガクモノマンエンホウカダイガクイン

																				の法学を履修する課程に在学する者については17万円又は20万円の貸与月額を選択 ホウガクリシュウカテイザイガクモノマンエンマタマンエンタイヨゲツガクセンタク

																				することができる。





予算 (2)

		②　奨学金事業予算 ショウガクキンジギョウヨサン

		　1)　平成19年度予算 ヘイセイネンドヨサン

																																																																																																																																												（単位：千円） タンイセンエン

						区　　　　　　　分 クブン																																																平成18年度 ヘイセイネンド																														平成19年度 ヘイセイネンド																														比較増△減 ヒカクゾウゲン

						事業費合計　（A＋C） ジギョウヒゴウケイ																																																				780,977,691																														821,535,103																														40,557,412

						無
利
子
貸
与 ムリコカシクミ						事業費総額　（A) ジギョウヒソウガク																																														253,137,670																														248,870,771																														△ 4,266,899

												財 ザイ						政府貸付金　（B) セイフカシツケキン																																								81,336,138																														74,708,821																														△ 6,627,317

												源 ミナモト						返還金充当額 ヘンカンキンジュウトウガク																																								171,801,532																														174,161,950																														2,360,418

						有
利
子
貸
与 アリコカシクミ						事業費総額　（C) ジギョウヒソウガク																																														527,840,021																														572,664,332																														44,824,311

												財

源 ザイミナモト						財政融資資金 ザイセイユウシシキン																																								347,300,000																														383,200,000																														35,900,000

																		財投機関債 ザイトウキカンサイ																																								117,000,000																														117,000,000																														0

																		返還金充当額等 ヘンカンキンジュウトウガクトウ																																								63,540,021																														72,464,332																														8,924,311

												〔利子補給金〕（D) リシホキュウキン																																										〔				11,387,291																						〕				〔				16,898,330																						〕				〔				5,511,039																						〕

						返還免除等補助金（E) ヘンカンメンジョトウホジョキン																																																				1,711,210																														2,004,842																										0				293,632

						一般会計負担額（B＋D＋E） イッパンカイケイフタンガク																																																				94,434,639																														93,611,993																										0				△ 822,646

						（注）高等学校等奨学金の地方移管に伴う交付金（平成18年度 18,963,117千円、平成19年度 チュウコウトウガッコウナドショウガクキンチホウイカントモナコウフキンヘイセイネンドセンエンヘイセイネンド

						　　　28,799,807千円）を除く。 センエンノゾ

		　2)　事業費の推移 ジギョウヒスイイ





概略図 

		２  奨学生の採用から奨学金の返還について ショウガクセイサイヨウショウガクキンヘンカン

		①採用から返還までの概要 サイヨウヘンカンガイヨウ



〈　概　略　図　解　〉

申込み
・申込データ
・確認書の提出
（機関保証の申込書）

推薦（学校長から）

採用決定

「奨学生証」の受取り
「奨学生のしおり」の受取り

奨学金交付
（原則毎月１回口座振込）

「貸与額通知書」の受取り
「奨学金継続願」の提出

廃止

適格認定（毎年）

停止

貸与終了
（卒業・辞退・退学・廃止等）

返還誓約書（借用証書）提出

リレー口座加入手続き
（金融機関へ）

口座振替開始

未提出

不適格

返還完了

「返還猶予願い」提出
（返還期限猶予希望者）

猶予事由終了

貸与継続

復活

廃止

１８年度申込者　　　　　　　　
　　　　３２５，３７８人

１８年度採用者　　　　　　　　
　　　　３０８，５３６人

１８年度　廃止　　　　　　　　
　　　　　　７，１０７人
　　　　　停止
　　　　　　８，０２２人
　　　　　　



概略図  (2)

		



申込み
・申込データ
・確認書の提出
（機関保証の申込書）

推薦（学校長から）

採用決定

「奨学生証」・「奨学生のしおり」の受取り

奨学金交付
（原則毎月１回口座振込）

「貸与額通知書」の受取り
「奨学金継続願」の提出

廃止

適格認定（毎年）

停止

貸与終了
（卒業・辞退・退学・廃止等）

返還誓約書（借用証書）提出

リレー口座加入手続き
（金融機関へ）

未提出

不適格

「返還猶予願い」提出
（返還期限猶予希望者）

猶予事由終了

貸与継続

復活

廃止

１８年度申込者(１年次）　　　　　　　　
　　　　３２５，３７８人

１８年度採用者（１年次）　　　　　　　　
　　　　３０８，５３６人

１８年度　適格認定対象者
　　　　   ５６１，３１６人
　　　　　廃止　　　　　　　　
　　　　　　   ７，１０７人
　　　　　停止
　　　　　　   ８，０２２人
　　　　　　



口座振替

		②　奨学金の返還回収の概要 ショウガクキンヘンカンカイシュウガイヨウ

																				加入督促通知（本人、連帯保証人） カニュウトクソクツウチホンニンレンタイホショウニン

																				加入督促架電（本人）　（外部委託により実施） カニュウトクソクカデンホンニンガイブイタクジッシ

						入金・応答のない場合 ニュウキンオウトウバアイ



振替不能６回目
(振替停止）

請求書発送

督促

支払督促申立予告

支払督促申立

異議申立

口頭弁論

判決・和解

・返還期日6ヶ月経過者（本人）、９ヶ月経過者（連保人）、
　１２ヶ月経過者（保証人）
・住所不明者は連帯保証人等に住所調査を兼ねて請求

・請求書発送年４回（６月，９月，１２月，３月）
・延滞状況により区分し、各々督促文書を同封。延滞の早期解消を図る
・本人・連帯保証人に対して電話督促
・保証人に督励状を送付

・延滞９ヶ月以上の者（９ヶ月以内に入金があった者を除く）
・発信者は本機構理事長と本機構顧問弁護士名の連名
・履行の期限を指定　履行されないときは裁判上の督促手続きをする旨警告
・配達証明付書留で発送

・督促手続費用賦課
・債務者の住所地を管轄する簡易裁判所

仮執行宣言付
支払督促申立

・支払督促送達後2週間を経過した後30日以内
・債務者が仮宣送達後2週間以内に異議申立をしないときは
　督促手続きは終了し支払督促は確定、判決と同一の効力
　を生じる。

強制執行予告

・仮執行宣言付支払督促が確定した者
・判決が確定した者
・和解や調停が成立したもので返還不履行者

強制執行

（毎月）

振替不能1回目

振替不能通知送付（本人）、督促架電（本人）

振替不能２回目

振替不能３回目

振替不能４回目

振替不能５回目

振替不能通知送付（本人）、督促架電及び督励状（連帯保証人）

振替不能通知送付（本人）、督促架電（連帯保証人）

振替不能通知送付（本人）、督促架電及び督励状（保証人）

振替不能通知送付（本人）、督促架電（本人）

督促架電（本人）

リレー口座加入申込

リレー口座加入処理

加入承認通知（本人）

振替

リレー口座未加入者に対する督促

振替案内通知（本人）　（年１回）

・債権（給料）に対する執行
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事業予算-2(1)


			


						10～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク


									平成10年度			平成11年度			平成12年度			平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度


						第一種奨学金			2,005			2,121			2,198			2,286			2,214			2,385			2,504			2,631			2,721			2,777


						第二種奨学金			650			1,660			1,953			2,446			2,952			3,405			4,316			4,879			5,278			5,727


						学資金計 マナシキンケイ			2,655			3,781			4,151			4,732			5,167			5,790			6,820			7,510			7,999			8,503


						第一種奨学金（無利息）												422			405			427			438			451			460			467


						第二種奨学金（利息付）												331			392			440			527			583			631			676


						貸与人員 タイヨジンイン			499			646			691			753			798			866			965			1,034			1,092			1,143
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						事業報告書別表４－１　総返還率（延滞分＋当年度分） ジギョウホウコクショベッピョウソウヘンカンリツエンタイブントウネンドブン


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度


						第一種奨学金（無利息）			1,358			1,440			1,517			1,639			1,735


						第二種奨学金（利息付）			345			418			532			658			841


						計 ケイ			1,703			1,858			2,048			2,297			2,575


						第一種			1,049			1,101			1,150			1,231			1,296


						第二種			298			359			458			559			717


						計 ケイ			1,347			1,460			1,608			1,790			2,013


						第一種奨学金（無利息）			77.2			76.5			75.8			75.1			74.7


						第二種奨学金（利息付）			86.5			85.9			86.2			85.0			85.3


						要返還額に
対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ			79.1			78.6			78.5			77.9			78.2
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						基礎資料等　新規の当年度分回収率 キソシリョウトウシンキトウネンドブンカイシュウリツ


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度


						第一種			50			54			56			54			53


						第二種奨学金			32			44			56			67			77


						計 ケイ			82			98			112			120			131


						第一種			46			50			52			50			50


						第二種			30			41			51			62			72


						計 ケイ			77			91			103			112			123


						第一種奨学金（無利息）			92.7			92.6			92.2			93.8			94.5


						第二種奨学金（利息付）			93.1			92.9			92.2			93.0			93.4


						要返還額
に対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ			92.9			92.7			92.2			93.4			93.8
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						13～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度（案）


						第一種			2,286			2,214			2,385			2,504			2,631			2,721			2,777


						第二種			2,446			2,952			3,405			4,316			4,879			5,278			5,727


						学資金計 マナシキンケイ			4,732			5,167			5,790			6,820			7,510			7,999			8,503


						第一種奨学金（無利息）			422			405			427			438			451			460			467


						第二種奨学金（利息付）			331			392			440			527			583			631			676


						貸与人員 タイヨジンイン			753			798			866			965			1,034			1,092			1,143
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									平成10年度			平成11年度			平成12年度			平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度


						第一種奨学金			2,005			2,121			2,198			2,286			2,214			2,385			2,504			2,631			2,721			2,777


						第二種奨学金			650			1,660			1,953			2,446			2,952			3,405			4,316			4,879			5,278			5,727


						学資金計 マナシキンケイ			2,655			3,781			4,151			4,732			5,167			5,790			6,820			7,510			7,999			8,503


						第一種奨学金（無利息）												422			405			427			438			451			460			467


						第二種奨学金（利息付）												331			392			440			527			583			631			676


						貸与人員 タイヨジンイン			499			646			691			753			798			866			965			1,034			1,092			1,143
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						事業報告書別表４－１　総返還率（延滞分＋当年度分） ジギョウホウコクショベッピョウソウヘンカンリツエンタイブントウネンドブン


									平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度


						第一種奨学金（無利息）			1,358			1,440			1,517			1,639			1,735


						第二種奨学金（利息付）			345			418			532			658			841


						計 ケイ			1,703			1,858			2,048			2,297			2,575


						第一種			1,049			1,101			1,150			1,231			1,296
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						計 ケイ			1,347			1,460			1,608			1,790			2,013


						第一種奨学金（無利息）			77.2			76.5			75.8			75.1			74.7


						第二種奨学金（利息付）			86.5			85.9			86.2			85.0			85.3


						要返還額に
対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ			79.1			78.6			78.5			77.9			78.2
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						基礎資料等　新規の当年度分回収率 キソシリョウトウシンキトウネンドブンカイシュウリツ
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						第一種			46			50			52			50			50
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						計 ケイ			77			91			103			112			123


						第一種奨学金（無利息）			92.7			92.6			92.2			93.8			94.5


						第二種奨学金（利息付）			93.1			92.9			92.2			93.0			93.4
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に対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ			92.9			92.7			92.2			93.4			93.8
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○経済的理由により返還困難となっている者のうち、当初の割賦金額を 

 減額すれば返還可能となる者について、一定の要件（収入金額325万 

 円以下など）を満たすことで、一定期間、当初割賦金額を２分の１又は 

 ３分の１に減額し、返還期間を延長することにより、返還者の負担軽減 

 とともに、返還金の回収促進と延滞の抑制を図る。 

  

○在学猶予 

   大学、大学院等に在学中（外国の学校も含む）は、在学届等の提出に 
  よって返還期限を猶予される。 

○一般猶予 

   右表の事由に該当し返還が困難な場合は、願い出により返還期限を 
  猶予される。返還期限猶予の事由及び猶予の期間等は右表のとおりである。 
 

 

○死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除 

  ・奨学金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により、返還不能になったときは返還未済額の全部又は一部を願い出によって
免除する。（無利子・有利子の全奨学生対象）   

○特に優れた業績による返還免除 （平成16年度以降の採用者より適用） 

  ・大学院において無利子貸与を受けた学生で、在学中に特に優れた業績を挙げた者として機構が認定したものには、貸与期間終了時において、
奨学金の全部又は一部の返還を免除する。   

  ・現行制度の予算の範囲内で、学生に博士課程進学のインセンティブを付与し、給付的効果を充実するため、大学院博士課程に進学し、奨学生
として採用される段階で、返還免除者として内定できる制度を導入している。（平成27年度導入） 

 

20年間

25年間

○通常返還
　（返還期限２０年の場合）

○減額返還制度適用
　（最長１０年間）

通常返還（２０年間：２４０回　返還：２万円/月）

通常返還
１５年間：１８０回
返還：２万円/月

減額期間
１０年間：１２０回
返還：１万円/月

通常返還の５年間相当

５年間 １５年間

１０年間
１５年間

○減額返還制度適用 
  （通算最長１０年間） 

 １２ 返還困難者への救済措置について 

猶予の事由 猶予の期間 

災害 ※1 その事由が続いている期間中、１年ご
とに願い出る。 

※1 災害は、原則として災害の発生か
ら５年以内に限る。 

病気中 

生活保護 

入学準備 ※2 その事由が続いている期間中、１年毎
に願い出る。通算して１０年が限度。 

※2 卒業後１年以内に限る。 
経済困難（年収300万円以
下、給与所得者以外は200
万円以下）・失業中等 

減額返還制度 

返還期限猶予制度 

返還免除制度 



Page.16 
Japan student services organization 

    

１ 延滞金の賦課率の引き下げ 

    平成26年4月以降に発生する延滞金の賦課率を10％から5％に引き下げ。  

 

２ 返還期限猶予制度の制限年数の延長 

    返還期限猶予制度の制限年数を、現行の5年から10年に延長。  

 

３ 返還期限猶予制度及び減額返還制度の基準の緩和 

  現在一律になっている経済困難を事由とする適用年収額を、 

  世帯の構成人員に応じた基準に緩和。  

 真に困窮している奨学金返還者に対する救済措置の充実 

５ 減額返還制度の申込みに係る提出書類の簡素化 

  平成26年3月以降、貸与終了者及び在学猶予終了者については、 

  初回返還時（最長1年以内）における申込時に限り、収入証明書等の証明書類の提出が不要。 

４ 延滞者への返還期限猶予の適用 

  延滞状況に陥っている者について、真に返還困難な場合に返還期限猶予制度を適用し、 

  延滞金支払の負担を軽減。 

 １３ 平成26年度返還制度に係る改正事項 
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