
高校オリエンテーション 静岡学園高等学校

　①国の就学支援金制度、②静岡県の授業料減免制度による支援額は、申請したご家庭に代わって学校が受け取り、
　授業料に充てるものです。学校が設定する授業料（本校は41,500円/月）を上限として、最大3年間支給されます。
　配付資料をご一読のうえ、制度や書類についてご不明な点は、入学後に事務室支援金係にお問い合わせください。
　①就学支援金については、在校中に計4回の手続があります。（1年次4月、1年次7月、2年次7月、3年次7月）
　1回目の書類はオリエンテーションで配付、2回目以降は生徒に配付します。（生徒が保護者に渡す・送る）
　毎回、配付と同時に本校ＨＰに書類を掲載するため、希望者はそちらを出力し、事務室宛にご返送ください。
　公的書類につき、指定期日を過ぎたり事務室の各種催促に応じられない場合は、原則受付無効となります。
　生徒を通じて書類訂正をお願いすることもあり、上記申請時期にはご家庭内で注意し合い、ご対応ください。

①

②

4,800円/月

33,000円/月 33,000円/月 33,000円/月 23,100円/月

6,600円/月

9,900円/月 9,900円/月 9,900円/月

 0～
　270万円

 270～
　350万円

 350～
　590万円

 590～
　700万円

 700～
　8２0万円

 820～
　910万円

算定式

基準額
　　0円～
　　　100円未満

　100円～
　　48,300円未満

　203,100円～
　260,700円未満

　260,700円～
　304,200円未満

　※１  記載の世帯年収は、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の概ねの目安です。
　　　　 共働きの場合や家族構成により多少異なるため、裏面「所得基準に相当する目安年収例」をご覧ください。
　※２  親権者（父及び母、ひとり親世帯の場合は父または母）であり、実質的な監護関係にある者ではありません。
　※３  実際の判断基準となるのは世帯の課税情報であり、国（静岡県）が保護者のマイナンバー等により判定します。
　　　　 この時、主に自営業のご家庭で保護者両名分の確定申告がされていないと、判定不能になる場合があります。
　　　　 該当者には事務室から連絡し、指定期日までに各市町の税務担当課にて直近2年分の申告を済ませ、
　　　　 課税証明書を追加で提出してください。（学校単位で判定が進行、全ご家庭に影響します。お急ぎください）
　　　　 なお参考までに、高校１年次4月申請では令和4年度課税情報(令和3年1月～12月の世帯収入)が、
　　　 　高校1年次7月申請では令和5年度課税情報(令和4年1月～12月の世帯収入)が判定に用いられます。
　　　　 算定用に課税情報を確認する場合は、各市町の税務担当課にて上記年度の課税証明書を取得するか、
　　　　 マイナポータルアプリを活用してください。アプリの操作方法等については、本校で回答いたしかねます。

　①の制度について、申請から返金までの流れは次の通りです。高校1年次は、2回の申請（不申請）手続があります。
　4月に1回目の書類配付→4月期日厳守で書類提出→国（静岡県）が判定→結果通知と返金9月頃
　7月に2回目の書類配付→7月期日厳守で書類提出→国（静岡県）が判定→結果通知と返金11月頃→以降相殺
　認定されるまでは通常の授業料額を毎月納めていただき、1回目の認定後は3カ月分の返金のみ行われます。
　2回目の認定後は7月～認定月の支援額を返金、翌月～翌年6月の授業料引落時には支援額分を相殺します。
　以降毎年、2回目の申請～返金・相殺と同じ流れです。処理状況により、認定・返金時期は多少前後します。
　→支給対象者は必ず毎回申請してください。（前年の世帯状況に応じて当年の該当区分が変動するため）
　　 支給対象者か迷う場合は申請してください。（申請しないと判定自体受けられないため。不採択通知あり）
　　 所得制限により支給対象外のご家庭も、国が定める規定上、不申請書類の提出を毎回お願いします。
　　 また、特待生S・A・Bの方も、世帯状況に応じて申請（不申請）書類を提出してください。
　②の制度については、①の判定結果に基づき静岡県が自動的に認定するため、毎年申請手続の必要はありません。
　②の支援額は次の期ごとに算定され、1年分が学年末の3月に一括返金されます。（以降、毎年同様の流れです）
　「4月～6月の支援額（①の4月申請結果に基づく）」　＋　「7月～3月の支援額（①の7月申請結果に基づく）」
　①と異なり、返金後には受領確認書を提出してもらいます。また、他県の授業料支援制度との併用はできません。
　（県補助金の二重支給となるため。県外保護者からは、他県と併用しない旨の誓約書を別途提出してもらいます）
　上記とは別の高校生等奨学給付金制度については、非課税世帯及び生活保護世帯を対象として、授業料以外の
　教育費が支援される制度です。支援額は世帯により年額約5万～15万円で、毎年夏頃に申請する必要があります。
　申請先や期日、申請書類が保護者の居住する県ごとに異なるため、該当世帯の方は毎年注意してご対応ください。
　→県内在住の保護者には、事務室から申請のご案内を行いますので、該当世帯の方は入学後にご一報ください。
　　 県外在住の保護者はWebから高校生等奨学給付金で検索し、申請先や期日を確認して手続を進めてください。 

入学前確認用。記入用紙は4/7配付

①による支援上限額　→
全国平均授業料を勘案した水準 　令和5年4月より、800～820万円

　世帯にも拡充範囲が適用。

令和５年度　国と県による授業料支援制度について

②による支援上限額　→
本校の授業料（41,500円/月）迄

8,500円/月

就学支援金による支援額

授業料減免による支援額

はじめに（必ずお読みください）

申請～返金について（裏面あり）

図表参考：静岡県私学協会

※１

概ねの世帯年収目安

※３

実際の
判定方法

保護者等※２ の（市町村民税の課税標準額×６％）－ 市町村民税の調整控除の額により判定します。
※保護者が政令市にお住まいの場合は、市町村民税の調整控除の額にさらに４分の３を乗じた額となります。
※生徒が早生まれであり、扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合（主に高校2年生）は、
　　「（　（市町村民税の課税標準額－330,000円）×6％　）－市町村民税の調整控除の額」となります。

　　　　　　　48,300円～
　　　　　　　　203,100円未満



高校オリエンテーション 静岡学園高等学校

ホッチキスを外して次の２枚を提出。（記入後の控えがあると次回も参照でき、お勧めです）
様式第１号（両面）　　※静岡県知事殿と書かれた書類

　記入例参照のうえ両面記入。書き損じは二重線と訂正印で対応。
個人番号カード（写）等貼付台紙
　記入例参照のうえマイナンバー写しを貼り付ける。書き損じは二重線と訂正印で対応。
　マイナンバーカードや通知カードがない場合は、マイナンバー入りの住民票を添付する。

ひとり親家庭　　※次のいずれか１枚

　・寡婦（夫）やひとり親の記載がある「市民税・県民税　特別徴収税額の決定・変更通知書」（原本）
　・児童扶養手当受給者証（写し）
　・母子医療受給者証（写し）
　・全部記載の戸籍謄本（原本）　※市役所で有料取得
海外赴任者
　海外赴任証明書（2022年1月1日現在で海外赴任している場合。証明書は勤務先に請求する）
その他
　税未申告により判定不能となった者は、各市町の税務担当課で申告後に入手できる課税証明書。
　この他、国（静岡県）の判定結果により追加書類が発生する場合は、個別に連絡いたします。

不申請者 ホッチキスを外して巻末の意向確認書１枚を提出。氏名など必要事項を記入のこと。

２０２３年４月２１日（金）厳守
事務室が書類確認後、訂正や追加書類をお願いする場合は別途期日を設けます。
訂正内容が簡単なものであれば、窓口に生徒に来てもらい、対応してもらいます。
訂正印が必要になることが多いため、特に寮生（県外生）は印鑑をご準備ください。

事務室窓口の専用ボックス迄　
個人情報につき、書類は封筒に入れてからボックスに入れる。
封筒には学年・クラス・出席番号・生徒氏名を記載のこと。
受付時間：平日8：00～16：00　・　通常授業土曜日8：00～12：00

　

　　※　子について、中学生以下は15歳以下、高校生は16～18歳、大学生は19～22歳とする。
　　※　給与所得以外の収入はないものとし、両親共働きの場合、両親の収入は同額として計算している。
　　※　配偶者控除対象となっている場合、一方が働いている場合とみなす。

入学前確認用。記入用紙は4/7配付

就学支援金　提出書類について（1年次4月分）

     所得基準に相当する目安年収例（文科省HP掲載資料）

提出期日

提出方法

以下は該当者のみ追加で添付するもの

申請者



✓　受給資格認定申請書（初回時）

　　収入状況届出書（２回目以降）

（次の事項を必ず確認の上、両方の□にレ印を付けてください。）

〒

②過去に別の高等学
校等に在学していた

期間

学校名

　　　　　　立

　　　年　　月　　日
～　　　年　　月　　日

学校の種類・課程・学科

（うち支給停止期間等）

　　　年　　月　　日
～　　  年　　月　　日

【１．高等学校等の在学期間について】　（収入状況届出書の場合は記入不要です。）

　※次のいずれかに該当する者は、就学支援金の受給資格認定の申請ができません。
　　・高等学校等（修業年限が３年未満のものを除きます。）　を卒業又は修了した者
　　・高等学校等に在学した期間（定時制・通信制等に在学した期間は、その月数を１月の４分の３に相当する
　　　月数として計算。）が通算して３６月を超えた者　（ただし、就学支援金の支給停止期間等は含めません。）

①現在通っている高
等学校等の在学期間

学校名

　　私立　静岡学園高等学校

　２０２３年４月１日～ 学校の種類・課程・学科

①高等学校（全日制）
教養科学科

（うち支給停止期間等）

　　  年　　月　　日
～　　　年　　月　　日

保護者等の電話番号 　　090-0000-0000

保護者等の
電子メールアドレス 　　●●●●●●●●●●●●●●

生徒が在学する
学校の名称 　　静岡学園高等学校

● 日

生徒の住所

●●●－●●●●

静岡 都道
府県

●●
市区
町村

●●●●●●●●●●●●●●

生徒の
生年月日 西暦●●●● 年 ● 月

生徒の氏名 姓 静学 名 緑

ふりがな 　　　しずがく 　　　みどり

様式第1号（その１）（第３条第１項並びに第10条第２項及び第11条第１項から第３項まで関係）

　　２０２３年　４月　●日

静岡県知事　殿

高等学校等就学支援金

　 　高等学校等就学支援金（以下「就学支援金」といいます。）の受給資格の認定を申請します。

　　　　既に受給資格認定を受けているため、就学支援金の支給に関して、保護者等の収入の状況

 　  に関する事項について、届け出ます。
（上の２つの□のうち、いずれかの□にレ印を付けてください。）

✓　この申請書又は届出書の記載内容は、事実に相違ありません。

✓　この申請書又は届出書に虚偽の記載をして提出し、就学支援金の
　支給をさせた場合は、不正利得の徴収や３年以下の懲役又は100万円
　以下の罰金等に処されることがあることを承知しています。

　（以下の空欄に生徒本人が署名してください。保護者等による代筆も可能です。記入に当たっては、
　　別紙の「記入上の注意」及び「留意事項」をよく読んでから記入してください。）

記入例 国（県）に提出する公的書類です。鉛筆、修正液不可。

訂正箇所には二重線と訂正印を押してください。

全員初回申請のため、今回は✓が入っています。

１年次４月申請分が認定されれば、次回７月申請ではそ

の下の収入状況届出書（２回目以降）と書かれた□に✓

を打ち、次回のマイナンバー台紙は提出不要です。

一度所得制限にかかると、次回はまた初回申請に戻り、

マイナンバー台紙も再度提出となります。

よくお読みになり、2か所とも

✓を入れてください。

生徒の西暦の誤りが多いためご注意ください。

寮生等県外生は実家ではなく、寮の住所を記入します。

保護者の電話番号、メールの記入漏れにも注意。

印字されています。

裏面あり→



　

生活扶助を受けている。 生活扶助を受けている。

都 道 市 区 都道 市 区

府 県 町 村 府県 町 村

□ □

学校受付日　　　　　　年　　月　　日（学校において記入。）

日本国内に住所を有していない。 日本国内に住所を有していない。

※ 収入の修正申告や税額の更正決定による市町村民税の課税所得額（課税標準額）又は市町村民税の調整控除額の変更や
離婚・死別、養子縁組等による保護者等の変更があった場合には、支給額が変更となることがありますので、必ず学校に連絡
してください。

【３．確認事項】（次の事項を確認の上、□にレ印を付けてください。）

　　就学支援金を授業料に充てるとともに、就学支援金の支給に必要な事務手続を学校設置者
　　に委任することを了承します。

□ □

　上記保護者等のその年の１月１日現在（申請又は届出を行う月が１～６月の場合には、その前年の１月１日現在）の市
区町村までの住所（日本国内に住所を有していない場合には、□にレ印を付けてください。）

●● ●● ●● ●●

静学　太郎 父 静学　花子 母

生年月日 西暦●●●●年　●月　●日 生年月日 西暦●●●●年　●月　●日

　個人番号カードの写し等を添付する保護者等の氏名及び生徒との続柄（⑦の□にレ印を付けた場合は不要です。）
　すでに個人番号カードの写し等を提出している場合は、収入状況を届け出る保護者等の氏名を記載してください。
　その年の１月１日現在（申請又は届出を行う月が１～６月の場合には、その前年の１月１日現在）生活扶助を受けている場合は、
下の□にレ印を付けてください。

氏名
生徒との続柄

氏名
生徒との続柄

(ふりがな)　しずがく　　たろう (ふりがな)　　しずがく　　はなこ

⑥□生徒本人
　親権者、未成年後見人又は主たる生計維持者のいずれも存在しない場合　等

（２）次の理由により、個人番号カードの写し等を添付しません。

⑦□　親権者、未成年後見人又は主たる生計維持者の全員が、日本国内に住所を有したことがないなど、個人番号の指
定を受けていない場合

⑤□

主たる生計維持者１名分　（ア又はイのいずれかの□にレ印を付けてください。）

□ア 　主たる生計維持者の１人が、日本国内に住所を有したことがないなど個人番号の指定を受けていない場合

□イ

・生徒が未成年だが、親権者又は未成年後見人が存在しない場合、
・入学時点で生徒が成人であったが、主たる生計維持者が存在する場合、
・生徒が成人であり、未成年の時点で親権者が１人だった場合、
・生徒が成人であり、未成年の時点で親権者又は未成年後見人が存在しなかった場合  　等

③□

未成年後見人　　　名分
　親権者が存在せず、未成年後見人が選任されている場合
（未成年後見人が複数選任されている場合は、全員分。ただし、未成年後見人が、法人である場合又は財産に関す
る権限のみを行使すべきこととされている者である場合は、その者を除きます。）

④□
生徒の生計をその収入により維持している者（以下「主たる生計維持者」という）（両親等）２名分
　生徒が在学中に成人した場合で、成人する直前の未成年の時点から申請の時点まで生計を維持する者に変更がない
場合

②□

親権者１名分　（ア又はイのいずれかの□にレ印を付けてください。）
（親権者が、一時的に親権を行う児童相談所長、児童福祉施設の長である場合は、⑤から⑦までのいずれかの□に
レ印を付けてください。）

□ア   親権者の１人が、日本国内に住所を有したことがないなど個人番号の指定を受けていない場合

□イ
・離婚、死別等により親権者が１人の場合、
・親権者が存在するものの、家庭の事情によりやむを得ず、親権者の１人の個人番号カードの写し等を添付
できない場合　等

【２．保護者等の収入の状況について】

　申請又は届出時点における保護者等の状況及び添付する個人番号カードの写し等（個人番号カードの写し、個人番号が
記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書等）については次のとおりです。（次の①から⑦までのいずれかの□にレ
印を付けてください。）
※すでに個人番号カードの写し等を提出している場合は、収入状況を届け出る保護者等の状況を記載してください。

（１）次の保護者等の個人番号カードの写し等を添付します。

①□親権者（両親）２名分
　生徒が未成年（18歳未満）であり、親権者（両親）が２人存在する場合

記入例

保護者等の状況に合う欄に✓を入れてください。

西暦の誤りにご注意ください。次回以降も、この太枠内と下段の課税地情報については、

毎回記入してください。また、以下の説明文は該当者のみご確認ください。

・主に自営業のご家庭で、保護者両名分の確定申告がされていないと、判定不能になる場合があります。

該当者には事務室から連絡し、指定期日までに各市町の税務担当課にて直近2年分の申告を済ませ、

課税証明書を追加で提出してください。（学校単位で判定が進行、全ご家庭に影響します。お急ぎください）

・今回の申請～以降在学中、保護者情報や保護者の税金に変更が生じる場合は、事実発生より

10日以内に事務室支援金係に連絡を入れてください。（該当区分変更、支援額増減に関係します）

・保護者が2022年1月1日現在で生活扶助を受けている場合は、□に✓を入れてください。

生活扶助とは生活保護の扶助のうち、最も基本的な支給（衣食や光熱費、日常生活費）のことです。

✓

✓を入れてください。

今回は2023年4月申請であるため、2022年1月1日現在の情報を記入します。

また、以下の説明文は該当者のみご確認ください。

・ 2022年1月1日時点で保護者が国外に在住する場合は該当欄に✓を入れてください。

・ 海外赴任者は勤務先から海外赴任証明書を入手・添付してください。

・ その他の事情により国外に在住している場合（例：母国に居住・仕事をしている外国人保護者等）は、

上記時点で国外にいることがわかる公的書類（該当保護者のパスポートの出国歴が分かるページの

写し等）を提出してもらうなど、いずれかの形で国内にいない旨の証明をお願いすることがあります。

該当者は一度、事務室支援金係にご相談ください。

・ 国外在住者は課税対象外につき、日本に残る保護者の課税情報により確認できる所得で

就学支援金が判定され、この場合の加算支給はありません（最大でも9,900円/月支給の意味）。

また、就学支援金と連動した「静岡県の授業料減免制度」による支給は、県の規定上受けられません。

✓

親権者が１名の場合は、次のいずれか１枚を添えてください。（次回以降も

いずれか１枚を提出してください。世帯状況に変更が生じていないことの証

明に毎回必要です）

・寡婦（夫）やひとり親の記載がある（該当欄に※マークがあります）

「市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」（原本）
この書類は写しでは受付できず、原本を本校に出すと返却されません。原本を手元に

置きたい方や、書類の該当欄に※マークがない場合は、他の書類に代えてください。

・児童扶養手当受給者証（写し）

・母子医療受給者証（写し）

・全部記載の戸籍謄本（原本） ※市役所で有料取得



１ １ １ １ - １ １ １ １ - １ １ １ １

● ● ● ● ● ● ● ●

９ ９ ９ ９ - ９ ９ ９ ９ - ９ ９ ９ ９

● ● ● ● ● ● ● ●

※印の欄は，学校設置者において記入してください。 ※学校受付日　　　　　年　　月　　日

備考　この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。

名　　称 　　静岡学園高等学校

　　高等学校・全日制・教養科学科

生
徒

花子

氏　　名    静学　　緑

課税地
(市区町村名まで

記入)

名　　はなこ

西暦

※その年の１月１日現在の住所地（課税地）
（申請又は届出を行う月が１～６月の場合は、その前
年の１月１日現在の住所地（課税地）。日本国内に
住所を有していない場合は、□にレ印を付けてくだ
さい。）

　　　　　　 都　道　  　　　　　市　区
　　　　　　 府　県　  　　　　　町　村

　□日本国内に住所を有していない。

個人番号カード（写）等貼付台紙

　下記の利用目的のため、保護者等の個人番号を  ２　名分提出します。

記
【利用目的】私立高等学校等就学支援金の支給審査のため

個　　人　　番　　号

名　　たろう

氏　　名
（自署） 静学

ふりがな    しずがく　みどり

種類・課程・学科等

学
校

   １年 ●組 ●番学年･クラス･出席番号等

個人番号カードの写し又は通知カードの写しを貼り付けた上で、必要事項を記載してください。
個人番号カードの写しが提出できない場合は、個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書等を本台紙と併せて
提出願います。
通知カードの記載事項（氏名、住所、生年月日、性別、個人番号）を変更すべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場
合、または、デジタル手続法の施行日（令和２年５月２５日）以前に通知カードの変更手続が完了している場合に限り、個人番号
カードの写しの代わりに通知カードの写しを添付することができます。

チェック欄

保
護
者
等

私は、上記利用目的に定める事務処理のために、生徒が在学
期間中、地方税関係情報を取得することに同意します。

保
護
者
等

【ＤＶ・虐待等の被害を受けて避難している方】
現在の居所の特定を避けるため、マイナンバーを利用した情報照会の不開示を希望する場合は、チェック欄に「　　」を記入してください。

氏　　名
（自署）

ふりがな 姓　　しずがく

生徒との
続柄

私は、上記利用目的に定める事務処理のために、生徒が在学期間
中、地方税関係情報を取得することに同意します。

太郎

ふりがな

生年月日

親権者（　父　　・　　母　）
その他（　　　　　　　　　）

静岡

姓　　しずがく

※その年の１月１日現在の住所地（課税地）
（申請又は届出を行う月が１～６月の場合は、その前
年の１月１日現在の住所地（課税地）。日本国内に
住所を有していない場合は、□にレ印を付けてくだ
さい。）

　　　　　　 都　道　  　　　　　市　区
　　　　　　 府　県　  　　　　　町　村

　□日本国内に住所を有していない。

西暦

個　　人　　番　　号

親権者（　父　　・　　母　）
その他（　　　　　　　　　）

生徒との
続柄

課税地
(市区町村名まで

記入)

生年月日

●●

転入 ○○県□□市△△

９９９９ ９９９９ ９９９９
静学 花子

昭和53年11月20日生

静学 花子

昭和53年11月20日生

転入 ○○県□□市△△

✂切り取り

✂切り取り

静学 太郎

１１１１ １１１１ １１１１

昭和53年9月30日生 男

(写)

(写)

(写)

(写)

●●

●● ●●

氏名及び住所の変更手続きを行った場合は、その変更

部分が分かるようにカードの裏面等も併せて貼り付けて

ください。（余白等は切り取り、他に貼り付けたカード等と

重ならないようにしてください。）

記入例

マイナンバーカード（裏面）または通知カード

（表面）の写しの、個人番号が記載されている

面を貼り付けてください。（剥がれないように全

面をのり付け）

マイナンバー入りの住民票や本人確認書類

（※）は貼り付けず、クリップでとめてください。
（※）保護者が本校に提出書類を郵送する場合、本人確

認書類として両名分の運転免許証等写しが必要です。

今回は2023年4月申請であるため、2022年1月1日

現在の情報を記入します。また、2022年1月1日時

点で保護者が国外に在住する場合は、該当欄に

✓を入れてください。

記入してください。 国（県）に提出する公的書類です。鉛筆、修正液不可。

訂正箇所には二重線と訂正印を押してください。

クラスについては4/1のWebクラス発表で、

出席番号は4/7～翌週に生徒に示します。

印字されています。

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKlc-6oOXhAhWBfrwKHXwiCrgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1442557036919/index.html&psig=AOvVaw0styH3e4zAJaO2wFiaQOIZ&ust=1556075850518547&psig=AOvVaw0styH3e4zAJaO2wFiaQOIZ&ust=1556075850518547
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim54a5ouXhAhUDULwKHXFhDQkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pref.aichi.jp/soshiki/joho/mynum-card.html&psig=AOvVaw0xAvNak7MhU-uU6Wg8auHW&ust=1556076384941541
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwi7OspOXhAhUDfrwKHcYlBJIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.city.akune.kagoshima.jp/kurashitetsuzuki/mynumber/cardshinsei.html&psig=AOvVaw2Pxydw4G_NnXz32oPNCN8Z&ust=1556076874086170


＜事務室よりお願い＞

就学支援金不申請の方のみ提出してください。

申請する方は、この用紙の提出は不要です。

不申請の方は、次回もこの１枚のみご提出ください。

○該当する項目の□にチェックを入れてください。

２０２３年　　４月　　●日

高等学校等就学支援金　意向確認書

学校名 　静岡学園高等学校

生徒氏名（自署） 　静学　緑

生徒住所
（寮生等は県内住所）

　静岡県●●市●●●●●●●

【確認事項】

・   高等学校等就学支援金は、高校等の授業料に対する国からの支援であり、返済不要です。
・   高等学校等就学支援金の申請を行わない場合は、高等学校等就学支援金は受給できず、
　 授業料を納付する必要があります。

※高等学校等就学支援金制度に対する理解に不安があるときは、受給資格認定申請書又は収入
状況届を必ず学校に提出してください。学校の提出期限を過ぎて提出した場合は、提出のあっ
た月の翌月から（受給資格認定申請は提出があった日の属する月から）支給になり、遡及がで
きません。

確認項目 審査後の通知

□
親権者等の市町村民税の課税標準額✕６％-市町村民税の調整
控除額（政令市の場合は調整控除の額に3/4を乗じた額）の合
計が30万4,200円以上，またはほかの理由により、申請書を提
出しません。

通知はありません。

不申請の方はこの１枚のみ提出してください。

国の定める規定上、支給漏れを防ぐために

不申請の意向確認を取ることが目的です。

記入例

✓

よくお読みになり、✓を入れてください。

寮生等県外生は実家ではなく、寮の住所を記入します。

国（県）に提出する公的書類です。鉛筆、修正液不可。

訂正箇所には二重線と訂正印を押してください。


