令和２年４月
高校等入学生用

中学３年生の
保護者の皆様へ
こうとうがっこうとう

しゅうがくしえんきん

①高等学校等就学支援金

担当(公立):鳥取県教育委員会
高等学校課 (0857) 26-7929
(私立):鳥取県 総合教育推進課 (0857) 26-7022

全国の約８０％の生徒が利用している授業料支援の制度です。
年収目安 約９１０万円未満の世帯（※）が対象です。

高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）、高等専門学校（１～３年）、
専修学校（高等課程）などの生徒が対象です。
自分の学校で利用できるかどうかは、学校または県の担当に確認してください。

給付額は学校種、所得の状況によって変わります。↓下図参照

国公立高校は授業料負担が実質０円になります。
私立高校などは保護者の所得によって金額が変わります。年収目安約５９０万円未満世帯は、
授業料負担が実質０円になります。詳しくはチラシ①－２を確認してください。
マイナンバーが必要です
申し込みは学校で行います。

高校入学時など手続きが必要な時期に学校から案内があります。必ず確認してください。
こうこうせいとう
しょうがくきゅうふきん
担当(公立・私立):鳥取県教育委員会 人権教育課
育英奨学室 (0857) 26-7541

②高校生等奨学給付金

教科書費・教材費など、授業料以外の教育費支援の制度です。
生活保護世帯・住民税非課税世帯（年収約２７０万円未満）が対象です。
高等学校、中等教育学校（後期課程）、高等専門学校（１～３年）、専修学校（高等課程）などの
生徒が対象です。自分の学校で利用できるかどうかは、学校または県の担当に確認してください。

給付額は学校種、世帯状況によって変わります。

国公立高校では、1年間で32,300円～129,700円
私立高校では、1年間で38,100円～138,000円がもらえます。
★兄弟姉妹の数などによってもらえる金額が変わります。

申し込みは保護者がお住まいの都道府県で行います。
毎年７月頃に手続が必要となります。

所得課税証明書が必要です

・県内高校に在学している方は、学校から案内があります。
・県外高校に在学している方は、人権教育課 育英奨学室にお問合せください。

保護者の
年収目安※

高等学校等
就学支援金

高校生等
奨学給付金

約270万円
未満

約270～
590万円未満

約590～
910万円未満

◎

◎

◎

公立高校：約12万円（授業料実質0円）
私立高校：約40万円
（授業料実質０円）
両方利用できます！

◎

約3～14万円

×

私立高校 ：約12万円
（年収目安800万円未満は、
県独自支援策での加算有）

×

約910万円
以上

×

×

必要な
添付書類
保護者等の
マイナンバー

保護者等の
所得課税証明書・

子の保険証の写し

※４人家族（両親・子供２人）の場合の目安です。家族の人数などによって年収目安は変わります。

①、②とも利用するためには申し込みが必要です。返還は不要です。
①と②は別の制度であるため、マイナンバーと所得課税証明書の取扱が異なります。 R2年2月 鳥取県
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授業料関係

１

１．高等学校等就学支援金制度の概要

【制度概要】
御家庭の教育費負担軽減を図るための、国による授業料支援の仕組みです。全国の約８割の生徒が
利用しています。
【受給資格】
高校等（高専、高等専修学校等を含む）に在学する、日本国内に住所を有する方が対象です。
ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。
・保護者等の道府県民税所得割と市町村民税所得割の合算額が、50万7,000円以上（※）の方
（年収目安９１０万円以上の方）
※令和２年７月から、新しい判定基準に変わります。詳しくはチラシ①－２裏面を確認してください。

・高校等（修業年限が３年未満のものを除く）を卒業又は修了した方
・高校等に在学した期間が通算して３６月（定時制・通信制等の場合は別途算定）を超えた方

２．申請と認定
制度利用のためには、申請が必要です。入学時等に学校から案内があります。 マイナンバーに基づき、保
申請された月から支給開始となりますので、遅れないよう注意してください。 護者等の地方税情報を確認
申請には原則 保護者等のマイナンバーの提出が必要です。
提出されたマイナンバーをもとに、都道府県が受給資格の認定を行います。
毎年７月頃、御家庭の所得情報が更新されますので、都道府県はこれに基づ
いて、改めて受給資格の確認を行います。

するため、税の申告が済ん
でいない場合は、必ず事前
に申告手続きを行ってくだ
さい。

※マイナンバーは、法令に定められた必要な範囲内で、就学支援金の支給に関する事務及び
奨学給付金の申請案内のみに活用します。
必要なもの（いずれかをご用意ください）
①マイナンバーカードの裏面

②通知カード

③マイナンバーが記
載された住民票
※住民票記載事項証明
書でも可

マイナンバーを提
出して認定を受け
た場合、その後も
所得制限に該当し
なければ、3年間
（定時制・通信制
は4年間）、原則
手続不要です。
(※)

お住まいの市区町村の
役所・役場で取得でき
ます。（手数料が必
要）
その他、本人確認のためにマイナンバーカードの表面や、身分証明書のコピー等が必要になる場合があります。詳し
くは、入学する高等学校から配られるお知らせ等を確認してください。
※…途中で保護者が変わったり、引越・単身赴任等で保護者の住所が変わったりした場合は別に手続が必要になることがありますので、
すぐに学校へお知らせください。また、一度所得制限に該当した方が、翌7月以降に再度支給を受けようとするときには、 再度申請
手続が必要です。具体的な手続方法は、入学する高等学校にお問合せください。

３．支給額
支給額（※）は、以下のとおりです。
(1)国公立高校に通う生徒:
授業料相当額（公立高校の場合は年額11万8,800円）
国公立高校は授業料負担が実質０円になります。
(2)私立学校等に通う生徒:
保護者等の所得に応じ支給額は変わります。
支援が手厚くなりました! ➡ チラシ①－２をご覧ください。
※就学支援金を県が代理受領することにより、授業料の払込が免除される制度です。
生徒に直接給付されるものではありません。

問い合わせ先
公立：高等学校課
(0857)26-7929
私立：総合教育推進課
(0857)26-7022
令和２年２月現在

鳥取県

令和2年４月から

授業料関係

私立高校授業料実質無償化

①
２

がスタート!

高等学校等就学支援金（返還不要の授業料支援）の制度改正で、
私立高校等に通う生徒への支援が手厚くなります!
支給上限額

年収約590万円未満(※2)世帯
の上限額が上がります!

引上げ後の支援額
(国制度)

39万6,000円

私立高校（全日制）の場合
（※1）

引上げ後の支援額
(県独自支援) (※3)

29万7,000円
23万7,600円

11万8,800円

現在の支援額

23万7,600円
17万8,200円

17万8,200円

私立・公立共通

270万円

350万円

590万円

700万円

800万円

世帯の年収目安 (※２)

910万円

※１ 私立高校（通信制）は29万7,000円、
国公立の高等専門学校（1～3年）は23万4600円が支給上限額。
※２ 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目安

(家族構成別の年収目安は裏面下表参照)。

※３ 判定基準及び手続については検討中。

お申込みについて
（新入生の皆さん）
入学時の４月など手続きが必要な時期に学校から案内があります。必ず確認してください。
（在校生の皆さん）
収入状況の届出を行う７月頃に学校から案内があります。
既にマイナンバーにより手続きをして、受給されている方は、マイナンバーカードの写し等の
（注）このほかにも、都道府県において独自の授業料支援を行う場合があります。
再提出は不要です（保護者に変更のある場合を除く）。
現在、就学支援金の対象となっている学校に適用されます。
在校生（令和2年度よりも前に入学した生徒）も対象です。
※平成25年度以前の制度で受給している生徒は対象外です。

【問い合わせ先】

公立：高等学校課
私立：総合教育推進課

令和２年２月現在

(0857)26-7929
(0857)26-7022

◎文部科学省のwebサイトに、各制度の詳細情報、令和2年度以降の制度に関する最新情報
などを掲載しています。

高校生等への修学支援

検索

鳥取県

対象となる方の判定基準について（国制度）
令和２年４月分～６月分（令和元年度と同様）
○都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額（両親２人分の合計額）により判定
私立高校のみ

所得割額の合算額が257,500円よりも少ない場合

支給額:最大396,000円

都道府県民税103,000円＋市町村民税154,500円
（年収590万円未満に相当）

（257,500円以上）

私立・公立高校とも

所得割額の合算額が507,000円よりも少ない場合

支給額:118,800円

都道府県民税202,800円＋市町村民税304,200円
（年収910万円未満に相当）

＊確認方法→令和元年度の課税証明書等で確認
課税証明書等に記載されている「市町村民税所得割額」「都道府県民税所得割額」を確認し、金額を合算します。
課税証明書の場
住民税決定通知書の場合
合

令和２年７月分以降（新しい判定基準）
○次の計算式（両親２人分の合計額）により判定
【計算式】市町村民税の課税標準額×６％ － 市町村民税の調整控除の額

ご自身の課税標準額などはマイ
ナポータルで「あなたの情報」
から確認できます。（マイナン
バーカードが必要です。）

私立高校のみ

上記による算出額が154,500円
よりも少ない場合

支給額:最大396,000円

（154,500円以上）

私立・公立高校とも

上記による算出額が304,200円
よりも少ない場合

支給額:118,800円

（参考）支援の対象になる世帯の年収目安
子の人数
両親のうち
一方が働いて
いる場合

39万6,000円の支給

子２人（高校生・高校生）

～約950万円

～約640万円

子２人（大学生・高校生）

～約960万円

～約650万円

子２人（高校生・中学生以下）

～約1030万円

～約660万円

子２人（高校生・高校生）

～約1070万円

～約720万円

子２人（大学生・高校生）

～約1090万円

～約740万円

扶養控除対象者が２人の場合

扶養控除対象者が１人、特定扶養控除対象者が１人の場合
扶養控除対象者が１人の場合

両親共働きの
場合

11万8,800円の支給

扶養控除対象者が２人の場合

扶養控除対象者が１人、特定扶養控除対象者が１人の場合

※支給額は、私立高校（全日制）の場合。
※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歳の場合。
※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た場合。

令和２年４月

令和２年７月から受付開始

入学生用 授業料以外

②

「鳥取県高校生等奨学給付金」のご案内
（返還は不要）～申請には 所得課税証明書 が必要です～
高等学校等に通う低所得者世帯（非課税世帯）を対象に、授業料以外の教育費として
支給されます。

どんな世帯が対象なの？
以下の３点すべてに当てはまる方が対象です。
①道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯または生活保護(生業扶助)受給世帯
②保護者、親権者等が鳥取県内に在住
③就学支援金支給対象である学校（高等学校、高等専門学校１～３年生、専修学校高等課程、
高等学校の専攻科（大学の編入学基準を満たす課程又は国家資格者養成課程
を有する専攻科））等に在学
※特別支援学校高等部生徒及び児童入所施設入所生徒は除きます。

いくらもらえるの？（第１子、第２子の考え方は裏面をご覧ください）
支給額 (年額)
支給対象者

生活保護受給世帯（通信制在学者も同額）

国公立

私立

の場合

の場合

32,300円

52,600円

申請に必要な添付書類
・生活保護法による生業扶助を受給している
ことを証する書類 ※１

生活保護受給世帯以外
通信制以外
第１子の高校生等がいる世帯

84,000円 103,500円

・対象の高校生等本人の健康保険証の写し ※３
・保護者、親権者等の所得課税証明書

15歳（中学生を除く）以上23歳未満の
扶養されている兄弟姉妹がいる世帯で、

・保護者、親権者等の所得課税証明書 ※２

129,700円

138,000円

・対象の高校生等本人及び15歳以上(中学生
以下を除く。)23歳未満の兄弟姉妹の健康

第２子以降の高校生等がいる世帯

保険証の写し

通信制
高校生等がいる世帯
専攻科（生活保護受給世帯または非課税世帯）

36,500円

38,100円

36,500円

38,100円

・保護者、親権者等の所得課税証明書
・対象の高校生等本人の健康保険証の写し
生活保護受給世帯…※１に同じ
生活保護受給世帯以外…※２、※３に同じ

どうすれば申請できるの？
●県内高校に在学している方
・７月頃学校から案内があります。申請は７月末までの各学校で定める
日までとなります。申請書、添付書類の提出先は、在学する高校です。
●県外高校に在学している方
・申請書を送付しますので、直接育英奨学室までお問い合わせください。
申請書は７月３１日（金）までに、育英奨学室へ提出してください。
●給付金は、年額を１０月から１２月にかけて支給する予定です。

高校生等が複数いらっしゃる世帯は、高校生等の人数分の申
請ができます。給付金の支給区分については、裏面をご覧く
ださい。

※制度の概要（支給額等）は、令和２年度県当初予算（案）のものであり、予算審議の状
況により変更となる場合があります。

第１子、第２子等の考え方(金額は生活保護受給世帯以外の場合)
高校生等（年齢は問わない）

15歳以上(中学生は除く)23歳未満

●子ども１人世帯
【全日制等】(第1子)
国公立 84,000円
私 立 103,500円
【全日制等】(第1子)
国公立 84,000円
私 立 103,500円

扶養されていない

●多子世帯（※扶養されている15歳以上（中学生を除く。）23歳未満の兄弟姉妹がいる世帯）
▼ 高校生等が２人いる世帯の場合
増額
【全日制等】(第1子)
国公立 84,000円
私 立 103,500円

【全日制等】(第2子以降)
国公立 129,700円
私 立 138,000円

増額
【通信制】
国公立 36,500円
私 立 38,100円

【全日制等】(第2子以降)
国公立 129,700円
私 立 138,000円

(注) 兄弟姉妹に通信制の高校生
等がいる場合には、通信制
以外の高校生等は給付額を
増額した「第2子以降」の
単価となる

▼高校生等以外の子どもがいる場合
増額
【全日制等】(第2子以降)
国公立 129,700円
私 立 138,000円

増額

増額
【全日制等】(第2子以降)
国公立 129,700円
私 立 138,000円

【全日制等】(第2子以降)
国公立 129,700円
私 立 138,000円

扶養されている
(学生、アルバイト、無職 など)

詳しくはお問い合わせください
鳥取県教育委員会 育英奨学室
電 話:0857-26-7541、0857-29-7145
ﾌｧｸｼﾐﾘ:0857-26-8176
メール:jinkenkyouiku@pref.tottori.lg.jp
令和2年2月現在

