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＜＜＜新旧対照表＞＞＞ 

○多治見市大学奨学資金給付規則（平成29年12月26日教育委員会規則第８号）の一部を改正する規則

新旧対照表 

部署名：教育総務課 

 

新 旧 

○多治見市大学奨学資金給付規則 ○多治見市大学奨学資金給付規則 

平成29年12月26日教育委員会規則第８号 平成29年12月26日教育委員会規則第８号 

多治見市大学奨学資金給付規則 多治見市大学奨学資金給付規則 

（目的） （目的） 

第１条 この規則は、学業成績が優秀である者又

はスポーツ、文化活動に卓越した成果を挙げた

者で、経済的理由により修学が困難なものに対

し、奨学資金を給付することにより、その者の

修学を容易にし、もって教育の機会均等に寄与

することを目的とする。 

第１条 この規則は、学業成績が優秀である者又

はスポーツ、文化活動に卓越した成果を挙げた

者で、経済的理由により修学が困難なものに対

し、奨学資金を給付することにより、その者の

修学を容易にし、もって教育の機会均等に寄与

することを目的とする。 

（定義） （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 奨学資金 修学に必要な資金をいう。 (１) 奨学資金 修学に必要な資金をいう。 

(２) 奨学生 奨学資金の給付を受ける者をい

う。 

(２) 奨学生 奨学資金の給付を受ける者をい

う。 

(３) 市税等 市税、国民健康保険料、介護保

険料、保育所保育料、水道料金、下水道使用

料、し尿処理手数料、市営住宅使用料及び学

校給食費をいう。 

(３) 市税等 市税、国民健康保険料、介護保

険料、保育所保育料、水道料金、下水道使用

料、し尿処理手数料、市営住宅使用料及び学

校給食費をいう。 

(４) 高等学校等 学校教育法（昭和22年法律

第26号。以下「法」という。）第６章に規定

する高等学校、法第７章に規定する中等教育

学校（後期課程に限る。）及び法第８章に規

定する特別支援学校（高等部に限る。）をい

う。 

(４) 高等学校等 学校教育法（昭和22年法律

第26号。以下「法」という。）第６章に規定

する高等学校、法第７章に規定する中等教育

学校（後期課程に限る。）及び法第８章に規

定する特別支援学校（高等部に限る。）をい

う。 

(５) 高等専門学校 法第10章に規定する高等

専門学校（第４学年、第５学年及び専攻科を

除く。）をいう。 

(５) 高等専門学校 法第10章に規定する高等

専門学校（第４学年、第５学年及び専攻科を

除く。）をいう。 

(６) 専修学校 法第11章に規定する専修学校

（高等課程に限る。）をいう。 

(６) 専修学校 法第11章に規定する専修学校

（高等課程に限る。）をいう。 

（奨学生の資格） （奨学生の資格） 

第３条 奨学生の資格は、次の各号の全てに該当

することとする。 

第３条 奨学生の資格は、次の各号の全てに該当

することとする。 

(１) 奨学資金給付申請の次年度に、法第９章

に規定する大学（大学が行う通信教育及び公

開講座を除く。以下「大学」という。）に進

学する者であること。 

(１) 奨学資金給付申請の次年度に、法第９章

に規定する大学（大学が行う通信教育及び公

開講座を除く。以下「大学」という。）に進

学する者であること。 

(２) 成績優秀である者又はスポーツ、文化活

動に卓越した成果を挙げた者であること。 

(２) 成績優秀である者又はスポーツ、文化活

動に卓越した成果を挙げた者であること。 

(３) 健全で品行方正であること。  

(４) 保護者（父母又は同一世帯に父母いずれ

もいないときは当該世帯の家計を支えている

(３) 保護者（父母又は同一世帯に父母いずれ

もいないときは、代わって家計を支えている
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者をいう。以下同じ。）の住民税所得割が、

非課税であること。 

者をいう。以下同じ。）の住民税所得割が、

非課税であること。 

(５) 保護者が、奨学資金給付申請年度の４月

１日時点において、住民基本台帳法（昭和42

年法律第81号）の規定により本市の住民基本

台帳に１年以上記録され、かつ、第８条の給

付期間にわたって、本市の住民基本台帳に記

録されていること。 

(４) 保護者が、奨学資金給付申請年度の４月

１日時点において、住民基本台帳法（昭和42

年法律第81号）の規定により本市の住民基本

台帳に１年以上記録され、かつ、第８条の給

付期間にわたって、本市の住民基本台帳に記

録されていること。 

 (５) 健全で品行方正であること。 

(６) 保護者が市税等を滞納していないこと。 (６) 保護者が市税等を滞納していないこと。 

（申請手続） （申請手続） 

第４条 奨学資金の給付を初めて受けようとする

者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる

書類を、多治見市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）が指定する日までに教育委員会

に提出しなければならない。 

第４条 奨学資金の給付を初めて受けようとする

者は、次に掲げる書類を、多治見市教育委員会

（以下「教育委員会」という。）が指定する日

までに教育委員会に提出しなければならない。 

(１) 奨学資金給付申請書（別記第１号様式） (１) 奨学資金給付申請書（別記第１号様式） 

 (２) 入学予定証明書 

(２) 推薦書（別記第２号様式） (３) 推薦書（別記第２号様式） 

(３) 成績証明書 (４) 成績証明書 

(４) 家庭状況調書（別記第３号様式） (５) 家庭状況調書（別記第３号様式） 

(５) 保護者の住民税課税証明書又は住民税非

課税証明書 

(６) 保護者の住民税課税証明書又は住民税非

課税証明書 

(６) 申請者及び保護者の世帯全員の住民票の

写し 

(７) 申請者及び保護者の世帯全員の住民票の

写し 

 (８) 市税等の滞納調査に関する委任状 

２ 前項の申請は、高等学校等、高等専門学校若

しくは専修学校の在学者、高等学校等を卒業後

２年以内の者、高等専門学校の第３学年の課程

を修了後２年以内の者又は専修学校の高等課程

を修了後２年以内の者に限って行うことができ

る。 

２ 前項の申請は、高等学校等、高等専門学校若

しくは専修学校の在学者、高等学校等を卒業後

２年以内の者、高等専門学校の第３学年の課程

を修了後２年以内の者又は専修学校の高等課程

を修了後２年以内の者に限って行うことができ

る。 

（給付の決定） （給付の決定） 

第５条 教育委員会は、奨学資金給付の申請があ

ったときは、その内容を審査し、給付の可否を

決定するものとする。 

第５条 教育委員会は、奨学資金給付の申請があ

ったときは、その内容を審査し、給付の可否を

決定するものとする。 

２ 教育委員会は、前項の決定のために必要と認

めるときは、申請者に対して面談を実施するこ

とができる。 

 

３ 教育委員会は、前項の規定により奨学資金の

給付を決定したときは、奨学資金給付決定通知

書（別記第４号様式）を当該申請者（以下「奨

学生」という。）に交付する。 

２ 教育委員会は、前項の規定により奨学資金の

給付を決定したときは、奨学資金給付決定通知

書（別記第４号様式）を奨学生に交付する。 

（受給資格の確認） （誓約書の提出） 

第６条 奨学生は、次に掲げる書類を、教育委員

会が指定する日までに教育委員会に提出しなけ

ればならない。 

 (１) 在学証明書 

第６条 前条第２項の通知書を交付された者は、

誓約書（別記第５号様式）を教育委員会に提出

しなければならない。 
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 (２) 保護者の住民税課税証明書又は住民税非

課税証明書 

 (３) 誓約書（別記第５号様式） 

 (４) 市税等の滞納調査に関する委任状 

２ 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれか

に該当したときは、奨学資金の給付の決定を取

り消し、当該奨学生に奨学資金給付決定取消通

知書（別記第５号の２様式）を交付する。 

(１) 前項に規定する書類のいずれかが提出さ

れなかったとき。 

(２) 保護者の住民税所得割が非課税ではなか

ったとき。 

(３) 保護者が市税等を滞納していたとき。 

 

（奨学資金の額） （奨学資金の額） 

第７条 奨学資金の額は、１人月額25,000円とす

る。 

第７条 奨学資金の額は、１人月額25,000円とす

る。 

（給付期間） （給付期間） 

第８条 奨学資金の給付期間は、給付を開始した

ときから奨学生が現に在学する学校の正規の修

業年限を修了するときまでとする。 

第８条 奨学資金の給付期間は、給付を開始した

ときから奨学生が現に在学する学校の正規の修

業年限を修了するときまでとする。 

（奨学資金の給付） （奨学資金の給付） 

第９条 奨学資金は、４月から９月までに係る分

を６月に、10月から翌年３月までに係る分を10

月に給付する。 

第９条 奨学資金は、４月から９月までに係る分

を６月に、10月から翌年３月までに係る分を10

月に給付する。 

２ 奨学資金の給付は、奨学生名義の預貯金口座

に振り込む方法により行うものとする。 

２ 奨学資金の給付は、奨学生名義の預貯金口座

に振り込む方法により行うものとする。 

（継続手続） （継続手続） 

第10条 奨学生は、奨学資金の給付を継続して受

けようとする場合は、毎学年、教育委員会が指

定する日までに、次に掲げる書類を教育委員会

に提出しなければならない。ただし、教育委員

会は、特にやむを得ない事情があると認めた場

合は、提出の期限の延長を認めることができる。 

第10条 奨学生は、奨学資金の給付を継続して受

けようとする場合は、毎学年、教育委員会が指

定する日までに、次に掲げる書類を教育委員会

に提出しなければならない。ただし、教育委員

会は、特にやむを得ない事情があると認めた場

合は、提出の期限の延長を認めることができる。 

(１) 奨学資金継続給付申請書（別記第６号様

式） 

(１) 奨学資金継続給付申請書（別記第６号様

式） 

(２) 在学証明書 (２) 在学証明書 

(３) 成績証明書 (３) 成績証明書 

(４) 保護者の住民税課税証明書又は住民税非

課税証明書 

(４) 保護者の住民税課税証明書又は住民税非

課税証明書 

(５) 奨学生及び保護者の世帯全員の住民票の

写し 

(５) 奨学生及び保護者の世帯全員の住民票の

写し 

(６) 市税等の滞納調査に関する委任状 (６) 市税等の滞納調査に関する委任状 

２ 教育委員会は、毎学年、提出された書類によ

り奨学資金の給付の継続について審議し、継続

を決定したときは、奨学資金継続給付決定通知

書（別記第７号様式）により奨学生に通知する

ものとする。 

２ 教育委員会は、毎学年、提出された書類によ

り奨学資金の給付の継続について審議し、継続

を決定したときは、奨学資金継続受給者決定通

知書（別記第７号様式）により奨学生に通知す

るものとする。 

３ 教育委員会は、奨学生の勉学や生活状況を把３ 教育委員会は、奨学生の勉学や生活状況を把
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握し、状況に適した相談、助言及び支援を行う

ため、定期的な面談を実施するものとする。 

握し、状況に適した相談、助言及び支援を行う

ため、定期的な面談を実施するものとする。 

（異動の届出） （異動の届出） 

第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当す

るに至ったときは、その事由の生じた日から10

日以内に異動届（別記第８号様式）に、異動を

証明できる書類を添えて、教育委員会に提出し

なければならない。 

第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当す

るに至ったときは、その事由の生じた日から10

日以内に異動届（別記第８号様式）に、異動を

証明できる書類を添えて、教育委員会に提出し

なければならない。 

(１) 休学、復学、停学、転学若しくは退学し、

又は除籍となったとき。 

(１) 休学、復学、停学、転学若しくは退学し、

又は除籍となったとき。 

(２) 本人又は保護者が氏名又は住所を変更し

たとき。 

(２) 本人又は保護者が氏名又は住所を変更し

たとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、重要な事項

の異動があったとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、重要な事項

の異動があったとき。 

（給付の停止） （給付の停止） 

第12条 奨学生がやむを得ない事情により休学し

たときは、休学を開始した日の属する月から、

復学する日の属する月の前月までの期間、奨学

資金の給付を停止するものとする。 

第12条 奨学生がやむを得ない事情により休学し

たときは、休学を開始した日の属する月から、

復学する日の属する月の前月までの期間、奨学

資金の給付を停止するものとする。 

（給付の打切り等） （給付の打切り等） 

第13条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいず

れかに該当すると認めたときは、奨学資金の給

付を打ち切るものとする。ただし、特段の事情

がある場合には、給付を打ち切るか否かを、教

育委員会の審議の上判断するものとする。 

第13条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいず

れかに該当すると認めたときは、奨学資金の給

付を打ち切るものとする。ただし、特段の事情

がある場合には、給付を打ち切るか否かを、教

育委員会の審議の上判断するものとする。 

(１) 学業成績、スポーツ又は文化活動に著し

い不振が認められたとき。 

(１) 学業成績、スポーツ又は文化活動に著し

い不振が認められたとき。 

(２) 第３条に規定する資格を欠いたとき。 (２) 第３条に規定する資格を欠いたとき。 

(３) 奨学生が退学又は除籍になったとき。 (３) 奨学生が退学又は除籍になったとき。 

(４) 奨学生が本人の責めに帰すべき事情によ

り、留年又は休学したとき。 

(４) 奨学生が本人の責めに帰すべき事情によ

り、留年又は休学したとき。 

(５) 奨学生が留年又は休学し、学校を卒業で

きる見込みがないとき。 

(５) 奨学生が留年又は休学し、学校を卒業で

きる見込みがないとき。 

(６) 奨学資金を目的外に使用したとき。 (６) 奨学資金を目的外に使用したとき。 

(７) 特段の理由もなく、第10条第３項に規定

する定期的な面談に応じないとき。 

(７) 特段の理由もなく、第10条第３項に規定

する定期的な面談に応じないとき。 

(８) 虚偽その他不正な手段により、奨学資金

の給付を受けたとき。 

(８) 虚偽その他不正な手段により、奨学資金

の給付を受けたとき。 

２ 前項第８号の規定により給付の打切りを受け

た者は、既に奨学資金として給付を受けた金額

の全額を、直ちに返還しなければならない。 

２ 前項第８号の規定により給付の打切りを受け

た者は、既に奨学資金として給付を受けた金額

の全額を、直ちに返還しなければならない。 

（打切り等の通知） （打切り等の通知） 

第14条 教育委員会は、第12条による奨学資金の

給付の停止又は前条第１項による奨学資金の給

付の打切りを行ったときは、奨学資金給付停

止・打切り通知書（別記第９号様式）を奨学生

に交付するものとする。 

第14条 教育委員会は、第12条による奨学資金の

給付の停止又は前条第１項による奨学資金の給

付の打切りを行ったときは、奨学資金給付停

止・打切り通知書（別記第９号様式）を奨学生

に交付するものとする。 

（奨学資金の返還） （奨学資金の返還） 
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第15条 奨学資金の給付の停止又は打切りをされ

た場合（第13条第１項第８号による打切りの場

合を除く。）、既に給付された奨学資金は、給

付の停止又は打切りの事実となった日が属する

月の翌月分以後の金額について、教育委員会が

指定する期日及び方法により返還しなければな

らない。 

第15条 奨学資金の給付の停止又は打切りをされ

た場合（第13条第１項第８号による打切りの場

合を除く。）、既に給付された奨学資金は、給

付の停止又は打切りの事実となった日が属する

月の翌月分以後の金額について、教育委員会が

指定する期日及び方法により返還しなければな

らない。 

（委任） （委任） 

第16条 この規則に定めるもののほか、奨学資金

の給付に関し必要な事項は、別に定める。 

第16条 この規則に定めるもののほか、奨学資金

の給付に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。  この規則は、公布の日から施行する。 

附 則  

 この規則は、令和元年10月１日から施行する。  

摘 

要 

改正理由 給付決定時期を前倒しするため、所要の改正を行うもの 

 


