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Ⅰ 返還金の回収状況等について 
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１ 中期計画及び平成２９年度計画での目標値 

中期計画及び平成２９年度計画の主な目標値（回収促進）について 

１．当年度分（当該年度に返還期日が到来するもの）の回収率を中期目標期間 

  中に９６％とすることを目指す。            平成29年度目標値95.97％ 

２．要返還債権数に占める当該年度に新たに３か月以上延滞債権となった債権 

  数の割合を前中期目標期間最終年度における割合と比較し中期目標期間 

  中に２０％以上改善することを目指す。       平成29年度目標値17.19％                    

３．総回収率（当該年度に返還されるべき要回収額に対する回収額の割合）を 

  中期目標期間中に８３％以上にすることを目指す。平成29年度目標値82.97％ 
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（１）当年度分（当該年度に返還期日が到来するもの）回収率 

区　分 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

目　標 95.82% 95.88% 95.93% 95.97% 96.00%

実　績 96.37% 96.69% 96.84%

95.82%
95.88%

95.93% 95.97%
96.00%

96.37%

96.69%

96.84%

95.80%

95.90%

96.00%

96.10%

96.20%

96.30%

96.40%

96.50%

96.60%

96.70%

96.80%

96.90%

97.00%

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

目 標

実 績

今中期計画期間中に当年度

回収率９６％を目指す
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（２）要返還債権数に占める新規3か月以上延滞債権数の割合の改善率 

区　分 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

目　標 6.02% 10.40% 14.28% 17.19% 20.00%

実　績 4.89% 12.27% 7.93%

6.02%

10.40%

14.28%

17.19%
20.00%

4.89%

12.27%

7.93%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

目 標

実 績

今中期計画期間中に

改善率２０％を目指す
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（３）総回収率（当該年度に返還されるべき要回収額に対する回収額の割合） 

区　分 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

目　標 82.75% 82.87% 82.93% 82.97% 83.00%

実　績 84.80% 85.95% 86.90%

82.75% 82.87% 82.93% 82.97% 83.00%

84.80%

85.95%

86.90%

82.50%

83.00%

83.50%

84.00%

84.50%

85.00%

85.50%

86.00%

86.50%

87.00%

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

目 標

実 績

今中期計画期間中に総回

収率８３％を目指す
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（参考）要返還債権数に占める新規3か月以上延滞債権数の割合の改善率の考え方 

○平成22～24年度の３ヵ年実績を利用した推計値

平成22年度末 平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末

（実績） （実績） （実績） （実績見込） （推計） （推計） （推計） （推計） （推計）

要返還債権数（A） 3,141,326 3,353,317 3,580,601 3,803,286 4,020,217 4,215,501 4,404,984 4,558,726 4,717,577

新規３月以上延滞債権数（B） 39,317 38,093 36,750 36,750 36,750 36,750 36,750 36,750 36,750

新規３月以上延滞率（C=B/A） 1.25% 1.14% 1.03% 0.97% 0.91% 0.87% 0.83% 0.81% 0.78%

改善率
（C（平成25年度）-C（平成25+n）年度）/C（平成25年度）

- - - - 5.4% 9.8% 13.7% 16.6% 19.4%

○第3期中期計画目標値

平成22年度末 平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末

（実績） （実績） （実績） （実績見込） （目標値） （目標値） （目標値） （目標値） （目標値）

改善率 - - - - 6.02% 10.40% 14.28% 17.19% 20.00%

○実績

平成22年度末 平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末

（実績） （実績） （実績） （実績） （実績） （実績） （実績）

要返還債権数（A） 3,141,326 3,353,317 3,580,601 3,788,801 3,998,668 4,191,181 4,359,961

新規３月以上延滞債権数（B） 39,317 38,093 36,750 34,890 35,031 33,846 36,956

新規３月以上延滞率（C=B/A） 1.25% 1.14% 1.03% 0.92% 0.88% 0.81% 0.85%

改善率
（C（平成25年度）-C（平成25+n）年度）/C（平成25年度）

- - - - 4.89% 12.27% 7.93%

区分

区分

区分

要返還債権数は事業規模の拡大に伴い上昇傾向であるが、回

収努力を考慮し、新規３月以上延滞債権数は平成２４年度末実

績を維持するものと推計した。
目標値は更なる回収努力を

考慮し、以下のように設定


当年度分



				区　分 ク ブン		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		平成30年度 ヘイセイ ネンド

				目　標 メ シルベ		95.82%		95.88%		95.93%		95.97%		96.00%

				実　績 ジツ イサオ		96.37%		96.69%		96.84%





目　標	

平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	0.95820000000000005	0.95879999999999999	0.95930000000000004	0.9597	0.96	実　績	96.37%

96.69%





平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	0.9637	0.96689999999999998	0.96840000000000004	今中期計画期間中に当年度回収率９６％を目指す



新規3月



				区　分 ク ブン		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		平成30年度 ヘイセイ ネンド

				目　標 メ シルベ		6.02%		10.40%		14.28%		17.19%		20.00%

				実　績 ジツ イサオ		4.89%		12.27%		7.93%





目　標	

平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	6.0199999999999997E-2	0.104	0.14280000000000001	0.1719	0.2	実　績	4.89%

12.27%





平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	4.8899999999999999E-2	0.1227	7.9299999999999995E-2	今中期計画期間中に
改善率２０％を目指す



総回収率



				区　分 ク ブン		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		平成30年度 ヘイセイ ネンド

				目　標 メ シルベ		82.75%		82.87%		82.93%		82.97%		83.00%

				実　績 ジツ イサオ		84.80%		85.95%		86.90%





目　標	

平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	0.82750000000000001	0.82869999999999999	0.82930000000000004	0.82969999999999999	0.83	実　績	84.80%

85.95%





平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29	年度	平成30年度	0.84799999999999998	0.85950000000000004	0.86899999999999999	今中期計画期間中に総回収率８３％を目指す



Sheet2

				○平成22～24年度の３ヵ年実績を利用した推計値 ヘイセイ ネンド ネン ジッセキ リヨウ スイケイ チ

				区分 クブン		平成22年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成23年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成24年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成25年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成26年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成27年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成28年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成29年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成30年度末 ヘイセイ ネンドマツ

						（実績） ジッセキ		（実績） ジッセキ		（実績） ジッセキ		（実績見込） ジッセキ ミコミ		（推計） スイケイ		（推計） スイケイ		（推計） スイケイ		（推計） スイケイ		（推計） スイケイ

				要返還債権数（A） ヨウ ヘンカン サイケン スウ		3,141,326		3,353,317		3,580,601		3,803,286		4,020,217		4,215,501		4,404,984		4,558,726		4,717,577

				新規３月以上延滞債権数（B） シンキ ツキ イジョウ エンタイ サイケン スウ		39,317		38,093		36,750		36,750		36,750		36,750		36,750		36,750		36,750

				新規３月以上延滞率（C=B/A） シンキ ツキ イジョウ エンタイ リツ		1.25%		1.14%		1.03%		0.97%		0.91%		0.87%		0.83%		0.81%		0.78%

				改善率
（C（平成25年度）-C（平成25+n）年度）/C（平成25年度） カイゼン リツ ヘイセイ ネンド ヘイセイ ネンド ヘイセイ ネンド		-		-		-		-		5.4%		9.8%		13.7%		16.6%		19.4%

				○第3期中期計画目標値 ダイ キ チュウキ ケイカク モクヒョウチ

				区分 クブン		平成22年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成23年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成24年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成25年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成26年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成27年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成28年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成29年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成30年度末 ヘイセイ ネンドマツ

						（実績） ジッセキ		（実績） ジッセキ		（実績） ジッセキ		（実績見込） ジッセキ ミコミ		（目標値） モクヒョウチ		（目標値） モクヒョウチ		（目標値） モクヒョウチ		（目標値） モクヒョウチ		（目標値） モクヒョウチ

				改善率 カイゼン リツ		-		-		-		-		6.02%		10.40%		14.28%		17.19%		20.00%

				○実績 ジッセキ

				区分 クブン		平成22年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成23年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成24年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成25年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成26年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成27年度末 ヘイセイ ネンドマツ		平成28年度末 ヘイセイ ネンドマツ

						（実績） ジッセキ		（実績） ジッセキ		（実績） ジッセキ		（実績） ジッセキ		（実績） ジッセキ		（実績） ジッセキ		（実績） ジッセキ

				要返還債権数（A） ヨウ ヘンカン サイケン スウ		3,141,326		3,353,317		3,580,601		3,788,801		3,998,668		4,191,181		4,359,961

				新規３月以上延滞債権数（B） シンキ ツキ イジョウ エンタイ サイケン スウ		39,317		38,093		36,750		34,890		35,031		33,846		36,956

				新規３月以上延滞率（C=B/A） シンキ ツキ イジョウ エンタイ リツ		1.25%		1.14%		1.03%		0.92%		0.88%		0.81%		0.85%

				改善率
（C（平成25年度）-C（平成25+n）年度）/C（平成25年度） カイゼン リツ ヘイセイ ネンド ヘイセイ ネンド ヘイセイ ネンド		-		-		-		-		4.89%		12.27%		7.93%





要返還債権数は事業規模の拡大に伴い上昇傾向であるが、回収努力を考慮し、新規３月以上延滞債権数は平成２４年度末実績を維持するものと推計した。

目標値は更なる回収努力を考慮し、以下のように設定
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２ 返還金回収状況 1/2 

（注）１．「無延滞債権」及び「延滞債権」は平成２８年度期首における状態である。  

   ２．要回収額とは、当該年度中に回収すべき額で、返還期日到来分のみ。 

   ３．要回収額及び回収額には、繰上返還額を含まない。 

   ４．四捨五入の関係で計が一致しない場合がある。 

翌年度における延滞分
要回収額 866億円 

※（　）内の数値は回収率

③延滞
回収額
137億円
（16.7%）

無 延 滞 債 権
（要回収額の79.9％）

②当年度
未回収額
144億円

③ 延滞
未回収額
683億円

延 滞 債 権
（要回収額の20.1％）

②当年度
回収額

367億円
（71.8%）

① 当年度未回収額 ： 39億円

① 当年度要回収額 5,281億円
当年度回収額 5,243億円

回収率 99.3％
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３ 返還金回収状況 2/2  

 

 

          

      

 

 

 

（注）１．要回収額（Ａ）とは、当該年度中に返還すべき額（元金）で、返還期日到来分のみ。 
   ２．要回収額（Ａ）及び回収額（Ｂ）には、繰上返還額を含まない。 
   ３．繰上返還額とは、返還期日未到来の割賦金のうち、返還された額（元金）。 

 ４．四捨五入の関係で計等が一致しない場合がある。 
 

（単位：億円）

平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末

4,738 5,155 5,578 5,909 6,262 6,613

3,862 4,230 4,621 5,011 5,382 5,747

81.5% 82.1% 82.8% 84.8% 85.9% 86.9%

95.2% 95.6% 96.0% 96.4% 96.7% 96.8%

14.5% 13.8% 14.0% 14.9% 16.3% 16.7%

876 925 957 898 880 866

1,187 1,352 1,503 1,561 1,702 1,818

未回収額　　（Ａ－Ｂ）
（翌年度における延滞分要回収額）

繰 上 返 還 額

区　　　　分

要 回 収 額 （Ａ）

回 収 額 （Ｂ）

回 収 率 （Ｂ/Ａ）

延滞分（③）

当年度分（①＋②）


新規返還者回収率

																		（単位：億円） タンイ オクエン

				区　　　　　　　分 ク ブン				平成21年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成22年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成23年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成24年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成25年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成26年度末 ヘイセイ ネンド マツ

				第一種奨学金 ダイイッシュ ショウガクキン		要回収額（Ａ） ヨウ カイシュウ ガク		63		58		61		59		64		67

						回収額（Ｂ） カイシュウ ガク		62		57		60		58		63		66

						回収率（Ｂ/Ａ） カイシュウ リツ		97.5%		97.9%		98.1%		98.1%		98.2%		98.3%

				第二種奨学金 ダイニ シュ ショウガクキン		要回収額 ヨウ カイシュウ ガク		121		130		135		156		164		173

						回収額 カイシュウ ガク		115		124		130		151		158		167

						回収率 カイシュウ リツ		95.2%		95.8%		96.0%		96.3%		96.5%		96.8%

				合　　　　　　計 ゴウ ケイ		要回収額 ヨウ カイシュウ ガク		184		188		197		215		228		240

						回収額 カイシュウ ガク		177		182		190		208		221		233

						回収率 カイシュウ リツ		96.0%		96.4%		96.7%		96.8%		97.0%		97.2%

								6317673097		5840395332		6145906483		5881349585		6437500899		6670274906

								6157059918		5718625024		6029322536		5768989651		6323786352		6559054542

								12112839980		12995559863		13528060522		15640046842		16399119664		17308986847

								11536261322		12446425482		12988374250		15062448290		15825796346		16747231578

								18430513077		18835955195		19673967005		21521396427		22836620563		23979261753

								17693321240		18165050506		19017696786		20831437941		22149582698		23306286120

								63		58		61		59		64		67

								62		57		60		58		63		66

								0		0		0		0		0		0

								121		130		135		156		164		173

								115		124		130		151		158		167

								0		0		0		0		0		0

								184		188		197		215		228		240

								177		182		190		208		221		233





代位弁済状況

		金額 キンガク

				21		22		23		24		25		26

		第一種 ダイ イッシュ		468207903		801468508		1,030,846,657		1,094,552,273		1,456,191,771		1,833,519,367

		第二種 ダイ ニシュ		2663750353		4993494151		6322185682		7297130928		9893925991		12580238223

		計 ケイ		3131958256		5794962659		7,353,032,339		8,391,683,201		11,350,117,762		14,413,757,590





		金額 キンガク

				21		22		23		24		25		26

		第一種 ダイ イッシュ		5		8		10		11		15		18

		第二種 ダイ ニシュ		27		50		63		73		99		126

		計 ケイ		31		58		74		84		114		144

		金額 キンガク

				21		22		23		24		25		26

		第一種 ダイ イッシュ		5		8		10		11		15		18

		第二種 ダイ ニシュ		27		50		63		73		99		126

		計 ケイ		31		58		74		84		114		144





Sheet3

																						（単位：億円） タンイ オクエン

				区　　　　分 ク ブン								平成23年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成24年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成25年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成26年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成27年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成28年度末 ヘイセイ ネンド マツ

				要回収額 ヨウ カイシュウ ガク				（Ａ）				4,738		5,155		5,578		5,909		6,262		6,613

				回収額 カイシュウ ガク				（Ｂ）				3,862		4,230		4,621		5,011		5,382		5,747

				回収率 カイシュウ リツ				（Ｂ/Ａ）				81.5%		82.1%		82.8%		84.8%		85.9%		86.9%

						当年度分（①＋②） トウネンド ブン						95.2%		95.6%		96.0%		96.4%		96.7%		96.8%

						延滞分（③） エンタイ ブン						14.5%		13.8%		14.0%		14.9%		16.3%		16.7%

				未回収額　　（Ａ－Ｂ）
（翌年度における延滞分要回収額） ミ カイシュウ ガク ヨクネンド エンタイ ブン ヨウ カイシュウ ガク								876		925		957		898		880		866

				繰上返還額 クリアゲ ヘンカン ガク								1,187		1,352		1,503		1,561		1,702		1,818
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４ 学種別延滞債権数割合 

8.2 7.8 7.3 6.8 6.4 6.2

短 大 10.5 10.3 9.9 9.2 8.8 8.2

大 学 8.8 8.4 7.9 7.3 6.9 6.7

大 学 院 4.8 4.5 4.2 3.9 3.6 3.6

高 等 専 門 学 校 9.1 8.4 7.7 7.1 6.3 6.1
専 修 学 校
（ 専 門 課 程 ） 11.0 10.4 9.7 8.8 8.4 8.1

10.0 9.5 9.0 8.6 8.2 8.2

高 等 専 門 学 校 7.9 7.2 5.6 6.4 6.1 5.4

短 大 11.0 10.7 10.2 9.7 9.3 9.2

大 学 9.3 8.8 8.4 7.8 7.5 7.5

大 学 院 5.6 5.4 5.3 4.9 4.9 5.1
専 修 学 校
（ 専 門 課 程 ） 12.5 12.0 11.4 10.8 10.4 10.4

9.2 8.8 8.4 7.9 7.6 7.5

平成28年度末

第 一 種 奨 学 金

第 二 種 奨 学 金

計

区　        　分 平成23年度末 平成27年度末平成24年度末 平成25年度末 平成26年度末

（単位：％） 

延滞債権数 
（注） 延滞債権数割合 ＝ 

延滞債権数＋無延滞債権数 

高等学校等奨学金については、平成17年度より都道府県に事業を移管したため、集計からは除いている。 


Sheet1

		

				区　        　分				平成23年度末 ド		平成24年度末 ド		平成25年度末 ド		平成26年度末 ド		平成27年度末 ド		平成28年度末 ド

				第一種奨学金 1				8.2		7.8		7.3		6.8		6.4		6.2

						短大 タンダイ		10.5		10.3		9.9		9.2		8.8		8.2

						大学 ダイガク		8.8		8.4		7.9		7.3		6.9		6.7

						大学院 ダイガクイン		4.8		4.5		4.2		3.9		3.6		3.6

						高等専門学校 コウトウセンモンガッコウ		9.1		8.4		7.7		7.1		6.3		6.1

						専修学校
（専門課程） センシュウガッコウセンモンカテイ		11.0		10.4		9.7		8.8		8.4		8.1

				第二種奨学金				10.0		9.5		9.0		8.6		8.2		8.2

						高等専門学校 コウトウセンモンガッコウ		7.9		7.2		5.6		6.4		6.1		5.4

						短大 タンダイ		11.0		10.7		10.2		9.7		9.3		9.2

						大学 ダイガク		9.3		8.8		8.4		7.8		7.5		7.5

						大学院 ダイガクイン		5.6		5.4		5.3		4.9		4.9		5.1

						専修学校
（専門課程） センシュウガッコウセンモンカテイ		12.5		12.0		11.4		10.8		10.4		10.4

				計 ケイ				9.2		8.8		8.4		7.9		7.6		7.5
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５ 新規返還者の初年度末 回収率 

（注）新規返還者とは、当該年度の１０月から３月までに返還が開始する貸与終了者（満期者及び退学・辞退等による貸与終了者）をいう。 

   

（単位：億円）

平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末

要回収額（Ａ） 61 59 64 67 70 73

回収額（Ｂ） 60 58 63 66 69 72

回収率（Ｂ/Ａ） 98.1% 98.1% 98.2% 98.3% 98.4% 98.3%

要回収額 135 156 164 173 176 173

回収額 130 151 158 167 171 167

回収率 96.0% 96.3% 96.5% 96.8% 97.0% 96.9%

要回収額 197 215 228 240 246 246

回収額 190 208 221 233 239 239

回収率 96.7% 96.8% 97.0% 97.2% 97.4% 97.3%

合　　　　　　計

第一種奨学金

第二種奨学金

区　　　　　　　分


Sheet1

																		（単位：億円） タンイ オクエン

				区　　　　　　　分 ク ブン				平成23年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成24年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成25年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成26年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成27年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成28年度末 ヘイセイ ネンド マツ

				第一種奨学金 ダイイッシュ ショウガクキン		要回収額（Ａ） ヨウ カイシュウ ガク		61		59		64		67		70		73

						回収額（Ｂ） カイシュウ ガク		60		58		63		66		69		72

						回収率（Ｂ/Ａ） カイシュウ リツ		98.1%		98.1%		98.2%		98.3%		98.4%		98.3%

				第二種奨学金 ダイニ シュ ショウガクキン		要回収額 ヨウ カイシュウ ガク		135		156		164		173		176		173

						回収額 カイシュウ ガク		130		151		158		167		171		167

						回収率 カイシュウ リツ		96.0%		96.3%		96.5%		96.8%		97.0%		96.9%

				合　　　　　　計 ゴウ ケイ		要回収額 ヨウ カイシュウ ガク		197		215		228		240		246		246

						回収額 カイシュウ ガク		190		208		221		233		239		239

						回収率 カイシュウ リツ		96.7%		96.8%		97.0%		97.2%		97.4%		97.3%

								6317673097		5840395332		6145906483		5881349585		6437500899		6670274906

								6157059918		5718625024		6029322536		5768989651		6323786352		6559054542

								12112839980		12995559863		13528060522		15640046842		16399119664		17308986847

								11536261322		12446425482		12988374250		15062448290		15825796346		16747231578

								18430513077		18835955195		19673967005		21521396427		22836620563		23979261753

								17693321240		18165050506		19017696786		20831437941		22149582698		23306286120

								63		58		61		59		64		67

								62		57		60		58		63		66

								0		0		0		0		0		0

								121		130		135		156		164		173

								115		124		130		151		158		167

								0		0		0		0		0		0

								184		188		197		215		228		240

								177		182		190		208		221		233





Sheet2

								平成22年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成23年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成24年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成25年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成26年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成27年度末 ヘイセイ ネンド マツ

						要回収額（Ａ） ヨウ カイシュウ ガク		130		135		156		164		173		70

						回収額（Ｂ） カイシュウ ガク		124		130		151		158		167		69

						回収率（Ｂ/Ａ） カイシュウ リツ												98.40%

								130		135		156		164		173		176

								124		130		151		158		167		171

																		97%

								0		0		0		0		0		246

								0		0		0		0		0		239

																		97.40%

								12112839980		12995559863		13528060522		15640046842		16399119664		17308986847

								11536261322		12446425482		12988374250		15062448290		15825796346		16747231578

								12112839980		12995559863		13528060522		15640046842		16399119664		17308986847

								11536261322		12446425482		12988374250		15062448290		15825796346		16747231578

								121		130		135		156		164		173

								115		124		130		151		158		167

								0		0		0		0		0		0

								121		130		135		156		164		173

								115		124		130		151		158		167

								0		0		0		0		0		0

								0		0		0		0		0		0

								0		0		0		0		0		0





Sheet3
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６ 振替口座加入率（新規返還開始者） 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

99.8 99.8 99.7 99.7 99.7 99.7

高等学校等 ― ― ― ― ― ―

短大 99.9 99.8 99.7 99.7 99.7 99.8

大学 99.8 99.8 99.8 99.7 99.7 99.7

大学院 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8

高等専門学校 99.9 100.0 100.0 100.0 99.9 99.9

専修学校（専門課程） 99.7 99.6 99.6 99.7 99.7 99.7

95.7 96.5 96.9 97.2 97.4 97.6

区分

新 規 返 還 開 始 者

総 合

（注） 新規返還開始者とは前年度３月の満期者をいう。 

    

単位（％） 


Sheet2

		区分 クブン				平成23年度 ヘイセイネンド		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

		新規返還開始者 シンキヘンカンカイシシャ				99.8		99.8		99.7		99.7		99.7		99.7

				高等学校等 コウトウガッコウトウ		―		―		―		―		―		―

				短大 タンダイ		99.9		99.8		99.7		99.7		99.7		99.8

				大学 ダイガク		99.8		99.8		99.8		99.7		99.7		99.7

				大学院 ダイガクイン		99.8		99.8		99.8		99.8		99.8		99.8

				高等専門学校 コウトウセンモンガッコウ		99.9		100.0		100.0		100.0		99.9		99.9

				専修学校（専門課程） センシュウガッコウセンモンカテイ		99.7		99.6		99.6		99.7		99.7		99.7

		総合 ソウゴウ				95.7		96.5		96.9		97.2		97.4		97.6





Sheet1

		

				区　　　　分 クブン		平成19年度 ヘイセイネンド		平成20年度 ヘイセイネンド		平成21年度 ヘイセイネンド		平成22年度 ヘイセイネンド		平成23年度 ヘイセイネンド		平成24年度 ヘイセイネンド

				新規返還開始者 シンキヘンカンカイシシャ		96.2		99.7		100.0		99.8		99.8		99.8

				総　　　　合 フサゴウ		86.5		89.9		93.0		94.4		95.7		96.5
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７ 延滞年数別債権数及び債権額 1/2 

※金額はそれぞれ四捨五入しているため、各項目の計は合計と必ずしも一致しない。 

【債権数】
（単位：千件）

延滞８年以上 ７～８ ６～７ ５～６ ４～５ ３～４ ２～３ １～２ ０～１ 延滞計 無延滞 合計

38 5 5 4 4 4 4 6 65 135 1,464 1,600

14 4 4 4 4 4 6 10 168 220 2,541 2,760

52 9 9 9 8 8 10 16 233 355 4,005 4,360

【債権額】
（単位：億円）

延滞８年以上 ７～８ ６～７ ５～６ ４～５ ３～４ ２～３ １～２ ０～１ 延滞計 無延滞 合計

271 40 37 34 31 31 35 52 741 1,271 17,435 18,706

延滞額 249 28 25 20 16 13 11 11 15 388 0 388

期日未到来額 21 11 12 14 15 18 24 41 726 882 17,435 18,317

251 86 83 79 79 82 100 201 3,168 4,129 45,037 49,166

延滞額 182 47 41 36 30 25 22 42 51 478 0 478

期日未到来額 69 39 42 43 48 57 78 159 3,117 3,652 45,037 48,688

522 126 120 113 110 112 135 253 3,909 5,400 62,472 67,872

延滞額 432 75 66 56 46 37 33 53 67 866 0 866

期日未到来額 91 50 54 57 64 75 102 200 3,842 4,534 62,472 67,006

第二種

合計

区分

第一種

第二種

合計

区分

第一種


新規返還者回収率

																		（単位：億円） タンイ オクエン

				区　　　　　　　分 ク ブン				平成22年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成23年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成24年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成25年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成26年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成27年度末 ヘイセイ ネンド マツ

				第一種奨学金 ダイイッシュ ショウガクキン		要回収額（Ａ） ヨウ カイシュウ ガク		58		61		59		64		67		70

						回収額（Ｂ） カイシュウ ガク		57		60		58		63		66		69

						回収率（Ｂ/Ａ） カイシュウ リツ		97.9%		98.1%		98.1%		98.2%		98.3%		98.4%

				第二種奨学金 ダイニ シュ ショウガクキン		要回収額 ヨウ カイシュウ ガク		130		135		156		164		173		176

						回収額 カイシュウ ガク		124		130		151		158		167		171

						回収率 カイシュウ リツ		95.8%		96.0%		96.3%		96.5%		96.8%		97.0%

				合　　　　　　計 ゴウ ケイ		要回収額 ヨウ カイシュウ ガク		188		197		215		228		240		246

						回収額 カイシュウ ガク		182		190		208		221		233		239

						回収率 カイシュウ リツ		96.4%		96.7%		96.8%		97.0%		97.2%		97.4%

								5840395332		6145906483		5881349585		6437500899		6670274906		6990758724

								5718625024		6029322536		5768989651		6323786352		6559054542		6879840729

								12995559863		13528060522		15640046842		16399119664		17308986847		17582100913

								12446425482		12988374250		15062448290		15825796346		16747231578		17051841836

								18835955195		19673967005		21521396427		22836620563		23979261753		24572859637

								18165050506		19017696786		20831437941		22149582698		23306286120		23931682565

								58		61		59		64		67		70

								57		60		58		63		66		69

								0		0		0		0		0		0.984

								130		135		156		164		173		176

								124		130		151		158		167		171

								0		0		0		0		0		0.97

								188		197		215		228		240		246

								182		190		208		221		233		239

																		0.974





代位弁済状況

		金額 キンガク

				21		22		23		24		25		26

		第一種 ダイ イッシュ		468207903		801468508		1,030,846,657		1,094,552,273		1,456,191,771		1,833,519,367

		第二種 ダイ ニシュ		2663750353		4993494151		6322185682		7297130928		9893925991		12580238223

		計 ケイ		3131958256		5794962659		7,353,032,339		8,391,683,201		11,350,117,762		14,413,757,590





		金額 キンガク

				21		22		23		24		25		26

		第一種 ダイ イッシュ		5		8		10		11		15		18

		第二種 ダイ ニシュ		27		50		63		73		99		126

		計 ケイ		31		58		74		84		114		144

		金額 キンガク

				21		22		23		24		25		26

		第一種 ダイ イッシュ		5		8		10		11		15		18

		第二種 ダイ ニシュ		27		50		63		73		99		126

		計 ケイ		31		58		74		84		114		144





Sheet3

																						（単位：億円） タンイ オクエン

				区　　　　分 ク ブン								平成22年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成23年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成24年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成25年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成26年度末 ヘイセイ ネンド マツ		平成27年度末 ヘイセイ ネンド マツ

				要回収額 ヨウ カイシュウ ガク				（Ａ）				4,384		4,738		5,155		5,578		5,909		6,262

				回収額 カイシュウ ガク				（Ｂ）				3,532		3,862		4,230		4,621		5,011		5,382

				回収率 カイシュウ リツ				（Ｂ/Ａ）				80.6%		81.5%		82.1%		82.8%		84.8%		85.9%

						当年度分（①＋②） トウネンド ブン						94.7%		95.2%		95.6%		96.0%		96.4%		96.7%

						延滞分（③） エンタイ ブン						14.6%		14.5%		13.8%		14.0%		14.9%		16.3%

				未回収額　　（Ａ－Ｂ）
（翌年度における延滞分要回収額） ミ カイシュウ ガク ヨクネンド エンタイ ブン ヨウ カイシュウ ガク								852		876		925		957		898		880

				繰上返還額 クリアゲ ヘンカン ガク								1,034		1,187		1,352		1,503		1,561		1,702





Sheet1

		【債権数】 サイケン スウ

																																（単位：千件） タンイ センケン

		区分				延滞８年以上		７～８		６～７		５～６		４～５		３～４		２～３		１～２		０～１		延滞計		無延滞		未到来		無延滞＋未到来 ム エンタイ ミトウライ		合計

		第一種 ダイ イッシュ				38200		4793		4606		4217		4099		3946		4225		5842		65209		135137		1434363		30093		1464456		1599593

		第二種 ダイ ニシュ				14117		4463		4304		4295		4232		4492		5508		10269		168158		219838		2453895		86635		2540530		2760368

		合計 ゴウケイ				52317		9256		8910		8512		8331		8438		9733		16111		233367		354975		3888258		116728		4004986		4359961







		【債権額】 サイケンガク

																																（単位：億円） タンイ オクエン

		区分				延滞８年以上		７～８		６～７		５～６		４～５		３～４		２～３		１～２		０～１		延滞計		無延滞		未到来		無延滞＋未到来 ム エンタイ ミトウライ		合計

		第一種 ダイ イッシュ				27081232694		3954133947		3661655094		3369474622		3136099497		3067871879		3477242268		5220046688		74107615074		127075371763		1696501554921		46995938928		1743497493849		1870572865612

				延滞額 エンタイ ガク		24948774122		2818102408		2455364230		1999532935		1609052417		1286884499		1061450300		1114442104		1546637548		38840240563		0		0		0		38840240563

				期日未到来額 キジツ ミトウライ ガク		2132458572		1136031539		1206290864		1369941687		1527047080		1780987380		2415791968		4105604584		72560977526		88235131200		1696501554921		46995938928		1743497493849		1831732625049

		第二種 ダイ ニシュ				25127157954		8629690627		8303641952		7889597720		7859534471		8172984766		10042944565		20105508811		316805829588		412936890454		4382766299824		120909595774		4503675895598		4916612786052

				延滞額 エンタイ ガク		18208393684		4728132117		4141963481		3586907394		3036185574		2458756810		2245438086		4226532059		5149987328		47782296533		0		0		0		47782296533

				期日未到来額 キジツ ミトウライ ガク		6918764270		3901558510		4161678471		4302690326		4823348897		5714227956		7797506479		15878976752		311655842260		365154593921		4382766299824		120909595774		4503675895598		4868830489519

		合計 ゴウケイ				52208390648		12583824574		11965297046		11259072342		10995633968		11240856645		13520186833		25325555499		390913444662		540012262217		6079267854745		167905534702		6247173389447		6787185651664

				延滞額 エンタイ ガク		43157167806		7546234525		6597327711		5586440329		4645237991		3745641309		3306888386		5340974163		6696624876		86622537096		0		0		0		86622537096

				期日未到来額 キジツ ミトウライ ガク		9051222842		5037590049		5367969335		5672632013		6350395977		7495215336		10213298447		19984581336		384216819786		453389725121		6079267854745		167905534702		6247173389447		6700563114568





Sheet1 (2)

		【債権数】 サイケン スウ

																																（単位：千件） タンイ センケン

		区分				延滞８年以上		７～８		６～７		５～６		４～５		３～４		２～３		１～２		０～１		延滞計		無延滞		未到来		無延滞 ム エンタイ		合計

		第一種 ダイ イッシュ				38		5		5		4		4		4		4		6		65		135		1,434		30		1,464		1,600

		第二種 ダイ ニシュ				14		4		4		4		4		4		6		10		168		220		2,454		87		2,541		2,760

		合計 ゴウケイ				52		9		9		9		8		8		10		16		233		355		3,888		117		4,005		4,360







		【債権額】 サイケンガク

																																（単位：億円） タンイ オクエン

		区分				延滞８年以上		７～８		６～７		５～６		４～５		３～４		２～３		１～２		０～１		延滞計		無延滞		未到来		無延滞 ム エンタイ		合計

		第一種 ダイ イッシュ				271		40		37		34		31		31		35		52		741		1,271		16,965		470		17,435		18,706

				延滞額 エンタイ ガク		249		28		25		20		16		13		11		11		15		388		0		0		0		388

				期日未到来額 キジツ ミトウライ ガク		21		11		12		14		15		18		24		41		726		882		16,965		470		17,435		18,317

		第二種 ダイ ニシュ				251		86		83		79		79		82		100		201		3,168		4,129		43,828		1,209		45,037		49,166

				延滞額 エンタイ ガク		182		47		41		36		30		25		22		42		51		478		0		0		0		478

				期日未到来額 キジツ ミトウライ ガク		69		39		42		43		48		57		78		159		3,117		3,652		43,828		1,209		45,037		48,688

		合計 ゴウケイ				522		126		120		113		110		112		135		253		3,909		5,400		60,793		1,679		62,472		67,872

				延滞額 エンタイ ガク		432		75		66		56		46		37		33		53		67		866		0		0		0		866

				期日未到来額 キジツ ミトウライ ガク		91		50		54		57		64		75		102		200		3,842		4,534		60,793		1,679		62,472		67,006
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８ 延滞年数別債権数及び債権額  2/2 
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９ 総貸付金残高に占める３月以上延滞債権額 

72,760 億円
77,656 億円

82,126 億円
86,042 億円

89,232 億円 91,793 億円

48,204 億円
52,547 億円 56,878 億円

61,018 億円
64,803 億円

67,872 億円

2,647 億円 2,682 億円 2,639 億円 2,491 億円 2,396 億円 2,388 億円
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平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

総貸付金残高
返還を要する債権額
3月以上延滞債権額
総貸付金残高に占める3月以上延滞債権額の割合
要返還残高に占める3月以上延滞債権額の割合

（注）  「返還要する債権額」とは、「期末貸与金残高」から貸与継続中を控除した債権額であり、返還期日未到来分を含む。 

   

（億円） 


データ

		＜元の表＞ モトヒョウ

				平成18年度 ヘイセイネンド		平成19年度 ヘイセイネンド		平成20年度 ヘイセイネンド		平成21年度 ヘイセイネンド		平成22年度 ヘイセイネンド		平成23年度 ヘイセイネンド

		総貸付金残高 ソウカシツケキンザンダカ		47243		52010		57072		62337		67576		72760

		返還を要する債権額 ヘンカンヨウサイケンガク		28503		32354		36145		40139		44179		48204

		3ヶ月以上延滞債権額		2074		2253		2386		2629		2660		2647

		総貸付金残高に占める割合 ソウカシツケキンザンダカシワリアイ		4.4		4.3		4.2		4.2		3.9		3.6

		＜グラフ用の表＞ ヨウヒョウ

				平成23年度 ヘイセイネンド		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

		総貸付金残高 ソウカシツケキンザンダカ		72760		77656		82126		86042		89232		91793

		返還を要する債権額 ヘンカンヨウサイケンガク		48204		52547		56878		61018		64803		67872

		3月以上延滞債権額		2647		2682		2639		2491		2396		2388

		総貸付金残高に占める3月以上延滞債権額の割合 シ		3.6%		3.5%		3.2%		2.9%		2.7%		2.6%

		要返還残高に占める3月以上延滞債権額の割合 ヨウヘンカンシ		5.5%		5.1%		4.6%		4.1%		3.7%		3.5%





グラフ

		平成23年度		平成23年度		平成23年度		平成23年度		平成23年度

		平成24年度		平成24年度		平成24年度		平成24年度		平成24年度

		平成25年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度

		平成26年度		平成26年度		平成26年度		平成26年度		平成26年度

		平成27年度		平成27年度		平成27年度		平成27年度		平成27年度

		平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度



総貸付金残高

返還を要する債権額

3月以上延滞債権額

総貸付金残高に占める3月以上延滞債権額の割合

要返還残高に占める3月以上延滞債権額の割合
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１０ 返還期限猶予者数・減額返還者数 

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

病気中 8,443 8,970 9,622 9,295 9,152 9,229

災害 2,813 1,123 769 551 329 678

入学準備 1,106 827 598 518 399 422

生活保護 3,843 4,613 5,564 3,411 3,850 4,218

経済困難･失業中等 92,157 99,405 105,250 120,216 130,018 133,379

育児休暇等 － － － 3,177 3,319 4,032

所得連動返還型 － － － 393 1,023 2,291

合計 108,362 114,938 121,803 137,561 148,090 154,249

（単位：件） [返還期限猶予者数] 

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

減額返還 5,987 10,664 14,079 16,017 18,464 21,013

[減額返還者数] （単位：件） 

（注）育児休暇等及び所得連動返還型については平成26年度より集計を開始した。 

（注）所得連動返還型は29年度から『猶予年限特例』に名称変更。 


猶予

				平成19年度 ヘイセイネンド		平成20年度 ヘイセイネンド		平成21年度 ヘイセイネンド		平成22年度 ヘイセイネンド		平成23年度 ヘイセイネンド		平成24年度 ヘイセイネンド

		病気中（一種） ビョウキチュウイッシュ		4,818		4,456		4,121		4,598		4,440		4,477

		災害（一種） サイガイイッシュ		99		32		10		50		1,131		502

		留学中（一種） リュウガクチュウイッシュ		107		145		98		(4)		10		(4)

		入学準備（一種） ニュウガクジュンビイッシュ		1,840		817		378		399		384		249

		生活保護（一種） セイカツホゴイッシュ		828		825		1,037		1,355		2,122		2,396

		経済困難･失業中等（一種） ケイザイコンナンシツギョウチュウトウイッシュ		28,374		24,633		27,216		34,324		36,064		36,440

		一般猶予（一種計） イッパンユウヨイッシュケイ		36,066		30,908		32,860		40,722		44,151		44,060

				平成19年度 ヘイセイネンド		平成20年度 ヘイセイネンド		平成21年度 ヘイセイネンド		平成22年度 ヘイセイネンド		平成23年度 ヘイセイネンド		平成24年度 ヘイセイネンド

		病気中（二種） ビョウキチュウニシュ		2,666		2,931		2,940		3,737		4,003		4,493

		災害（二種） サイガイニシュ		79		23		5		51		1,682		621

		留学中（二種） リュウガクチュウニシュ		55		102		55		9		11		(2)

		入学準備（二種） ニュウガクジュンビニシュ		660		731		474		665		722		578

		生活保護（二種） セイカツホゴニシュ		188		217		438		737		1,721		2,217

		経済困難･失業中等（二種） ケイザイコンナンシツギョウチュウトウニシュ		23,136		23,947		30,780		45,571		56,072		62,971

		一般猶予（二種計） イッパンユウヨニシュケイ		26,784		27,951		34,692		50,770		64,211		70,878

		区分 クブン		平成23年度 ヘイセイネンド		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

		病気中 ビョウキチュウ		8,443		8,970		9,622		9,295		9,152		9,229

		災害 サイガイ		2,813		1,123		769		551		329		678

		入学準備 ニュウガクジュンビ		1,106		827		598		518		399		422

		生活保護 セイカツホゴ		3,843		4,613		5,564		3,411		3,850		4,218

		経済困難･失業中等 ケイザイコンナンシツギョウチュウトウ		92,157		99,405		105,250		120,216		130,018		133,379

		育児休暇等 イクジキュウカトウ		－		－		－		3,177		3,319		4,032

		所得連動返還型 ショトクレンドウヘンカンガタ		－		－		－		393		1,023		2,291

		合計 ゴウケイ		108,362		114,938		121,803		137,561		148,090		154,249





猶予

		1
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Sheet1

		区分 クブン		平成23年度 ヘイセイ ネンド		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

		減額返還 ゲンガク ヘンカン		5,987		10,664		14,079		16,017		18,464		21,013
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１１ 年度末返還期限猶予事由別債権額の推移 

（単位：億円）

区　　　分 平成23度末 平成24度末 平成25度末 平成26度末 平成27度末 平成28度末

病　気　中 125 140 152 148 149 153
災　　害 28 10 9 6 1 7

入　学　準　備 6 4 3 3 3 2
生　活　保　護 41 53 65 46 49 56

経済困難・失業中等 1,483 1,696 1,813 2,141 2,312 2,370
育児休暇等 － － － 32 38 46

所得連動返還型 － － － 3 10 29

計 1,681 1,902 2,041 2,380 2,562 2,663

（注）在学猶予、特別猶予、期限内猶予及び期限延期猶予を除く 

（注）育児休暇等及び所得連動返還型については平成26年度より集計を開始（所得連動返還型は29年度より『猶予年限特例』に名称変更） 

125億円 140億円 152億円 148億円 149億円 153億円

1 ,483 億円
1 ,696 億円

1 ,813 億円

2 ,141 億円
2 ,312 億円

2 ,370 億円

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成23度末 平成24度末 平成25度末 平成26度末 平成27度末 平成28度末

経済困難・失業中等 病気中

災害 入学準備

生活保護 育児休暇等

所得連動

(億円)

2 ,663億円2,562億円

1,902億円

1,681億円

2,041億円

2,380億円


データ(2)

																（単位：億円） タンイオクエン

				区　　　分 クブン		平成23度末 ヘイセイドマツ		平成24度末 ヘイセイドマツ		平成25度末 ヘイセイドマツ		平成26度末 ヘイセイドマツ		平成27度末 ヘイセイドマツ		平成28度末 ヘイセイドマツ

				病　気　中 ヤマイキナカ		125		140		152		148		149		153

				災　　害 ワザワガイ		28		10		9		6		1		7

				入　学　準　備 イリガクジュンソナエ		6		4		3		3		3		2

				生　活　保　護 ショウカツホユズル		41		53		65		46		49		56

				経済困難・失業中等 ケイザイコンナンシツギョウチュウトウ		1,483		1,696		1,813		2,141		2,312		2,370

				育児休暇等 イクジキュウカトウ		－		－		－		32		38		46

				所得連動返還型 ショトクレンドウヘンカンガタ		－		－		－		3		10		29

				計 ケイ		1,681		1,902		2,041		2,380		2,562		2,663





データ（留学あり）

																（単位：億円） タンイオクエン

				区　　　分 クブン		平成20度末 ヘイセイドマツ		平成21度末 ヘイセイドマツ		平成22度末 ヘイセイドマツ		平成23度末 ヘイセイドマツ		平成24度末 ヘイセイドマツ		平成25度末 ヘイセイドマツ

				災　　　害 ワザワガイ		1		0		2		28		10		9

				病　　　気 ヤマイキ		104		96		114		125		140		152

				生活保護 セイカツホゴ		9		14		21		41		53		65

				外国留学 ガイコクリュウガク		6		2		0		0		0		1

				経済困難等 ケイザイコンナントウ		773		820		1,233		1,482		1,696		1,812

				入学準備 ニュウガクジュンビ		11		4		6		6		4		3

				計 ケイ		904		936		1,375		1,681		1,902		2,041

				（注）在学猶予、特別猶予、期限内猶予及び期限延期猶予を除く チュウザイガクユウヨトクベツユウヨキゲンナイユウヨオヨキゲンエンキユウヨノゾ





グラフ（留学あり）

		





グラフ（留学あり）

		平成20度末		平成20度末		平成20度末		平成20度末		平成20度末		平成20度末

		平成21度末		平成21度末		平成21度末		平成21度末		平成21度末		平成21度末

		平成22度末		平成22度末		平成22度末		平成22度末		平成22度末		平成22度末

		平成23度末		平成23度末		平成23度末		平成23度末		平成23度末		平成23度末

		平成24度末		平成24度末		平成24度末		平成24度末		平成24度末		平成24度末

		平成25度末		平成25度末		平成25度末		平成25度末		平成25度末		平成25度末
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データ

																		（単位：億円） タンイオクエン

		区　　　分 クブン		平成16度末 ヘイセイドマツ		平成17度末 ヘイセイドマツ		平成18度末 ヘイセイドマツ		平成19度末 ヘイセイドマツ		平成20度末 ヘイセイドマツ		平成21度末 ヘイセイドマツ		平成22度末 ヘイセイドマツ		平成23度末 ヘイセイドマツ

		災　　　害 ワザワガイ		10		7		2		2		1		0		2		28

		病　　　気 ヤマイキ		54		67		84		98		104		96		114		125

		生活保護 セイカツホゴ		5		6		7		8		9		14		21		41

		経済困難等 ケイザイコンナントウ		556		605		689		765		779		822		1,233		1,483

		入学準備 ニュウガクジュンビ		20		18		15		18		11		4		6		6

		計 ケイ		644		702		797		892		904		936		1,375		1,681

		（注）在学猶予、特別猶予、期限内猶予及び期限延期猶予を除く チュウザイガクユウヨトクベツユウヨキゲンナイユウヨオヨキゲンエンキユウヨノゾ

		＜総合＞ ソウゴウ

		災害 サイガイ		950,201,083		679,675,337		248,863,269		241,662,363		133,243,857		38,589,658		183,918,675		2,762,575,147

		病気 ビョウキ		5,385,700,811		6,668,113,037		8,380,005,271		9,840,709,946		10,419,310,295		9,595,051,677		11,375,999,997		12,494,490,658

		生活保護 セイカツホゴ		478,263,501		593,424,900		685,204,133		805,214,472		942,983,855		1,354,811,481		2,060,540,475		4,057,848,251

		経済困難等 ケイザイコンナントウ		55,575,869,204		60,464,404,716		68,890,248,524		76,457,828,045		77,869,281,108		82,166,033,736		123,295,353,721		148,250,476,472

		入学準備 ニュウガクジュンビ		2,038,469,536		1,753,147,467		1,538,897,621		1,837,803,330		1,067,637,771		407,171,089		582,448,388		553,005,534

		在学 ザイガク		277,455,957,457		291,147,797,690		307,793,502,945		333,102,925,641		341,147,080,470		348,434,509,258		375,029,212,029		385,073,027,806

				341,884,461,592		361,306,563,147		387,536,721,763		422,286,143,797		431,579,537,356		441,996,166,899		512,527,473,285		553,191,423,868

				64,428,504,135		70,158,765,457		79,743,218,818		89,183,218,156		90,432,456,886		93,561,657,641		137,498,261,256		168,118,396,062





グラフ

		





グラフ

		平成16度末		平成16度末		平成16度末		平成16度末		平成16度末

		平成17度末		平成17度末		平成17度末		平成17度末		平成17度末

		平成18度末		平成18度末		平成18度末		平成18度末		平成18度末

		平成19度末		平成19度末		平成19度末		平成19度末		平成19度末

		平成20度末		平成20度末		平成20度末		平成20度末		平成20度末

		平成21度末		平成21度末		平成21度末		平成21度末		平成21度末

		平成22度末		平成22度末		平成22度末		平成22度末		平成22度末

		平成23度末		平成23度末		平成23度末		平成23度末		平成23度末
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Sheet3

		

																		（単位：億円） タンイオクエン

		区　　　分 クブン		平成16度末 ヘイセイドマツ		平成17度末 ヘイセイドマツ		平成18度末 ヘイセイドマツ		平成19度末 ヘイセイドマツ		平成20度末 ヘイセイドマツ		平成21度末 ヘイセイドマツ		平成22度末 ヘイセイドマツ		平成23度末 ヘイセイドマツ

		災　　　害 ワザワガイ		10		7		2		2		1		0		2		28

		病　　　気 ヤマイキ		54		67		84		98		104		96		114		125

		生活保護 セイカツホゴ		5		6		7		8		9		14		21		41

		外国留学 ガイコクリュウガク		7		9		6		4		6		2		0		0

		経済困難等 ケイザイコンナントウ		549		596		682		761		773		820		1,233		1482

		入学準備 ニュウガクジュンビ		20		18		15		18		11		4		6		6

		計 ケイ		644		702		797		892		904		936		1,375		1681

		（注）在学猶予、特別猶予、期限内猶予及び期限延期猶予を除く チュウザイガクユウヨトクベツユウヨキゲンナイユウヨオヨキゲンエンキユウヨノゾ

																		（単位：億円） タンイオクエン

		区　　　分 クブン		平成16度末 ヘイセイドマツ		平成17度末 ヘイセイドマツ		平成18度末 ヘイセイドマツ		平成19度末 ヘイセイドマツ		平成20度末 ヘイセイドマツ		平成21度末 ヘイセイドマツ		平成22度末 ヘイセイドマツ		平成23度末 ヘイセイドマツ

		災　　　害 ワザワガイ		10		7		2		2		1		0		2		28

		病　　　気 ヤマイキ		54		67		84		98		104		96		114		125

		生活保護 セイカツホゴ		5		6		7		8		9		14		21		41

		経済困難等 ケイザイコンナントウ		556		605		689		765		779		822		1233		1483

		入学準備 ニュウガクジュンビ		20		18		15		18		11		4		6		6

		計 ケイ		644		702		797		892		904		936		1375		1681

		（注）在学猶予、特別猶予、期限内猶予及び期限延期猶予を除く チュウザイガクユウヨトクベツユウヨキゲンナイユウヨオヨキゲンエンキユウヨノゾ






データ（留学あり）

														（単位：億円） タンイオクエン

		区　　　分 クブン		平成23度末 ヘイセイドマツ		平成24度末 ヘイセイドマツ		平成25度末 ヘイセイドマツ		平成26度末 ヘイセイドマツ		平成27度末 ヘイセイドマツ		平成28度末 ヘイセイドマツ

		災　　　害 ワザワガイ		28		10		9		6		1		7

		病　　　気 ヤマイキ		125		140		152		148		149		153

		生活保護 セイカツホゴ		41		53		65		46		49		56

		外国留学 ガイコクリュウガク		0		0		1		0		0		0

		経済困難等 ケイザイコンナントウ		1,482		1,696		1,812		2,141		2,312		2,370

		入学準備 ニュウガクジュンビ		6		4		3		3		3		2

		育児休暇等 イクジキュウカトウ		－		－		－		32		38		46

		所得連動 ショトクレンドウ		－		－		－		3		10		29

		計 ケイ		1,681		1,902		2,041		2,380		2,562		2,663

		（注）在学猶予、特別猶予、期限内猶予及び期限延期猶予を除く チュウザイガクユウヨトクベツユウヨキゲンナイユウヨオヨキゲンエンキユウヨノゾ

		＜総合＞ ソウゴウ

		災害 サイガイ		2,762,575,147		979,071,559		861,502,673		641358389		91456506		708701464

		病気 ビョウキ		12,494,490,658		13,991,013,705		15,195,800,374		14839960788		14939709313		15264346463

		生活保護 セイカツホゴ		4,057,848,251		5,280,151,457		6,479,010,609		4573627630		4888202412		5558231971

		外国留学 ガイコクリュウガク		33,664,237		4,199,986		66,769,989		0

		経済困難等 ケイザイコンナントウ		148,216,812,235		169,560,719,327		181,214,407,871		214059464943		231205822218		236980847784

		入学準備 ニュウガクジュンビ		553,005,534		384,604,527		305,382,795		345613561		291792178		245069667

		育児休暇等 イクジキュウカトウ								3202502439		3821226134		4637047409

		所得連動 ショトクレンドウ								315594285		972476876		2919488274

		在学 ザイガク		385,073,027,806		395,482,820,456		405,221,785,334		416406918183		415558654663		399385081558

				553,191,423,868		585,682,581,017		609,344,659,645		654,385,040,218		671,769,340,300		665,698,814,590

				168,118,396,062		190,199,760,561		204,122,874,311		237,978,122,035		256,210,685,637		266,313,733,032

		病気中 ビョウキチュウ		125		140		152		148		149		153

		災害 サイガイ		28		10		9		6		1		7

		入学準備 ニュウガクジュンビ		6		4		3		3		3		2

		生活保護 セイカツホゴ		41		53		65		46		49		56

		育児休暇等 イクジキュウカトウ		0		0		0		32		38		46

		所得連動 ショトクレンドウ		0		0		0		3		10		29

		経済困難・失業中等 ケイザイコンナンシツギョウチュウトウ		1,483		1,696		1,813		2,141		2,312		2,370





グラフ (2)

		





グラフ (2)

		平成23度末		平成23度末		平成23度末		平成23度末		平成23度末		平成23度末		平成23度末

		平成24度末		平成24度末		平成24度末		平成24度末		平成24度末		平成24度末		平成24度末

		平成25度末		平成25度末		平成25度末		平成25度末		平成25度末		平成25度末		平成25度末

		平成26度末		平成26度末		平成26度末		平成26度末		平成26度末		平成26度末		平成26度末

		平成27度末		平成27度末		平成27度末		平成27度末		平成27度末		平成27度末		平成27度末

		平成28度末		平成28度末		平成28度末		平成28度末		平成28度末		平成28度末		平成28度末
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2369.80847784
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１２ 返還できない事情（アンケート調査） 

区  分

調査対象

発送件数

有効回答数

有効回答率

％ ％ ％ ％ ％
本人の低所得 49.3 47.5 51.1 51.6 67.2
親の経済困難

（本人が親へ経済援助をしており支出が多い）
18.9 25.9 29.8

親の経済困難
（本人親が返還する約束）

17.7 20.2 20.8

延滞額の増加 28.6 32.2 29.9 46.8 53.8
本人が失業中（無職） 19.1 18.5 15.1 16.6 17.7

本人の借入金の返済 19.6 21.6 19.8 26.0 34.8
本人が病気療養中 6.2 6.6 5.3 7.5 7.1
家族の病気療養 7.9 7.3 5.7 12.2 13.0

配偶者の経済困難 4.9 5.8 5.4 9.0 9.1
本人が学生（留学を含む） 1.1 1.0 0.7 0.8 1.4

忙しい（金融機関に行けない） 3.9 4.1 3.5 7.1 9.7
返還するものだとは思っていない 0.2 0.3 0.5 0.6 1.5

その他 3.8 1.8 6.5 8.5 7.3

4,139件

平成23年度

19,573件

21.8% 20.1% 21.1%

19,120件

35.5 34.8

3,873件4,169件

調査時点(平成23年12月)
において延滞３月以上の者

調査時点(平成24年12月)
において延滞３月以上の者

平成27年度

調査時点(平成28年1月)に
おいて延滞３月以上の者

平成26年度

調査時点(平成27年1月)に
おいて延滞３月以上の者

19,658件

2,941件

15.0%

平成24年度

19,301件

調査時点(平成25年12月)
において延滞３月以上の者

平成25年度

19,518件

3,764件

19.3%

注１：日本学生支援機構が実施している「奨学金の返還者に関する属性調査」（アンケート調査）から集計したものである。 

注２：平成25年度以前と平成26年度以降では回答方法が異なるため、結果を単純に比較できない。 

   （平成25年度以前は2つまで選択、平成26年度以降は当てはまるものすべて選択） 

注３：複数回答のため合計は100％にならない。 


Sheet1

		

		奨学金の延滞者の延滞理由 ショウガクキンエンタイシャエンタイリユウ

		区  分 クブン		平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度 ネン				平成25年度 ネン				平成26年度 ネン				平成27年度 ネン

		調査対象 チョウサタイショウ		調査時点(平成22年3月)において延滞６月以上の者				調査時点(平成22年12月)において延滞６月以上の者				調査時点(平成23年12月)において延滞３月以上の者				調査時点(平成24年12月)において延滞３月以上の者				調査時点(平成25年12月)において延滞３月以上の者 ネン				調査時点(平成27年1月)において延滞３月以上の者 ネン				調査時点(平成28年1月)において延滞３月以上の者 ネン

		発送件数 ハッソウケンスウ		67,243件 ケン				89,555件 ケン				19,120件 ケン				19,301件 ケン				19,573件 ケン				19,518件 ケン				19,658件 ケン

		有効回答数 ユウコウカイトウスウ		3,553件				3,956件				4,169件 ケン				3,873件 ケン				4,139件 ケン				3,764件 ケン				2,941件 ケン

		有効回答率 ユウコウカイトウリツ		5.3%				4.4%				21.8%				20.1%				21.1%				19.3%				15.0%

						％				％				％				％				％				％				％

		本人の低所得		49.1				47.8				49.3				47.5				51.1				51.6				67.2

		親の経済困難
（本人が親へ経済援助をしており支出が多い） ホンニンオヤケイザイエンジョシシュツオオ		34.1				37.8				35.5				34.8				18.9				25.9				29.8

		親の経済困難
（本人親が返還する約束） ホンニンオヤヘンカンヤクソク																		17.7				20.2				20.8

		延滞額の増加 エンタイ		22.1				27.8				28.6				32.2				29.9				46.8				53.8

		本人が失業中（無職） チュウ		20.3				21.4				19.1				18.5				15.1				16.6				17.7

		本人の借入金の返済 ホンニンカリイレキンヘンサイ		19.4				19.5				19.6				21.6				19.8				26.0				34.8

		本人が病気療養中 チュウ		8.6				6.7				6.2				6.6				5.3				7.5				7.1

		家族の病気療養		7.3				7.3				7.9				7.3				5.7				12.2				13.0

		配偶者の経済困難 ハイグウシャケイザイコンナン		5.6				5.1				4.9				5.8				5.4				9.0				9.1

		猶予申請中 ユウヨシンセイチュウ		4.5				-				-				-				-				-				-

		生活保護受給		3.4				-				-				-				-				-				-

		本人が学生（留学を含む） ガクセイフク		1.2				1.4				1.1				1.0				0.7				0.8				1.4

		災害		0.0				-				-				-				-				-				-

		忙しい（金融機関に行けない） イソガキンユウキカンイ		1.6				2.1				3.9				4.1				3.5				7.1				9.7

		返還するものだとは思っていない ヘンカンオモ		-				-				0.2				0.3				0.5				0.6				1.5

		その他 タ		4.9				6.6				3.8				1.8				6.5				8.5				7.3
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Page.19 Japan student services organization 

１３ 機関保証加入者数・割合 

（注）機関保証制度選択数とは、奨学生採用時に機関保証を選択した件数であり、人的保証から機関保証への変更分は含まない。 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

機関保証選択数(件） ･･･Ａ 57,081 59,349 68,657 73,768 67,634 62,673

新規採用数(件） ･･･Ｂ 138,622 141,110 155,780 171,773 168,443 163,848

Ａ／Ｂ （％） 41.2% 42.1% 44.1% 42.9% 40.2% 38.3%

機関保証選択数　　(件） ・・・Ａ 162,185 159,566 160,503 142,404 131,602 123,176

新規採用数(件） ・・・Ｂ 334,084 327,705 321,308 294,622 289,983 285,942

Ａ／Ｂ （％） 48.5% 48.7% 50.0% 48.3% 45.4% 43.1%

機関保証選択数(件）　 ・・・Ａ 219,266 218,915 229,160 216,172 199,236 185,849

新規採用数(件） ・・・Ｂ 472,706 468,815 477,088 466,395 458,426 449,790

Ａ／Ｂ （％） 46.4% 46.7% 48.0% 46.3% 43.5% 41.3%

区　分

第一種奨学金

第ニ種奨学金

合　　計


1・2階

		★ダイヤルインの局番は全て０３－６７４３-xxxxです。各番号を★xxxxで記載しています。 カクバンゴウ キサイ



				２Ｆ　																																																																貸与部　学資貸与第一課 タイヨ ブ ガクシ タイヨ ダイ イチ カ

						政策企画部 セイサク キカク ブ

														広報課 コウホウ カ																				総合計画課 ソウゴウ ケイカク カ																																総務企画係 ソウム キカク カカリ																				予約採用係 ヨヤク サイヨウ カカリ								★6037								採用係 サイヨウ カカリ						★6035

		政策企画部長 セイサク キカク ブ チョウ														課長 カチョウ								主幹 シュカン										課長補佐 カチョウ ホサ								課長 カチョウ												課長補佐 カチョウ ホサ														★6034																						★6670						★6671

				谷合俊一 タニアイ シュンイチ										牧野良介 マキノ リョウスケ										榊原　浩										土保　剛 ド タモツ										天田大介 アマダ ダイスケ										曽我香苗子														係長 カカリチョウ										海外貸与係 カイガイ タイヨ カカリ												FAX
784				FAX
785								白土　奈保
259 シラト ナホ				259

						200										221										238										202								201												203												長島　東 ナガシマ ヒガシ										★6040

																																																																				551										野澤
明
247 ノザワ アキラ				有川浩平249 アリカワ コウヘイ				係長 カカリチョウ				△

								★6011																												★6005														★6012																		佐藤
雅美
244				三宅
桃子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
527 ミヤケ モモコ

																		広報第一係 コウホウ ダイイチ カカ																				係長														係長 カカリチョウ				課長補佐 カチョウ ホサ																																														宮澤
美鈴
257				徳久　琴絵
258 トク ヒサ コト エ

				応接セット オウセツ														係長 カカリチョウ		堀崎
理恵子223				横田尚子225 ヨコタ ナオコ														澤出綾子
204 サワデ アヤコ								企画係 キカク カカ				評価分析係 ヒョウカ ブンセキ カカ		河窪陽子
207				森
大
210 モリ ダイ				法規係 ホウキ カカ																														川島
かつ江
 カワシマ エ				△ 242

																																																																														金田　望
247 カネダ ノゾ				大曽根
優子248　 オオソネ ユウコ

																																						島津
優子
206				石川
望
205 イシカワ ノゾ																										長井啓
244 ナガイ ケイ				高田 由紀子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
527 タカダ ユキコ

																																																																																																						岩崎　由貴　257 イワサキ ユキ				青木　聡志　258 アオキ サトシ ココロザシ

																				近藤一恵226 コンドウ カズエ				木下　信子
224 キノシタ ノブコ																												佐藤
拓也
209 サトウ タクヤ				宇野
竜也　208 ウノ タツヤ																																		江尻
鮎子
266 エジリ アユコ				市川泰明
261 イチカワ ヤスアキ



				広報第二係 コウホウ ダイニ カカ																																						小林
彩美
213 コバヤシ アヤミ																										△				杉本
明美
245						竹之下
憲司
295 タケノシタ ケンジ				岡田
麻耶
294 オカダ マヤ

				係長 カカリチョウ		三好　浩子
237				畑中
亜紀子
222																																																																																												石岡　孝子
240 イシオカ タカコ				松下　聡子255 マツシタ サトコ

																																																		調査分析室 チョウサ ブンセキ シツ		小林
義之　211 コバヤシ ヨシユキ				

212																																		佐井田
健治
266 サ イ タ ケンジ				狩野　明香　261 カリノ ハルカ																				★6668

																				PC
（作業用） サギョウヨウ				PC
（作業用） サギョウヨウ																																																						魚石
亨
296 ウオイシ トオル																																		FAX　789

																																																																				FAX
***				△


						△				
根本
喜代美236
 コンポン キヨミ				情報公開室 ジョウホウ コウカイ シツ																																																																																								那須　浩
240 ナス ヒロシ				及川健文　255 オイカワ タケフミ				係長 カカリチョウ

																																																																				★6097										△										係長 カカリチョウ		河村元　
267 カワムラ ゲン				髙岡　淳子 268 タカオカ ジュンコ

																				PC
（欠員） ケツイン				PC
（作業用） サギョウヨウ



										★6118

				FAX																																				FAX

				792																																				781																																																		課長補佐 カチョウ ホサ								課長補佐 カチョウ ホサ								蒲原耕平 241				第一課長 ダイ イチ

				★6662																																						★6678																																		★6669														小松　純子 コマツ ジュンコ								尾島健一郎 オジマ ケンイチロウ

																																																																												FAX
787														518								521

																																						入口 イリグチ																																										貸与部　学資貸与第二課 タイヨ ブ ガクシ タイヨ ダイ ニ カ

																																																																																																		課長補佐 カチョウ ホサ								谷江
徹司
265 タニエ テツジ				第二課長 ダイ ニ カチョウ

																																																																																										517								横田　淳 ヨコタ ジュン

																																																																																																		523

																				　正面玄関 ショウメン ゲンカン																																																														約定管理係 ヤクジョウ カンリ カカリ						★6038

				1Ｆ　																																																																														課長補佐 カチョウ ホサ																異動・補導係 イドウ ホドウ カカリ

																																																																																		栗栖俊之 クリス トシユキ																		★6039

																																								総務部　 ソウム ブ																																										279																係長 カカリチョウ		久次
由洋
263				的場　丈芳
273

																																								総務課　企画係(１F) ソウム カ キカク カカリ																★6053																										蜂屋
可那
272 ハチヤ カ トモ				伊藤　邦茂　272 イトウ クニ シゲル

																																										寺本美也 テラモト ビ ナリ																武藤
章
280 ムトウ アキラ				係長 カカリチョウ

																																												282								285

																																										尾崎晶枝 オザキ アキラ エダ								冨樫裕子 トガシ ユウコ																																																		藤原
優
263 フジワラ ユウ				山根
野亜子
273

																																												281								230																														岡田
健太
269 オカダ ケンタ				中島
隆子
269 ナカジマ タカコ

																				入																入														専門職員 センモン ショクイン

																				口 クチ																口 クチ																		△中村 ナカムラ

																																																																																																				松本　裕子　278 マツモト ユウコ				小澤　妙子　276 オザワ タエコ

																																										髙山秀樹 コウ ヤマ ヒデキ																																								深沼　悠子　246 フカ ヌマ ユウコ				山田
桂
271

																																												284



																																																																																																				加々良　由香　277 カガラ ユカ				大豆生田　恵子
275 オオ マメ セイ タ ケイコ

																																														清掃控室 セイソウ ヒカ シツ																																				小松原
理穂
271

																																						受付 ウケツケ										293

																																						291

																																														守衛室 シュエイシツ																																																						大井　香　　277 オオイ カオリ				田村　恵　　260 タムラ メグミ								FAX
788

																																																292																																		京極　朗寿　270 キョウゴク ホガ コトブキ				武藤
ひとみ
270 ムトウ

																																																																																																																★6673

																																														組合事務室 クミアイ ジムシツ

																																																596																																																				金澤　　栞　　274 カナザワ シオリ				阿部花子
274 アベ ハナコ

																																																																												FAX
791						三國
純子
270 ミクニ ジュンコ				伊藤　久徳　270 イトウ ヒサノリ

																																														機械室 キカイシツ

																																																288																												★6672





																																																																																																														武田
肇
795 タケダ ハジメ				部長 ブチョウ

																																																																										入

																																																																										口 クチ











１・２階
[市谷事務所］
〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7		
学資貸与課専用宛先
〒162-8431東京都新宿区市谷本村町10-7
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		★ダイヤルインの局番は全て０３－６７４３-xxxxです。各番号を★xxxxで記載しています。





																																												奨学事業戦略部 ショウガク ジギョウ センリャク ブ

																																														奨学事業戦略課 ショウガク ジギョウ センリャク カ



																																
戦略監														課長 カチョウ												課長補佐 カチョウ ホサ																												奨学事業戦略部長 ショウガク ジギョウ センリャク ブチョウ

																				
304														掛川　千之
323 カケガワ センシ												石川　和則
302												原　篤志
303 ハラ アツシ																														藤森　義夫
300 フジモリ ヨシオ





																		返還企画係 ヘンカン キカク カカ																貸与企画係 タイヨ キカク カカリ														システム調整係 チョウセイ カカリ																総務係 ソウム カカ						
307								調査係 チョウサ カカリ

																		★6032																★6031																★6030														★6029														★6009						事業戦略係 ジギョウ センリャク カカリ

																																係長 カカリチョウ																		係長 カカリチョウ																		係長 カカリチョウ		沖吉
祐一郎
310				岡本
朋美
345				係長 カカリチョウ						★6105

																係長 カカリチョウ		小西利幸
314				熊谷陽介
319 クマガヤ ヨウスケ												樋口　博一
313 ヒグチ ヒロカズ																清水　健
328 シミズ ケン																																
戦略監

																																																																																				前畑良幸
502

																																		小笠原
史皓
316				髙橋
亜弓
315 タカハシ アユミ				専門職員 センモン ショクイン								鈴木　絢
309 スズキ アヤ				中村
暁
311 ナカムラ アカツキ				専門職員 センモン ショクイン

																																																																						福井
由佳里
305 フクイ ユカリ				久保田
和佳
308 クボタ カズヨシ								戦略監 センリャク カン		戸田陽介
513 トダ ヨウスケ				清代裕一
535 キヨシロ ユウイチ				課長補佐 カチョウ ホサ		★6112

																		

318				武政
ちひろ
320 タケマサ



																																		白鳥
太一
322 ハクチョウ タイチ				松田
典子
326 マツダ ノリコ												

329				信夫
耕介
325 シノブ コウスケ

																																																																						吉川
有美
347				尾又
潤子
321 オマタ ジュンコ				専門職員 センモン ショクイン						飯塚峻平
515 イイヅカ シュンペイ				佐藤
典子
512 サトウ ノリコ				係長 カカリチョウ

																		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
327				
525





																														FAX																																FAX								

346														尾崎龍吾
514
 オザキ リュウ

																														779																																***

																														★6667																																		★6679

																																																				FAX

																																																				***

																																																				★6010



																																																								債権管理部　法務課 サイケン カンリブ ホウム カ

																												廊下側 ロウカ カワ

																																																★6109												田中まり								△池田 イケダ								萩原充子 ハギワラ ミツコ

																																																												335																744

																																																				△田村 タムラ								浮辺栄子 ウ ヘン エイコ								馬橋祐美子 マバシ ユミコ								関根道弘 セキネ ミチヒロ																債務整理係 サイム セイリ カカリ

																																																				343								725								742								334

																																																																																						池田
幸治
504 イケダ コウジ				専門員 センモンイン

																																																																				専門職員 センモン ショクイン										係長 カカリチョウ

																																																						★6042						蔭山緑								永田美智夫 ナガタ ミチオ								遠藤悦子 エンドウ エツコ

																																																												745								743								337

																																																												大宗真司 オオ シュウ シンジ								中島桃子 ナカジマ モモコ								遠藤徹 エンドウ トオル										神田　佳和 332 カンダ ヨシカズ

																																																												741								748								333														主幹 シュカン



																																																																																														水野健
344 ミズノ ケン				課長補佐 カチョウ ホサ



																																										廊 ロウ														★6016								宮入唯								池ヶ谷桃子 イケガヤ モモコ								鈴木 雄 スズキ ユウ								係長 カカリチョウ		総務企画係 ソウム キカク カカリ

																																										下 シタ																						341								338								331

																																										側 ガワ																														脇尾庸子 ワキオ ヨウコ								牟田健児朗 ムタ ケンジ アキラ														茂木三広
330 モギ ミツヒロ				課長 カチョウ

																																																																								339								340



																																																																																												法務第二係 ホウム ダイ ニ カカリ

																																																						★6041								佐藤大介 サトウ ダイスケ								千葉多美子 チバ タミコ								栗栖真寿美 クリス マスミ								加藤
達也
336 カトウ タツヤ				係長 カカ チョウ

																																																														726								754								752

																																																														佐藤　彩 サトウ アヤ								辻野健太朗 ツジ ノ ケンタロウ								菅　浩二

																																																														746								755								753



																																																						★6041								原　由美子 ハラ ユミコ								岡林里南 オカバヤシ サト ミナミ								尾崎奈美 オザキ ナミ								工藤正幸750 クドウ マサユキ				専門員 センモンイン

																																																														413								758								760

																																																						△上村 カミムラ								△波多野 ハタノ								田中富実子								張江尚未 ハリ エ ナオミ

																																																						414								416								506								505

																																																																																												法務第一係 ホウム ダイ １ カカ

																																																★6714						△田旗 タ ハタ								髙坂桂子																川上陽一 カワカミ ヨウイチ								中野聡子757 ナカノ サトコ				係長 カカ チョウ

																																																						417								762		762						763								759

																																														FAX								加藤千秋 カトウ チアキ								内田玲子 ウチダ レイコ		秋山 アキヤマ						伊藤雅也 イトウ マサヤ		秋山 アキヤマ						山本紗世

																																														786								418								419								765								761

																																														★6674

																																																★6715						△村山 ムラヤマ								松枝眞喜 マツエダ マコト ヨロコ								西畑綾 ニシハタ アヤ								大泊　昌央 オオ ト マサオ								西澤良典 ニシザワ ヨシノリ

																																																														496								494								497								499

																																																																						白石哲平								飯山麗子								栢木廣志 カヤ キ ヒロシ ココロザシ

																																																★6108																						770								769								766







		★ダイヤルインの局番は全て０３－６７４３-xxxxです。各番号を★xxxxで記載しています。















				大島 オオシマ

				△





				永浦 ナガウラ

				△





				田中 タナカ

				△





				刀山 カタナ ヤマ				志築 シ チク

				△				△

																																														廊下側 ロウカ ガワ																																										法務課 ホウム カ

																紺野 コンノ				藤門 フジ モン

																△				△																										FAX																FAX

				高木 タカギ																																										793																794

				△																								返還部 ヘンカン ブ																		★3269-8577																★6676												返還部 ヘンカン ブ

																谷本 タニモト				吉村 ヨシムラ								返還猶予課 ヘンカン ユウヨ カ																																														返還促進課 ヘンカン ソクシン カ

																△				△

				平野 ヒラ ノ				江口 エ グチ

				△				△								南正覚
△ ナンショウカク

																				竹内 タケウチ

				上野
（由）
△ ウエ ノ ヨシ																△





																																																																小泉　菜美
385				内田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　美智子
386 ウチダ ミチコ



				今井 イマイ

				△																																																																																北川
宏政
393

																坪井
都貴子
				本多翔悟
747																																												栗原
千明
385 クリハラ チアキ				長岡　　真弓
386 ナガオカ マユミ

																																								西郷
由里子
301 サイゴウ ユリコ



				根岸 ネギシ																												山鹿
梨紗
731 ヤマガ ナシ																																																				松野香
389 マツノ カオリ				松前朋子
772								柿嶋
恵子
354				宮村
優子
355

				△												小宮山
千春
679　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　				和田
善太
378 ワダ ゼンタ				　専門職員 センモン ショクイン																																								高橋　久
398 タカハシ ヒサシ				
岸　　聡子 398


																																								小貫
千栄子
749 オヌキ チエコ				花田
まち子
375



				蒲池 カマチ				中西 ナカニシ																				石井美穂
740				成田淑子
 ナリタ ヨシコ																																										栗原
和子
396 クリハラ カズ コ				小山内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基
395						光吉
明美
392				原
周子
394								堀川　裕子
397				飯島
里恵
353

				△				△								太田
百合子 オオタ ユリコ				松田麻衣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　377																																												上野
律子
382				宮田　博史
384

																																								藤井
和子
317				尾島　　佳香312



				野添 ノゾエ				宮原 ミヤハラ																				大槻
喜信
				渡部
久美子
391　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                    																																										小山内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恵
399 メグミ				緒方
明彦
388
						友田
慎介
358				関　和子
359 セキ カズコ				係長 カカリチョウ				鵜久森
由馬
352				矢尾板
準
356				係長 カカリチョウ

				△				△								柴田
真美　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　379 シバタ マミ				近藤由実
 コンドウ ユミ																																												小島
美加
382				中原　朋子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　383

																																								森
康代
728 モリ ヤスヨ				田所  雅子
729



				山田 ヤマダ				上野 ウエノ																				橋本
淳一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　730				藤田
はるみ
371																		山本
愛美
678				武政
剛平
677 タケマサ ゴウヘイ																		　課長補佐 カチョウ ホサ		田河
洋子
387				小澤
大輔
388						田上
健一
357

				佐藤英高
306 サトウ ヒデタカ								三宅
綾
351				石﨑　美紗子
349

				△				△						　課長補佐 カチョウ ホサ		山本
寛　
737 ヤマモト ヒロシ				櫻井
國惠
682				　係長 カカリチョウ																																								齋藤英樹
381 サイトウ ヒデキ				瀬山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　真砂子
383

																																						　専門職員 センモン ショクイン		大島
幸子
324				飯田紀子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　727  イイダ ノリコ																		係長 カカリチョウ

		柏木 カシワギ						我妻 ワガツマ

				△						△																																								迫野郁子
680 ヤマサコ ノ イクコ																														総務企画係 ソウム キカク カカ				返還促進係 ヘンカン ソクシン カカリ												個人信用業務係 コジン シンヨウ ギョウム カカリ

																																																																管理係　　★6095 カンリ カカ																						★6049												★6049

																				豊福俊一
380 トヨフク シュンイチ										小松郁子
390																						係長 カカリチョウ																						西田美香
370												高森　淳
350 タカモリ ジュン

																																								返還猶予係 ヘンカン ユウヨ カカリ										減額返還係 ゲンガク ヘンカン カカリ

																				課長補佐 カチョウ ホサ												課長 カチョウ								　★6046										　★6047																								課長 カチョウ												主幹 シュカン
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4階



		４階 ヨンカイ

		監査室 カンサシツ																						財務部 ザイムブ																																																										皆川　秀徳
450 ミナカワ シュウトク				財務部長 ザイム ブチョウ

																																																						★6020

																								施設整備推進室 シセツ セイビ スイシン シツ																室長補佐																						山本由里								田中
千佳子
453 タナカ チカコ				係長 カカリチョウ		総務係 ソウム カカリ

														監査室長 カンサ シツチョウ																										佐々木秀明																						455

														鈴木 昇 スズキ ノボル																										482																						青木源也 アオキ ゲン ナリ																								財務部次長 ザイム ブ ジ チョウ

														411																																																454																				川口　正起
470 カワグチ マサ キ

				490

		室長補佐 シツチョウ ホサ		京和泉 キョウイズミ				土屋				専門職員 センモン ショクイン																						施設計画係 シセツ ケイカク カカリ																																						小島　隆行
452 コジマ タカユキ				課長補佐 カチョウ ホサ

				玲三 レイゾウ				敏伸																								係長 カカリチョウ		渡辺
順一
483				田部
菜津子
484 タベ フエダ ナツコ

				491				492																																																										★6050

				日岡　孝文 ヒオカ タカフミ

				493																																																																																				主計課 シュケイ カ

																														★6051								★6048																								谷口  誠 タニグチ マコト								山中　貴史
456 ヤマナカ タカシ				係長 カカリチョウ		予算係 ヨサン ガカリ				石川
清之
451 イシカワ キヨユキ				課長 カチョウ

				★6006																																												★6021														459

																																																						近藤貴盛 コンドウ タカモリ								藤本由紀 フジモト ユキ

																																																						458								457

																																																																						専門職員 センモン ショクイン

																																				FAX										応接 オウセツ																緑川博文 ミドリカワ ヒロフミ								笛木貞作 フエ キ テイ								森
修
462 モリ シュウ				課長補佐 カチョウ ホサ		契約係 ケイヤク ガカリ

																★ダイヤルインの局番は全て０３－６７４３-xxxxです。各番号を★xxxxで記載しています。 カク バンゴウ キサイ																				798																										448								488

																																				★6664																				★6022						柏熊明大								掛川郁子 カケガワ イクコ

																																																														468								463

																																																																						専門職員 センモン ショクイン														施設整備推進室長 チョウ				経理課 ケイリ カ



																																																						西　応二郎 ニシ オウ ジロウ								吉田喜子 ヨシダ ヨロコ コ								中山
晋
477				係長 カカリチョウ		契約係 ケイヤク カカリ				吉村　務
461 ヨシムラ ツト						課長 カチョウ

																																																★6022						478								464

																																																						中西市朗 ナカニシ イチロウ								山岸あゆみ ヤマギシ

																																																						489								479



																																																						小林勇貴								三次　啓子 サン ツギ ケイコ								今泉菜穂								田村
史生
465 タムラ フミオ				課長補佐 カチョウ ホサ		出納係 スイトウ ガカリ

																																																★6023						449								466								469

																																																						菅原　信江 スガワラ ノブエ								親川　一枝 オヤ カワ １ エダ								湯村亜紀子

																																																						467								467								469

																																																																						係長 カカリ チョウ

																																																																																山崎　晃弘
472 ヤマザキ アキヒロ				課長補佐 カチョウ ホサ

																																				FAX																																資金計画係 シキン ケイカク カカ

																																				783																																係長 カカリチョウ																				資金管理課 シキン カンリカ

																																				★6665																								小杉拓也								嶋田　勇 シマダ イサム

																																														★6024														476								475

																																																				室屋麻里恵 ムロ ヤ マリエ								中島美幸 ナカシマ ミユキ								森　直美 モリ ナオミ												池田　佳弘
471 イケダ ヨシヒロ				課長 カチョウ

																																																				487								474								473

																																																												資金管理係 シキン カンリ カカ								課長補佐 カチョウ ホサ

																																																												係長 カカリチョウ





																																												総務部 ソウム ブ

																																																								★6017						細田　紡 ホソダ ツム								久保田裕明 クボタ ヒロアキ								尾山
浩隆
433 オヤマ ヒロタカ				係長 カカ チョウ		給与係

																																																														439								436

																																																														高野　彩 タカノ イロド

																																																								★6018						437



																																																										三浦美香 ミウラ ミカ																人 事 係 ヒト コト ガカリ						姫田
興作
432 ヒメダ コウサク				課長補佐 カチョウ ホサ

																																																										428								434																						人事課 ジンジカ

																																																				★6015						関根 翔								乗松正二郎 ノリマツ ショウジロウ

																																																										435								438

																																																																		係長 カカリチョウ

																																				FAX																																												天羽
祥介
421 アモウ ショウ				課長 カチョウ

																																				797																														福利厚生係長･労務係長

																																				★6663																★6014														小林明美 コバヤシ アケミ								福利厚生係

																		役員付 ヤクイン ツキ																																								445								443

														庄司幸子 ショウジ サチコ								髙松真実 タカマツ シンジツ																																				田中美野

														426								427																														★6019						444								442														戸田
純子
422 トダ ジュンコ				次長

																		★6169																																																																						総務課 ソウムカ



																		役員会議室 ヤクイン カイギシツ																総務部長 ソウム ブチョウ														★6089						△海野 ウミ ノ								世戸佑可子 ヨ ト ユウ カ コ								宮﨑
健二
400				総務係 ソウム ガカリ		課長補佐 カチョウ ホサ

																																		吉野 利雄																				425

																		408																420																				清水優江 シミズ ユエ								藤井純一 フジイ ジュンイチ																		岩﨑
憲一郎
423 イワ サキ ケンイチ ロウ				課長 カチョウ

																																																★6013						424								429
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				5F　貸与部　返還免除課 タイヨ ブ ヘンカン メンジョ カ																																				5F　情報部 ジョウホウ ブ



																				課長 カチョウ																																														情報部長 ジョウホウ ブチョウ

																		粕谷　肇
546 カスヤ ハジメ																								570																								宗　清一郎
560





						特別免除係 トクベツ メンジョ カカリ												一般免除係 イッパン メンジョ ガカリ																												CIO補佐官 ホサカン

						★6045												★6044																																																								片山　靖子
580

						係長 カカリチョウ										課長補佐 カチョウ ホサ																																								企画第一係 キカク ダイイチ カカリ

						廣藤　紀子
548 ヒロフジ ノリコ												糸川　佳秀
547 イトガワ ヨシヒデ																						★6027																		係長 カカリチョウ

																																																		辰本　　彩								早川　知宏 ハヤカワ トモヒロ

						小野寺
泰子
550 オノ テラ ヤスコ				

549								後藤康之
556 ゴトウ ヤスユキ				岸
理香
557 キシ リカ				係長 カカリチョウ																								569								568

																																										竹野　啓 タケノ ケイ								酒井　裕子								徳永　真人 トクナガ マサト

																																										578								567								566														課長補佐 カチョウ ホサ		永見
周子
562 ナガミ シュウ コ

																																																										専門職員

						石橋 典子
554 イシバシ ノリコ				久富
ひろみ
559 ヒサトミ

																																																																																システム企画課 キカク カ

																																																								企画第二係

																																																						係長 カカリチョウ												課長補佐 カ

						岩見 規江
594 イワミ ノリエ				菅原　清華　 
558 スガワラ キヨ ハナ																														★6028						峯村　潤								中里　幸主								佐藤　誠　564 サトウ マコト												福井　
孝典
563 フクイ

																		FAX																												577								577																		課長 カチョウ

																																														尾和瀬　智成								草飼　達治

																		★6675																												576								576

																																																						課長補佐

																																																										品質管理係

																																																										係長 カカリチョウ												専門員 センモンイン										品質管理室 ヒンシツ カンリシツ

																																												★6028														池浦　可奈子								中塚
明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　540 ナカツカ アキラ

																																																										541

																																																										佐藤　一行

																																																										542

																																																										専門職員



																																										★6666

																																										FAX

																																										799



																																																運用管理係 ウンヨウカンリ ガカリ

																																										★6026																係長 カカリチョウ

																																																		浅利　明								谷畑　陽介																


																																																		544								543

								EV																																																		杉浦　元彦 スギウラ モトヒコ

																																																										553																						情報管理課 ジョウホウ カンリカ

																																										★6088																係長 カカリチョウ

																																														情報セキュリティ対策係 ジョウホウ タイサク ガカリ





																																																																								係長 カカリ チョウ		中倉
孝康
572 ナカクラ タカヤス



																																														情報企画係 ジョウホウキカク カカリ

																																																										専門職員 センモン ショクイン

																																																		三木　崇史								塚越　敏明														課長 カチョウ		大西　祐一
571

																																																		552								573

																																										遠藤　裕之																鈴木 亜理沙

																																										575																574

																																										★6025

																																																																★6117

																																																																		パソコン関係ヘルプデスク カンケイ

																																																																		555								583
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情報部次長



新館2階



				新館2Ｆ　

		★ダイヤルインの局番は全て０３－６７４３-xxxxです。各番号を★xxxxで記載しています。 キョクバン スベ カクバンゴウ キサイ



				返還部 奨学事務センター　分室       ★6094  ヘンカン ブ ショウガク ジム ブンシツ



						北 條
早 苗
702 キタ ジョウ ハヤ ナエ																												
　　713				品田　澄子
711 シナダ スミコ







						廣瀬
千衣子　704 ヒロシ セ セン コロモ コ				中山　徹子      
706 ナカヤマ テツコ																								青柳　友明
712 アオヤギ トモアキ







										佐々木
里恵　
703







						島澤　景子
７０８ シマザワ ケイ コ				田澤 友子 709																								　　　　金子　隆三　　　
715 カネコ リュウゾウ







						山本
隆子
710 ヤマ ボン タカコ				今 野　やす子707 イマ ノ コ																												永倉　裕子718 ナガクラ ユウコ









																																						

717
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新館3階 





				新館３Ｆ　

		★ダイヤルインの局番は全て０３－６７４３-xxxxです。各番号を★xxxxで記載しています。 キョクバン スベ カクバンゴウ キサイ



																												債権管理部　機関保証業務課



										債権管理部長 サイケン カンリ ブチョウ																		総務企画係 ソウム キカク カカリ								★6099

										大石　正人 オオイシ マサ ヒト																						係長 カカリチョウ		奥田滋彦 366 オクダ シゲル ヒコ												長谷川ますみ

										520																																				511

																																						遠藤集子 エンドウ アツ コ								髙﨑永子 コウ サキ エイコ

																																						673								509





						課長補佐 カチョウ ホサ		大西
淳子
362 オオニシ アツコ																★6052														★6043

																						係長 カカリチョウ		加藤
紀子
724 カトウ ノリコ				梅川 徹								黒木英夫 クロ キ ヒデオ								新谷恵美子

																												723								671								368												FAX

																		機関保証
　　管理係 キカン ホショウ カンリ カカ										吉澤真衣 ヨシザワ マ イ								前野眞利子								須崎拓哉 

																												672								369								367										★6690

						課長 カチョウ		福本
岳史
360 フクモト タケシ

																																										★6043

																								★6043								★6052

																								羽生美知留 ハニュウ ミ チ リュウ								佐藤春美								白須寿子 シラス ヒサコ

																								365								508								674

						課長補佐 カチョウ ホサ		岩原
禎彦
361 イワハラ ヨシヒコ																照井駿太 テルイ シュン タ								星野雅代 								久保章一 クボ ショウイチ								柏木孝子

																								774								510								363								364

																		機関保証
　　請求係 キカン ホショウ セイキュウ カカ

																								★6052																		★6043

								★6052

																						係長 カカリチョウ		廣田　
雅幸
 507				谷 正俊								関 好江								進藤由美子

																												676								545								720

																												飯田直人 イイダ ナオト								福田悦子

																												675								519

																																						★6043





																		出入口 デイリ グチ



																		出入口 デイ グチ





				　返還部 奨学事務センター ヘンカン ブ ショウガク ジム



								★6106										　　FAX						★6683

																		777







																				坂
法賢　　　　　　　539 サカ ノリマサ







				主査 シュサ		齋藤　まり子 530 サイトウ コ										関口 浩介
533				出井  恵  534 イデイ メグミ











																手 塚　左知子 538 テ ツカ ヒダリ トモコ				村川　和江　532 ムラカワ カズエ







																牛島
芳枝 
537				芳村　晃一　　　　　　　531 ヨシムラ コウイチ

				　

				センター長		赤羽　初枝　　　　　　503 アカバ ハツエ																														返還部長 ヘンカン ブチョウ



																八代洋子　　　526 ヤシロ ヨウコ				伊藤　壮一 536 イトウ ソウイチ																		金 井 キン イ

																																						けい子 コ

																																						501















〔市　谷　事　務　所〕
　〒162-8412　東京都新宿区市谷本村町１０－７
　　　　　　　		




機関保証加入者数・割合

		区　分 ク ブン						平成21年度 ヘイセイ ネンド		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		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

		第一種奨学金 ダイ イッシュ ショウガクキン		機関保証選択数(件） キカン ホショウ センタク スウ ケン		･･･Ａ		43,770		47,884		57,081		59,349		68,657		73,768		67,634

				加入対象新規採用数(件） カニュウ タイショウ シンキ サイヨウ カズ ケン		･･･Ｂ		128,249		118,637		138,622		141,110		155,780		171,773		168,443

				Ａ／Ｂ （％）				34.1%		40.4%		41.2%		42.1%		44.1%		42.9%		40.2%

		第ニ種奨学金 ダイ シュ ショウガクキン		機関保証選択数　　(件） キカン ホショウ センタク スウ ケン		・・・Ａ		129,983		153,774		162,185		159,566		160,503		142,404		131,602

				加入対象新規採用数(件） カニュウ タイショウ シンキ サイヨウ カズ ケン		・・・Ｂ		312,014		323,801		334,084		327,705		321,308		294,622		289,983

				Ａ／Ｂ （％）				41.7%		47.5%		48.5%		48.7%		50.0%		48.3%		45.4%

		合　　計 ゴウ ケイ		機関保証選択数(件）　 キカン ホショウ センタク スウ ケン		・・・Ａ		173,753		201,658		219,266		218,915		229,160		216,172		199,236

				加入対象新規採用数(件） カニュウ タイショウ シンキ サイヨウ カズ ケン		・・・Ｂ		440,263		442,438		472,706		468,815		477,088		466,395		458,426

				Ａ／Ｂ （％）				39.5%		45.6%		46.4%		46.7%		48.0%		46.3%		43.5%





機関保証加入者数・割合 (2)

		区　分 ク ブン						平成23年度 ヘイセイ ネンド		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

		第一種奨学金 ダイ イッシュ ショウガクキン		機関保証選択数(件） キカン ホショウ センタク スウ ケン		･･･Ａ		57,081		59,349		68,657		73,768		67,634		62,673

				新規採用数(件） シンキ サイヨウ カズ ケン		･･･Ｂ		138,622		141,110		155,780		171,773		168,443		163,848

				Ａ／Ｂ （％）				41.2%		42.1%		44.1%		42.9%		40.2%		38.3%

		第ニ種奨学金 ダイ シュ ショウガクキン		機関保証選択数　　(件） キカン ホショウ センタク スウ ケン		・・・Ａ		162,185		159,566		160,503		142,404		131,602		123,176

				新規採用数(件） シンキ サイヨウ カズ ケン		・・・Ｂ		334,084		327,705		321,308		294,622		289,983		285,942

				Ａ／Ｂ （％）				48.5%		48.7%		50.0%		48.3%		45.4%		43.1%

		合　　計 ゴウ ケイ		機関保証選択数(件）　 キカン ホショウ センタク スウ ケン		・・・Ａ		219,266		218,915		229,160		216,172		199,236		185,849

				新規採用数(件） シンキ サイヨウ カズ ケン		・・・Ｂ		472,706		468,815		477,088		466,395		458,426		449,790

				Ａ／Ｂ （％）				46.4%		46.7%		48.0%		46.3%		43.5%		41.3%





代位弁済状況

		区　分 ク ブン						平成21年度 ヘイセイ ネンド		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		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

		第一種奨学金 ダイ イッシュ ショウガクキン		件数 ケン スウ		（件） ケン		397		629		697		743		964		1,192		1,308

				金額 キン ガク		（億円） オク エン		5		8		10		11		15		18		20

		第ニ種奨学金 ダイ シュ ショウガクキン		件数		（件）		1,532		2,753		3,202		3,484		4,492		5,656		5,860

				金額		（億円）		27		50		63		73		99		126		133

		合　　計 ゴウ ケイ		件数		（件）		1,929		3,382		3,899		4,227		5,456		6,848		7,168

				金額		（億円）		31		58		74		84		114		144		153
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１４ 代位弁済状況 

注1：金額には元金に加えて、利息及び延滞金が含まれる。 

注2：金額はそれぞれ四捨五入しているため、各項目の計は合計と必ずしも一致しない。 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

件数 （件） 697 743 964 1,192 1,308 1,482

金額 （億円） 10 11 15 18 20 22

件数 （件） 3,202 3,484 4,492 5,656 5,860 6,428

金額 （億円） 63 73 99 126 133 150

件数 （件） 3,899 4,227 5,456 6,848 7,168 7,910

金額 （億円） 74 84 114 144 153 172

区　分

第一種奨学金

第ニ種奨学金

合　　計


1・2階

		★ダイヤルインの局番は全て０３－６７４３-xxxxです。各番号を★xxxxで記載しています。 カクバンゴウ キサイ



				２Ｆ　																																																																貸与部　学資貸与第一課 タイヨ ブ ガクシ タイヨ ダイ イチ カ

						政策企画部 セイサク キカク ブ

														広報課 コウホウ カ																				総合計画課 ソウゴウ ケイカク カ																																総務企画係 ソウム キカク カカリ																				予約採用係 ヨヤク サイヨウ カカリ								★6037								採用係 サイヨウ カカリ						★6035

		政策企画部長 セイサク キカク ブ チョウ														課長 カチョウ								主幹 シュカン										課長補佐 カチョウ ホサ								課長 カチョウ												課長補佐 カチョウ ホサ														★6034																						★6670						★6671

				谷合俊一 タニアイ シュンイチ										牧野良介 マキノ リョウスケ										榊原　浩										土保　剛 ド タモツ										天田大介 アマダ ダイスケ										曽我香苗子														係長 カカリチョウ										海外貸与係 カイガイ タイヨ カカリ												FAX
784				FAX
785								白土　奈保
259 シラト ナホ				259

						200										221										238										202								201												203												長島　東 ナガシマ ヒガシ										★6040

																																																																				551										野澤
明
247 ノザワ アキラ				有川浩平249 アリカワ コウヘイ				係長 カカリチョウ				△

								★6011																												★6005														★6012																		佐藤
雅美
244				三宅
桃子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
527 ミヤケ モモコ

																		広報第一係 コウホウ ダイイチ カカ																				係長														係長 カカリチョウ				課長補佐 カチョウ ホサ																																														宮澤
美鈴
257				徳久　琴絵
258 トク ヒサ コト エ

				応接セット オウセツ														係長 カカリチョウ		堀崎
理恵子223				横田尚子225 ヨコタ ナオコ														澤出綾子
204 サワデ アヤコ								企画係 キカク カカ				評価分析係 ヒョウカ ブンセキ カカ		河窪陽子
207				森
大
210 モリ ダイ				法規係 ホウキ カカ																														川島
かつ江
 カワシマ エ				△ 242

																																																																														金田　望
247 カネダ ノゾ				大曽根
優子248　 オオソネ ユウコ

																																						島津
優子
206				石川
望
205 イシカワ ノゾ																										長井啓
244 ナガイ ケイ				高田 由紀子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
527 タカダ ユキコ

																																																																																																						岩崎　由貴　257 イワサキ ユキ				青木　聡志　258 アオキ サトシ ココロザシ

																				近藤一恵226 コンドウ カズエ				木下　信子
224 キノシタ ノブコ																												佐藤
拓也
209 サトウ タクヤ				宇野
竜也　208 ウノ タツヤ																																		江尻
鮎子
266 エジリ アユコ				市川泰明
261 イチカワ ヤスアキ



				広報第二係 コウホウ ダイニ カカ																																						小林
彩美
213 コバヤシ アヤミ																										△				杉本
明美
245						竹之下
憲司
295 タケノシタ ケンジ				岡田
麻耶
294 オカダ マヤ

				係長 カカリチョウ		三好　浩子
237				畑中
亜紀子
222																																																																																												石岡　孝子
240 イシオカ タカコ				松下　聡子255 マツシタ サトコ

																																																		調査分析室 チョウサ ブンセキ シツ		小林
義之　211 コバヤシ ヨシユキ				

212																																		佐井田
健治
266 サ イ タ ケンジ				狩野　明香　261 カリノ ハルカ																				★6668

																				PC
（作業用） サギョウヨウ				PC
（作業用） サギョウヨウ																																																						魚石
亨
296 ウオイシ トオル																																		FAX　789

																																																																				FAX
***				△


						△				
根本
喜代美236
 コンポン キヨミ				情報公開室 ジョウホウ コウカイ シツ																																																																																								那須　浩
240 ナス ヒロシ				及川健文　255 オイカワ タケフミ				係長 カカリチョウ

																																																																				★6097										△										係長 カカリチョウ		河村元　
267 カワムラ ゲン				髙岡　淳子 268 タカオカ ジュンコ

																				PC
（欠員） ケツイン				PC
（作業用） サギョウヨウ



										★6118

				FAX																																				FAX

				792																																				781																																																		課長補佐 カチョウ ホサ								課長補佐 カチョウ ホサ								蒲原耕平 241				第一課長 ダイ イチ

				★6662																																						★6678																																		★6669														小松　純子 コマツ ジュンコ								尾島健一郎 オジマ ケンイチロウ

																																																																												FAX
787														518								521

																																						入口 イリグチ																																										貸与部　学資貸与第二課 タイヨ ブ ガクシ タイヨ ダイ ニ カ

																																																																																																		課長補佐 カチョウ ホサ								谷江
徹司
265 タニエ テツジ				第二課長 ダイ ニ カチョウ

																																																																																										517								横田　淳 ヨコタ ジュン

																																																																																																		523

																				　正面玄関 ショウメン ゲンカン																																																														約定管理係 ヤクジョウ カンリ カカリ						★6038

				1Ｆ　																																																																														課長補佐 カチョウ ホサ																異動・補導係 イドウ ホドウ カカリ

																																																																																		栗栖俊之 クリス トシユキ																		★6039

																																								総務部　 ソウム ブ																																										279																係長 カカリチョウ		久次
由洋
263				的場　丈芳
273

																																								総務課　企画係(１F) ソウム カ キカク カカリ																★6053																										蜂屋
可那
272 ハチヤ カ トモ				伊藤　邦茂　272 イトウ クニ シゲル

																																										寺本美也 テラモト ビ ナリ																武藤
章
280 ムトウ アキラ				係長 カカリチョウ

																																												282								285

																																										尾崎晶枝 オザキ アキラ エダ								冨樫裕子 トガシ ユウコ																																																		藤原
優
263 フジワラ ユウ				山根
野亜子
273

																																												281								230																														岡田
健太
269 オカダ ケンタ				中島
隆子
269 ナカジマ タカコ

																				入																入														専門職員 センモン ショクイン

																				口 クチ																口 クチ																		△中村 ナカムラ

																																																																																																				松本　裕子　278 マツモト ユウコ				小澤　妙子　276 オザワ タエコ

																																										髙山秀樹 コウ ヤマ ヒデキ																																								深沼　悠子　246 フカ ヌマ ユウコ				山田
桂
271

																																												284



																																																																																																				加々良　由香　277 カガラ ユカ				大豆生田　恵子
275 オオ マメ セイ タ ケイコ

																																														清掃控室 セイソウ ヒカ シツ																																				小松原
理穂
271

																																						受付 ウケツケ										293

																																						291

																																														守衛室 シュエイシツ																																																						大井　香　　277 オオイ カオリ				田村　恵　　260 タムラ メグミ								FAX
788

																																																292																																		京極　朗寿　270 キョウゴク ホガ コトブキ				武藤
ひとみ
270 ムトウ

																																																																																																																★6673

																																														組合事務室 クミアイ ジムシツ

																																																596																																																				金澤　　栞　　274 カナザワ シオリ				阿部花子
274 アベ ハナコ

																																																																												FAX
791						三國
純子
270 ミクニ ジュンコ				伊藤　久徳　270 イトウ ヒサノリ

																																														機械室 キカイシツ

																																																288																												★6672





																																																																																																														武田
肇
795 タケダ ハジメ				部長 ブチョウ

																																																																										入

																																																																										口 クチ
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																																												奨学事業戦略部 ショウガク ジギョウ センリャク ブ

																																														奨学事業戦略課 ショウガク ジギョウ センリャク カ



																																
戦略監														課長 カチョウ												課長補佐 カチョウ ホサ																												奨学事業戦略部長 ショウガク ジギョウ センリャク ブチョウ

																				
304														掛川　千之
323 カケガワ センシ												石川　和則
302												原　篤志
303 ハラ アツシ																														藤森　義夫
300 フジモリ ヨシオ





																		返還企画係 ヘンカン キカク カカ																貸与企画係 タイヨ キカク カカリ														システム調整係 チョウセイ カカリ																総務係 ソウム カカ						
307								調査係 チョウサ カカリ

																		★6032																★6031																★6030														★6029														★6009						事業戦略係 ジギョウ センリャク カカリ

																																係長 カカリチョウ																		係長 カカリチョウ																		係長 カカリチョウ		沖吉
祐一郎
310				岡本
朋美
345				係長 カカリチョウ						★6105

																係長 カカリチョウ		小西利幸
314				熊谷陽介
319 クマガヤ ヨウスケ												樋口　博一
313 ヒグチ ヒロカズ																清水　健
328 シミズ ケン																																
戦略監

																																																																																				前畑良幸
502

																																		小笠原
史皓
316				髙橋
亜弓
315 タカハシ アユミ				専門職員 センモン ショクイン								鈴木　絢
309 スズキ アヤ				中村
暁
311 ナカムラ アカツキ				専門職員 センモン ショクイン

																																																																						福井
由佳里
305 フクイ ユカリ				久保田
和佳
308 クボタ カズヨシ								戦略監 センリャク カン		戸田陽介
513 トダ ヨウスケ				清代裕一
535 キヨシロ ユウイチ				課長補佐 カチョウ ホサ		★6112

																		

318				武政
ちひろ
320 タケマサ



																																		白鳥
太一
322 ハクチョウ タイチ				松田
典子
326 マツダ ノリコ												

329				信夫
耕介
325 シノブ コウスケ

																																																																						吉川
有美
347				尾又
潤子
321 オマタ ジュンコ				専門職員 センモン ショクイン						飯塚峻平
515 イイヅカ シュンペイ				佐藤
典子
512 サトウ ノリコ				係長 カカリチョウ

																		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
327				
525





																														FAX																																FAX								

346														尾崎龍吾
514
 オザキ リュウ

																														779																																***

																														★6667																																		★6679

																																																				FAX

																																																				***

																																																				★6010



																																																								債権管理部　法務課 サイケン カンリブ ホウム カ

																												廊下側 ロウカ カワ

																																																★6109												田中まり								△池田 イケダ								萩原充子 ハギワラ ミツコ

																																																												335																744

																																																				△田村 タムラ								浮辺栄子 ウ ヘン エイコ								馬橋祐美子 マバシ ユミコ								関根道弘 セキネ ミチヒロ																債務整理係 サイム セイリ カカリ

																																																				343								725								742								334

																																																																																						池田
幸治
504 イケダ コウジ				専門員 センモンイン

																																																																				専門職員 センモン ショクイン										係長 カカリチョウ

																																																						★6042						蔭山緑								永田美智夫 ナガタ ミチオ								遠藤悦子 エンドウ エツコ

																																																												745								743								337

																																																												大宗真司 オオ シュウ シンジ								中島桃子 ナカジマ モモコ								遠藤徹 エンドウ トオル										神田　佳和 332 カンダ ヨシカズ

																																																												741								748								333														主幹 シュカン



																																																																																														水野健
344 ミズノ ケン				課長補佐 カチョウ ホサ



																																										廊 ロウ														★6016								宮入唯								池ヶ谷桃子 イケガヤ モモコ								鈴木 雄 スズキ ユウ								係長 カカリチョウ		総務企画係 ソウム キカク カカリ

																																										下 シタ																						341								338								331

																																										側 ガワ																														脇尾庸子 ワキオ ヨウコ								牟田健児朗 ムタ ケンジ アキラ														茂木三広
330 モギ ミツヒロ				課長 カチョウ

																																																																								339								340



																																																																																												法務第二係 ホウム ダイ ニ カカリ

																																																						★6041								佐藤大介 サトウ ダイスケ								千葉多美子 チバ タミコ								栗栖真寿美 クリス マスミ								加藤
達也
336 カトウ タツヤ				係長 カカ チョウ

																																																														726								754								752

																																																														佐藤　彩 サトウ アヤ								辻野健太朗 ツジ ノ ケンタロウ								菅　浩二

																																																														746								755								753



																																																						★6041								原　由美子 ハラ ユミコ								岡林里南 オカバヤシ サト ミナミ								尾崎奈美 オザキ ナミ								工藤正幸750 クドウ マサユキ				専門員 センモンイン

																																																														413								758								760

																																																						△上村 カミムラ								△波多野 ハタノ								田中富実子								張江尚未 ハリ エ ナオミ

																																																						414								416								506								505

																																																																																												法務第一係 ホウム ダイ １ カカ

																																																★6714						△田旗 タ ハタ								髙坂桂子																川上陽一 カワカミ ヨウイチ								中野聡子757 ナカノ サトコ				係長 カカ チョウ

																																																						417								762		762						763								759

																																														FAX								加藤千秋 カトウ チアキ								内田玲子 ウチダ レイコ		秋山 アキヤマ						伊藤雅也 イトウ マサヤ		秋山 アキヤマ						山本紗世

																																														786								418								419								765								761

																																														★6674

																																																★6715						△村山 ムラヤマ								松枝眞喜 マツエダ マコト ヨロコ								西畑綾 ニシハタ アヤ								大泊　昌央 オオ ト マサオ								西澤良典 ニシザワ ヨシノリ

																																																														496								494								497								499

																																																																						白石哲平								飯山麗子								栢木廣志 カヤ キ ヒロシ ココロザシ

																																																★6108																						770								769								766
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				大島 オオシマ

				△





				永浦 ナガウラ

				△





				田中 タナカ

				△





				刀山 カタナ ヤマ				志築 シ チク

				△				△

																																														廊下側 ロウカ ガワ																																										法務課 ホウム カ

																紺野 コンノ				藤門 フジ モン

																△				△																										FAX																FAX

				高木 タカギ																																										793																794

				△																								返還部 ヘンカン ブ																		★3269-8577																★6676												返還部 ヘンカン ブ

																谷本 タニモト				吉村 ヨシムラ								返還猶予課 ヘンカン ユウヨ カ																																														返還促進課 ヘンカン ソクシン カ

																△				△

				平野 ヒラ ノ				江口 エ グチ

				△				△								南正覚
△ ナンショウカク

																				竹内 タケウチ

				上野
（由）
△ ウエ ノ ヨシ																△





																																																																小泉　菜美
385				内田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　美智子
386 ウチダ ミチコ



				今井 イマイ

				△																																																																																北川
宏政
393

																坪井
都貴子
				本多翔悟
747																																												栗原
千明
385 クリハラ チアキ				長岡　　真弓
386 ナガオカ マユミ

																																								西郷
由里子
301 サイゴウ ユリコ



				根岸 ネギシ																												山鹿
梨紗
731 ヤマガ ナシ																																																				松野香
389 マツノ カオリ				松前朋子
772								柿嶋
恵子
354				宮村
優子
355

				△												小宮山
千春
679　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　				和田
善太
378 ワダ ゼンタ				　専門職員 センモン ショクイン																																								高橋　久
398 タカハシ ヒサシ				
岸　　聡子 398


																																								小貫
千栄子
749 オヌキ チエコ				花田
まち子
375



				蒲池 カマチ				中西 ナカニシ																				石井美穂
740				成田淑子
 ナリタ ヨシコ																																										栗原
和子
396 クリハラ カズ コ				小山内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基
395						光吉
明美
392				原
周子
394								堀川　裕子
397				飯島
里恵
353

				△				△								太田
百合子 オオタ ユリコ				松田麻衣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　377																																												上野
律子
382				宮田　博史
384

																																								藤井
和子
317				尾島　　佳香312



				野添 ノゾエ				宮原 ミヤハラ																				大槻
喜信
				渡部
久美子
391　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                    																																										小山内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恵
399 メグミ				緒方
明彦
388
						友田
慎介
358				関　和子
359 セキ カズコ				係長 カカリチョウ				鵜久森
由馬
352				矢尾板
準
356				係長 カカリチョウ

				△				△								柴田
真美　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　379 シバタ マミ				近藤由実
 コンドウ ユミ																																												小島
美加
382				中原　朋子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　383

																																								森
康代
728 モリ ヤスヨ				田所  雅子
729



				山田 ヤマダ				上野 ウエノ																				橋本
淳一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　730				藤田
はるみ
371																		山本
愛美
678				武政
剛平
677 タケマサ ゴウヘイ																		　課長補佐 カチョウ ホサ		田河
洋子
387				小澤
大輔
388						田上
健一
357

				佐藤英高
306 サトウ ヒデタカ								三宅
綾
351				石﨑　美紗子
349

				△				△						　課長補佐 カチョウ ホサ		山本
寛　
737 ヤマモト ヒロシ				櫻井
國惠
682				　係長 カカリチョウ																																								齋藤英樹
381 サイトウ ヒデキ				瀬山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　真砂子
383

																																						　専門職員 センモン ショクイン		大島
幸子
324				飯田紀子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　727  イイダ ノリコ																		係長 カカリチョウ

		柏木 カシワギ						我妻 ワガツマ

				△						△																																								迫野郁子
680 ヤマサコ ノ イクコ																														総務企画係 ソウム キカク カカ				返還促進係 ヘンカン ソクシン カカリ												個人信用業務係 コジン シンヨウ ギョウム カカリ

																																																																管理係　　★6095 カンリ カカ																						★6049												★6049

																				豊福俊一
380 トヨフク シュンイチ										小松郁子
390																						係長 カカリチョウ																						西田美香
370												高森　淳
350 タカモリ ジュン

																																								返還猶予係 ヘンカン ユウヨ カカリ										減額返還係 ゲンガク ヘンカン カカリ

																				課長補佐 カチョウ ホサ												課長 カチョウ								　★6046										　★6047																								課長 カチョウ												主幹 シュカン









〔市　谷　事　務　所〕
〒162-8412　東京都新宿区市谷本村町１０-７
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		４階 ヨンカイ

		監査室 カンサシツ																						財務部 ザイムブ																																																										皆川　秀徳
450 ミナカワ シュウトク				財務部長 ザイム ブチョウ

																																																						★6020

																								施設整備推進室 シセツ セイビ スイシン シツ																室長補佐																						山本由里								田中
千佳子
453 タナカ チカコ				係長 カカリチョウ		総務係 ソウム カカリ

														監査室長 カンサ シツチョウ																										佐々木秀明																						455

														鈴木 昇 スズキ ノボル																										482																						青木源也 アオキ ゲン ナリ																								財務部次長 ザイム ブ ジ チョウ

														411																																																454																				川口　正起
470 カワグチ マサ キ

				490

		室長補佐 シツチョウ ホサ		京和泉 キョウイズミ				土屋				専門職員 センモン ショクイン																						施設計画係 シセツ ケイカク カカリ																																						小島　隆行
452 コジマ タカユキ				課長補佐 カチョウ ホサ

				玲三 レイゾウ				敏伸																								係長 カカリチョウ		渡辺
順一
483				田部
菜津子
484 タベ フエダ ナツコ

				491				492																																																										★6050

				日岡　孝文 ヒオカ タカフミ

				493																																																																																				主計課 シュケイ カ

																														★6051								★6048																								谷口  誠 タニグチ マコト								山中　貴史
456 ヤマナカ タカシ				係長 カカリチョウ		予算係 ヨサン ガカリ				石川
清之
451 イシカワ キヨユキ				課長 カチョウ

				★6006																																												★6021														459

																																																						近藤貴盛 コンドウ タカモリ								藤本由紀 フジモト ユキ

																																																						458								457

																																																																						専門職員 センモン ショクイン

																																				FAX										応接 オウセツ																緑川博文 ミドリカワ ヒロフミ								笛木貞作 フエ キ テイ								森
修
462 モリ シュウ				課長補佐 カチョウ ホサ		契約係 ケイヤク ガカリ

																★ダイヤルインの局番は全て０３－６７４３-xxxxです。各番号を★xxxxで記載しています。 カク バンゴウ キサイ																				798																										448								488

																																				★6664																				★6022						柏熊明大								掛川郁子 カケガワ イクコ

																																																														468								463

																																																																						専門職員 センモン ショクイン														施設整備推進室長 チョウ				経理課 ケイリ カ



																																																						西　応二郎 ニシ オウ ジロウ								吉田喜子 ヨシダ ヨロコ コ								中山
晋
477				係長 カカリチョウ		契約係 ケイヤク カカリ				吉村　務
461 ヨシムラ ツト						課長 カチョウ

																																																★6022						478								464

																																																						中西市朗 ナカニシ イチロウ								山岸あゆみ ヤマギシ

																																																						489								479



																																																						小林勇貴								三次　啓子 サン ツギ ケイコ								今泉菜穂								田村
史生
465 タムラ フミオ				課長補佐 カチョウ ホサ		出納係 スイトウ ガカリ

																																																★6023						449								466								469

																																																						菅原　信江 スガワラ ノブエ								親川　一枝 オヤ カワ １ エダ								湯村亜紀子

																																																						467								467								469

																																																																						係長 カカリ チョウ

																																																																																山崎　晃弘
472 ヤマザキ アキヒロ				課長補佐 カチョウ ホサ

																																				FAX																																資金計画係 シキン ケイカク カカ

																																				783																																係長 カカリチョウ																				資金管理課 シキン カンリカ

																																				★6665																								小杉拓也								嶋田　勇 シマダ イサム

																																														★6024														476								475

																																																				室屋麻里恵 ムロ ヤ マリエ								中島美幸 ナカシマ ミユキ								森　直美 モリ ナオミ												池田　佳弘
471 イケダ ヨシヒロ				課長 カチョウ

																																																				487								474								473

																																																												資金管理係 シキン カンリ カカ								課長補佐 カチョウ ホサ

																																																												係長 カカリチョウ





																																												総務部 ソウム ブ

																																																								★6017						細田　紡 ホソダ ツム								久保田裕明 クボタ ヒロアキ								尾山
浩隆
433 オヤマ ヒロタカ				係長 カカ チョウ		給与係

																																																														439								436

																																																														高野　彩 タカノ イロド

																																																								★6018						437



																																																										三浦美香 ミウラ ミカ																人 事 係 ヒト コト ガカリ						姫田
興作
432 ヒメダ コウサク				課長補佐 カチョウ ホサ

																																																										428								434																						人事課 ジンジカ

																																																				★6015						関根 翔								乗松正二郎 ノリマツ ショウジロウ

																																																										435								438

																																																																		係長 カカリチョウ

																																				FAX																																												天羽
祥介
421 アモウ ショウ				課長 カチョウ

																																				797																														福利厚生係長･労務係長

																																				★6663																★6014														小林明美 コバヤシ アケミ								福利厚生係

																		役員付 ヤクイン ツキ																																								445								443

														庄司幸子 ショウジ サチコ								髙松真実 タカマツ シンジツ																																				田中美野

														426								427																														★6019						444								442														戸田
純子
422 トダ ジュンコ				次長

																		★6169																																																																						総務課 ソウムカ



																		役員会議室 ヤクイン カイギシツ																総務部長 ソウム ブチョウ														★6089						△海野 ウミ ノ								世戸佑可子 ヨ ト ユウ カ コ								宮﨑
健二
400				総務係 ソウム ガカリ		課長補佐 カチョウ ホサ

																																		吉野 利雄																				425

																		408																420																				清水優江 シミズ ユエ								藤井純一 フジイ ジュンイチ																		岩﨑
憲一郎
423 イワ サキ ケンイチ ロウ				課長 カチョウ

																																																★6013						424								429
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		★ダイヤルインの局番は全て０３－６７４３-xxxxです。各番号を★xxxxで記載しています。





				5F　貸与部　返還免除課 タイヨ ブ ヘンカン メンジョ カ																																				5F　情報部 ジョウホウ ブ



																				課長 カチョウ																																														情報部長 ジョウホウ ブチョウ

																		粕谷　肇
546 カスヤ ハジメ																								570																								宗　清一郎
560





						特別免除係 トクベツ メンジョ カカリ												一般免除係 イッパン メンジョ ガカリ																												CIO補佐官 ホサカン

						★6045												★6044																																																								片山　靖子
580

						係長 カカリチョウ										課長補佐 カチョウ ホサ																																								企画第一係 キカク ダイイチ カカリ

						廣藤　紀子
548 ヒロフジ ノリコ												糸川　佳秀
547 イトガワ ヨシヒデ																						★6027																		係長 カカリチョウ

																																																		辰本　　彩								早川　知宏 ハヤカワ トモヒロ

						小野寺
泰子
550 オノ テラ ヤスコ				

549								後藤康之
556 ゴトウ ヤスユキ				岸
理香
557 キシ リカ				係長 カカリチョウ																								569								568

																																										竹野　啓 タケノ ケイ								酒井　裕子								徳永　真人 トクナガ マサト

																																										578								567								566														課長補佐 カチョウ ホサ		永見
周子
562 ナガミ シュウ コ

																																																										専門職員

						石橋 典子
554 イシバシ ノリコ				久富
ひろみ
559 ヒサトミ

																																																																																システム企画課 キカク カ

																																																								企画第二係

																																																						係長 カカリチョウ												課長補佐 カ

						岩見 規江
594 イワミ ノリエ				菅原　清華　 
558 スガワラ キヨ ハナ																														★6028						峯村　潤								中里　幸主								佐藤　誠　564 サトウ マコト												福井　
孝典
563 フクイ

																		FAX																												577								577																		課長 カチョウ

																																														尾和瀬　智成								草飼　達治

																		★6675																												576								576

																																																						課長補佐

																																																										品質管理係

																																																										係長 カカリチョウ												専門員 センモンイン										品質管理室 ヒンシツ カンリシツ

																																												★6028														池浦　可奈子								中塚
明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　540 ナカツカ アキラ

																																																										541

																																																										佐藤　一行

																																																										542

																																																										専門職員



																																										★6666

																																										FAX

																																										799



																																																運用管理係 ウンヨウカンリ ガカリ

																																										★6026																係長 カカリチョウ

																																																		浅利　明								谷畑　陽介																


																																																		544								543

								EV																																																		杉浦　元彦 スギウラ モトヒコ

																																																										553																						情報管理課 ジョウホウ カンリカ

																																										★6088																係長 カカリチョウ

																																														情報セキュリティ対策係 ジョウホウ タイサク ガカリ





																																																																								係長 カカリ チョウ		中倉
孝康
572 ナカクラ タカヤス



																																														情報企画係 ジョウホウキカク カカリ

																																																										専門職員 センモン ショクイン

																																																		三木　崇史								塚越　敏明														課長 カチョウ		大西　祐一
571

																																																		552								573

																																										遠藤　裕之																鈴木 亜理沙

																																										575																574

																																										★6025

																																																																★6117

																																																																		パソコン関係ヘルプデスク カンケイ

																																																																		555								583
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新館2階



				新館2Ｆ　

		★ダイヤルインの局番は全て０３－６７４３-xxxxです。各番号を★xxxxで記載しています。 キョクバン スベ カクバンゴウ キサイ



				返還部 奨学事務センター　分室       ★6094  ヘンカン ブ ショウガク ジム ブンシツ



						北 條
早 苗
702 キタ ジョウ ハヤ ナエ																												
　　713				品田　澄子
711 シナダ スミコ







						廣瀬
千衣子　704 ヒロシ セ セン コロモ コ				中山　徹子      
706 ナカヤマ テツコ																								青柳　友明
712 アオヤギ トモアキ







										佐々木
里恵　
703







						島澤　景子
７０８ シマザワ ケイ コ				田澤 友子 709																								　　　　金子　隆三　　　
715 カネコ リュウゾウ







						山本
隆子
710 ヤマ ボン タカコ				今 野　やす子707 イマ ノ コ																												永倉　裕子718 ナガクラ ユウコ









																																						

717
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新館3階 





				新館３Ｆ　

		★ダイヤルインの局番は全て０３－６７４３-xxxxです。各番号を★xxxxで記載しています。 キョクバン スベ カクバンゴウ キサイ



																												債権管理部　機関保証業務課



										債権管理部長 サイケン カンリ ブチョウ																		総務企画係 ソウム キカク カカリ								★6099

										大石　正人 オオイシ マサ ヒト																						係長 カカリチョウ		奥田滋彦 366 オクダ シゲル ヒコ												長谷川ますみ

										520																																				511

																																						遠藤集子 エンドウ アツ コ								髙﨑永子 コウ サキ エイコ

																																						673								509





						課長補佐 カチョウ ホサ		大西
淳子
362 オオニシ アツコ																★6052														★6043

																						係長 カカリチョウ		加藤
紀子
724 カトウ ノリコ				梅川 徹								黒木英夫 クロ キ ヒデオ								新谷恵美子

																												723								671								368												FAX

																		機関保証
　　管理係 キカン ホショウ カンリ カカ										吉澤真衣 ヨシザワ マ イ								前野眞利子								須崎拓哉 

																												672								369								367										★6690

						課長 カチョウ		福本
岳史
360 フクモト タケシ

																																										★6043

																								★6043								★6052

																								羽生美知留 ハニュウ ミ チ リュウ								佐藤春美								白須寿子 シラス ヒサコ

																								365								508								674

						課長補佐 カチョウ ホサ		岩原
禎彦
361 イワハラ ヨシヒコ																照井駿太 テルイ シュン タ								星野雅代 								久保章一 クボ ショウイチ								柏木孝子

																								774								510								363								364

																		機関保証
　　請求係 キカン ホショウ セイキュウ カカ

																								★6052																		★6043

								★6052

																						係長 カカリチョウ		廣田　
雅幸
 507				谷 正俊								関 好江								進藤由美子

																												676								545								720

																												飯田直人 イイダ ナオト								福田悦子

																												675								519

																																						★6043





																		出入口 デイリ グチ



																		出入口 デイ グチ





				　返還部 奨学事務センター ヘンカン ブ ショウガク ジム



								★6106										　　FAX						★6683

																		777







																				坂
法賢　　　　　　　539 サカ ノリマサ







				主査 シュサ		齋藤　まり子 530 サイトウ コ										関口 浩介
533				出井  恵  534 イデイ メグミ











																手 塚　左知子 538 テ ツカ ヒダリ トモコ				村川　和江　532 ムラカワ カズエ







																牛島
芳枝 
537				芳村　晃一　　　　　　　531 ヨシムラ コウイチ

				　

				センター長		赤羽　初枝　　　　　　503 アカバ ハツエ																														返還部長 ヘンカン ブチョウ



																八代洋子　　　526 ヤシロ ヨウコ				伊藤　壮一 536 イトウ ソウイチ																		金 井 キン イ

																																						けい子 コ

																																						501
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機関保証加入者数・割合

		区　分 ク ブン						平成21年度 ヘイセイ ネンド		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		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

		第一種奨学金 ダイ イッシュ ショウガクキン		機関保証選択数(件） キカン ホショウ センタク スウ ケン		･･･Ａ		43,770		47,884		57,081		59,349		68,657		73,768		67,634

				加入対象新規採用数(件） カニュウ タイショウ シンキ サイヨウ カズ ケン		･･･Ｂ		128,249		118,637		138,622		141,110		155,780		171,773		168,443

				Ａ／Ｂ （％）				34.1%		40.4%		41.2%		42.1%		44.1%		42.9%		40.2%

		第ニ種奨学金 ダイ シュ ショウガクキン		機関保証選択数　　(件） キカン ホショウ センタク スウ ケン		・・・Ａ		129,983		153,774		162,185		159,566		160,503		142,404		131,602

				加入対象新規採用数(件） カニュウ タイショウ シンキ サイヨウ カズ ケン		・・・Ｂ		312,014		323,801		334,084		327,705		321,308		294,622		289,983

				Ａ／Ｂ （％）				41.7%		47.5%		48.5%		48.7%		50.0%		48.3%		45.4%

		合　　計 ゴウ ケイ		機関保証選択数(件）　 キカン ホショウ センタク スウ ケン		・・・Ａ		173,753		201,658		219,266		218,915		229,160		216,172		199,236

				加入対象新規採用数(件） カニュウ タイショウ シンキ サイヨウ カズ ケン		・・・Ｂ		440,263		442,438		472,706		468,815		477,088		466,395		458,426

				Ａ／Ｂ （％）				39.5%		45.6%		46.4%		46.7%		48.0%		46.3%		43.5%





機関保証加入者数・割合 (2)

		区　分 ク ブン						平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		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

		第一種奨学金 ダイ イッシュ ショウガクキン		機関保証選択数(件） キカン ホショウ センタク スウ ケン		･･･Ａ		47,884		57,081		59,349		68,657		73,768		67,634

				新規採用数(件） シンキ サイヨウ カズ ケン		･･･Ｂ		118,637		138,622		141,110		155,780		171,773		168,443

				Ａ／Ｂ （％）				40.4%		41.2%		42.1%		44.1%		42.9%		40.2%

		第ニ種奨学金 ダイ シュ ショウガクキン		機関保証選択数　　(件） キカン ホショウ センタク スウ ケン		・・・Ａ		153,774		162,185		159,566		160,503		142,404		131,602

				新規採用数(件） シンキ サイヨウ カズ ケン		・・・Ｂ		323,801		334,084		327,705		321,308		294,622		289,983

				Ａ／Ｂ （％）				47.5%		48.5%		48.7%		50.0%		48.3%		45.4%

		合　　計 ゴウ ケイ		機関保証選択数(件）　 キカン ホショウ センタク スウ ケン		・・・Ａ		201,658		219,266		218,915		229,160		216,172		199,236

				新規採用数(件） シンキ サイヨウ カズ ケン		・・・Ｂ		442,438		472,706		468,815		477,088		466,395		458,426

				Ａ／Ｂ （％）				45.6%		46.4%		46.7%		48.0%		46.3%		43.5%





代位弁済状況

		区　分 ク ブン						平成21年度 ヘイセイ ネンド		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		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

		第一種奨学金 ダイ イッシュ ショウガクキン		件数 ケン スウ		（件） ケン		397		629		697		743		964		1,192		1,308

				金額 キン ガク		（億円） オク エン		5		8		10		11		15		18		20

		第ニ種奨学金 ダイ シュ ショウガクキン		件数		（件）		1,532		2,753		3,202		3,484		4,492		5,656		5,860

				金額		（億円）		27		50		63		73		99		126		133

		合　　計 ゴウ ケイ		件数		（件）		1,929		3,382		3,899		4,227		5,456		6,848		7,168

				金額		（億円）		31		58		74		84		114		144		153











代位弁済状況 (2)

		区　分 ク ブン						平成23年度 ヘイセイ ネンド		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

		第一種奨学金 ダイ イッシュ ショウガクキン		件数 ケン スウ		（件） ケン		697		743		964		1,192		1,308		1,482

				金額 キン ガク		（億円） オク エン		10		11		15		18		20		22

		第ニ種奨学金 ダイ シュ ショウガクキン		件数		（件）		3,202		3,484		4,492		5,656		5,860		6,428

				金額		（億円）		63		73		99		126		133		150

		合　　計 ゴウ ケイ		件数		（件）		3,899		4,227		5,456		6,848		7,168		7,910

				金額		（億円）		74		84		114		144		153		172













Ⅱ 独立行政法人日本学生支援機構の 
 平成２８年度における業務の実績に関する評価 
 （平成２９年８月文部科学大臣） 
 
【「総合評定」及び「返還金の回収促進」関連個所抜粋】 
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（１）全体の評定 Ｂ 
  

中期計画及び年度計画に定められた通り、概ね着実に業務が実施されたと認められ
る。 
 

（２）法人全体に対する評価 
 

  奨学金貸与の的確な実施及び返還金の回収促進（中略）など、業務運営の一層の
効率化等を図るとともに、それぞれの事業部門におけるサービス向上のために積極
的に取り組んでいると認められる。 

     （中略） 

  返還開始前後における返還意識の涵養、延滞初期における督促や回収委託及び
委託終了後の速やかな法的処理、返還期限猶予制度の周知等により、当年度分回
収率及び総回収率が年度計画値を大きく上回った。 

  

  

１．総合評定（抜粋） 
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２．項目別評定（「返還金の回収促進」抜粋）１ 

（１）回収状況の把握・分析等の実施状況 （機構自己評価 評定 Ｂ） 

・外部有識者で構成する債権管理・回収等検証委員会において、返還金の回収状況について定量的な把
握・分析を実施し、また、次年度の回収促進に向けた施策提言をとりまとめた。さらに、平成27年度債権管
理・回収等検証委員会における検証結果に基づき、携帯電話番号宛ショートメッセージサービス（SMS）を
用いた働きかけの対象を拡大するなど、回収促進のための取組を実施した。 

（２）当年度分回収率 （機構自己評価 評定 Ａ） 

要回収額 
（百万円） 

回収額 
（百万円） 

回収率 

28年度 
（参考） 
27年度 

579,290 560,984 96.8% 96.7% 

・返還開始前後における返還意識の涵養、延滞初期における督促や回収委託及び委託終了後の
速やかな法的処理、返還期限猶予制度の周知等により、当年度分回収率が96.8％に達し、年度計
画値95.93％を大きく上回り、前年度実績も超えたことは、返還金の確実な回収に努めた結果として
高く評価できる。  

Ｓ 回収率がＡ評定と同等以上で、かつ質的に顕著な成果が得られている 
Ａ 95.97％以上 
Ｂ 95.93％以上95.97％未満 
Ｃ 95.89％以上95.93％未満 
Ｄ 95.89％未満 
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２．項目別評定（「返還金の回収促進」抜粋）２ 

（３）要返還債権数に占める当該年度に新たに３ヶ月以上延滞債権となった債権数の割合の削減率    

（機構自己評価  評定 Ｃ） 

区分 平成28年度 
(参考) 

平成27年度 
【基準】 

平成25年度 

要返還債権数（A） 4,359,961件 4,191,181件 3,788,801件 

新たに3か月以上延滞債

権となった債権数（B） 
36,956件 33,846件 34,890件 

割合 （B÷A） 0.848％ 0.808％ 0.921％ 

対平成25年度削減率 7.93％ 12.27％ - 

・延滞抑制のための取組として、ショートメッセージサービスを活用する等の早期における延滞解
消に向けた初期延滞者への督促や、減額返還制度や返還期限猶予制度の周知に一層力を入れ
ており、返還意識の涵養や必要な手続の促進を図っていることは評価できる。総回収率は、平成
25年度82.8％に対して平成28年度は86.9％と改善し、また、新規以外も含む全ての3ヶ月以上延滞
債権数の割合は、平成25年度5.307％から平成28年度3.922％へと大きく削減しており、回収状況
全体としては改善傾向にあるものの、要返還債権数に占める当該年度に新たに3ヶ月以上延滞債
権となった債権数の割合の平成25年度同割合に対する削減率は7.93％に留まり、計画値14.28％
を下回ったため、改善策を講ずる必要がある。  

Ｓ 改善率がＡ評定と同等以上で、かつ質的に顕著な成果が得られている 

Ａ 17.14％以上 

Ｂ 14.28％以上17.14％未満 
Ｃ 11.42％以上14.28％未満 
Ｄ 11.42％未満 
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２．項目別評定（「返還金の回収促進」抜粋）３ 

（４）総回収率 （機構自己評価 評定 Ａ） 

 区分 総回収率 当年度分 延滞分 

平成28年度 86.9% 96.8% 16.7% 

（参考） 
平成27年度 

85.9% 96.7% 16.3% 

区分 平成28年度 
（参考） 

平成27年度 
前年度比 

要回収額 661,277百万円 626,171百万円 35,106百万円増 

回収額 574,655百万円 538,172百万円 36,483百万円増 

回収率 86.9% 85.9% 1.0ポイント増 

・返還開始前後における返還意識の涵養、延滞初期における督促や回収委託及び委託終了
後の速やかな法的処理、返還期限猶予制度の周知等により、総回収率が86.9％に達し、年度
計画値82.93％を大きく上回り、前年度実績も超えたことは、返還金の確実な回収に努めた結
果として高く評価できる。 

Ｓ 総回収率がＡ評定と同等以上で、かつ質的に顕著な成果が得られている 

Ａ 83.00％以上 

Ｂ 82.93％以上83.00％未満 
Ｃ 82.86％以上82.93％未満 
Ｄ 82.86％未満 
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