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申 請 理 由 備 考

① 市民税が非課税の方 所得割額・均等割額ともに０円の方
申
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② 固定資産税を減免された方 火災、地震等の災害により減免された方が対象

③ 個人事業税を減免された方 令和３年度または４年度に減免された方が対象

④ 国民年金保険料を減免された方 保護者全員が国民年金保険料を減免されていること

⑤ 国民健康保険料を減免または徴収猶予された方 保護者全員が国民健康保険料を減免・猶予されていること

⑥ 児童扶養手当の支給を受けている方 児童手当、特別児童扶養手当とは異なる

⑦ 生活福祉資金の貸付決定を受けた方 令和３年度または４年度に決定を受けた方が対象

⑧ 雇用保険被保険者手帳を有する日雇労働者の方 手帳を有する方以外の保護者に収入がある場合は除く

⑨ 火災、風水害、震災、その他の災害にあった方 令和３年度または４年度に自宅が災害にあった方が対象

⑩ 生活保護を停止または廃止された方 世帯状況変更による廃止者は除く

⑪ 生活保護を受けている方

⑫
①～⑪には該当しないが、

経済的に困っており、所得基準額以下の方

※ 所得審査を行います。

保 護 者 の 皆 様 へ

１ 援助を受けられる方

申 請 区 分 申 請 期 限 申請理由
審査結果の通知時期

（教育委員会から保護者に送付）

早期１（書類審査） 受付終了 令和３年12月2４日（金）まで ① ～ ⑪ ２月末日予定

早期２（書類審査） 令和４年３月１４日（月）まで ① ～ ⑪ ５月末日予定

一般１（税情報利用） 令和４年５月１３日（金）まで ① ・ ⑫ ８月末日予定

一般２（書類審査） 令和４年６月３０日（木）まで ① ～ ⑫ ８月末日予定

認定日は令和４年４月１日になります。ただし、４月１日に要件を満たしていない場合は要件を満たした日からになります。

この「お知らせ」は全学年用です。

令和４年度「早期１」で 申請済の 新１年生・新７年生、申請済の新１年生・新７年生と

同じ学校に通うきょうだい分は、今回の申請は不要です。

提出書類
就学援助申請書兼世帯状況票 及び 証明書類（申請書記入例は６～７ページを参照ください）

※ 小学校と中学校など、きょうだいが別の学校に通学される場合、通学される学校ごとに必要です。

提出場所
児童生徒が通っている学校 （新１年生の場合は入学予定の学校）
※ 申請書等にはたいへん重要な情報が含まれています。保護者の方が持参又は送付をお願いします。

申請時期 ✽ 早期２以降の申請は、令和４年３月１日から受け付けます。

随時申請
７月１日以降も申請できます。ただし、認定日は申請日以降になり４月にさかのぼることはできません。

審査結果は、教育委員会受理後30日以内に通知します。
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申請区分によって

申請できる理由が異なります

２ 申 込 方 法 ！！ 申 請 は 毎年度必要です ！ ！

大阪市では、お子さまが大阪市立の小・中・義務教育学校（※義務教育学校は令和４年４月開校予定の学校で
す。）にお通いで、経済的に困られている家庭の保護者の方に、学校教材費や給食費などを援助する「就学援助
制度」を設けています。

援助を希望される方は、申請書をお子さまの通われる小・中・義務教育学校に提出してください。

※「お知らせ」は、令和４年４月に新１年生・新７年生となる児童生徒の保護者にのみ配付済です。

令和４年度 （202２年度） 就学援助制度のお知らせ （早期２・一般・随時）

４～5ページ

４ 申請理由⑫で申請される方へ

２～３ページ

３ 申請に必要な証明書類
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３ 申請に必要な証明書類 ➤ 複数の申請理由に該当する場合は、どれか１つの申請理由が確認できる
証明書類を添付してください。

➤ 状況に応じ、記載している書類以外の証明の提出を求める場合があります。

申 請 理 由 証 明 書 類

①

市民税が非課税の方

※ 生計を一にする世帯全員が所得割額・

均等割額ともに0円である場合に

対象となります。

※ 令和３年度または４年度の

市民税が非課税の方が対象です。

税情報を利用する

※ 令和４年度分

のみ利用可

３ページ をご覧ください。

税情報を利用する場合、所得に関する証明

書類の提出は不要です。

税情報を利用せず

証明書類を添付する

添付する証明書類については、３ページ

を

ご覧ください。

②
固定資産税を減免された方

※ 新築住宅減額は対象外です。

○ 固定資産税・都市計画税（土地・家屋）税額変更通知（コピー）
※ 令和３年度分または４年度分を提出してください。

③ 個人事業税を減免された方
○ 個人事業税減免決定通知書（コピー）

※ 令和３年度分または４年度分を提出してください。

④

国民年金保険料を減免された方

※ 保護者全員が減免されている場合に

対象となります。

（保護者全員分の書類が必要です）

○ 国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書（コピー）
○ 国民年金保険料学生納付特例申請承認通知書（コピー）
○ （上記のいずれもないとき）年金事務所が発行する証明書（原本）

※ 早期２、随時では申請日現在、一般２では４月１日現在で
減免を受けていることを証明する書類を提出してください。

⑤

国民健康保険料を減免または徴収
猶予された方

※ 保護者全員が減免・徴収猶予されて

いる場合にのみ対象となります。

○ 国民健康保険料（変更）決定通知書（コピー）

※ 早期２の場合は令和３年度分、一般２・随時の場合は令和４年度分
を提出してください。

※ どちらの場合も、全体をコピーしたものが必要です。

⑥

児童扶養手当の支給を受けている方

※「児童手当」「特別児童扶養手当」

とは違います。ご注意ください。

○ 児童扶養手当証書（名前・住所が確認できるページのコピー）

○ 児童扶養手当認定通知書（コピー）

※ 早期２、随時では申請日現在、一般２では４月１日現在で
支給を受けていることを証明する書類を提出してください。

○（上記のいずれもないとき）児童扶養手当受給証明願（原本）
※ 早期２では令和４年３月分、一般２では令和４年４月分、

随時では申請日時点の支給額が記載されているもの。

⑦
生活福祉資金の貸付決定を受けた方

※ 令和３年度または４年度に決定を

受けた方が対象です。

○ 生活福祉資金貸付決定通知書（コピー）

※ 令和４年４月１日現在（随時の場合は申請日現在）に返済中（据置

期間含む）であることを証明する書類を提出してください。

⑧

「雇用保険被保険者手帳｣ を有する
日雇労働者の方

※ 早期2、随時では申請日、一般2では

４月１日が有効期間内に含まれている

方が対象です。

○ 雇用保険被保険者手帳

（名前・住所・有効期限が確認できるページのコピー）

○ 手帳を有する方以外の保護者の所得がわかる書類

（早期２では令和３年度、一般・随時では令和４年度の
「市民税・府民税証明書」など）

⑨
火災、風水害、震災、その他の

災害にあった方

○ 火災‥‥‥‥‥‥‥‥‥り災証明（消防署発行）（原本）

○ 風水害、震災、その他‥罹災証明（区役所発行）（原本）

※ 令和３年４月１日以降に災害にあったことを証明する書類を提出して
ください。

※ 自宅（居住のために使用している建物。マンション共用部分は対象

外です。）が災害にあわれた場合に限ります。

⑩
生活保護を停止または廃止された方

※ 世帯状況変更による場合は対象外です。

○ 生活保護停止・廃止決定通知書（コピー）

※ 令和３年４月１日から令和５年３月３１日の間に停止または廃止された

こと及びその理由を証明する書類を提出してください。

⑪ 生活保護を受けている方
証明書類の提出は不要です。ただし、教育扶助費の受給がない

場合は「生活保護適用証明書」の提出が必要です。

⑫

①～⑪ には該当しないが、経済的に

困窮し、令和３年中（令和４年度）

の世帯全員の合計所得が所得基準額

以下の方

Ｐ4～5

をご覧ください。

税情報を利用する

※ 令和４年度分

のみ利用可

３ページ をご覧ください。

税情報を利用する場合、所得に関する証明
書類の提出は不要です。

税情報を利用せず

証明書類を添付する

添付する証明書類については、３ページ

を

ご覧ください。
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（2）市民税・所得金額等の証明書類

ど
れ
か

（3）

４ 申請理由⑫で申請される方へ

証明書類の添付もれ・不備（書類全体がコピーされていない、年度が古いなど）にご注意ください。
結果通知が遅くなったり認定できない場合があります。

ど
れ
か

（1）税情報の利用

（2）市民税・所得金額等の証明書類
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➤ 配偶者と離婚せずに別居している場合は、ひとり親家庭にはなりません。

ただし、離婚調停中など婚姻生活が事実上破綻していることが明らかな場合は離婚に準じて取り扱います。

P. 3

以下のうち、どれか1つの証明書類 申請理由 ① 申請理由 ⑫

市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）（コピー）

給与所得者の方に

勤務先を通じて交付

（毎年５月下旬頃）

令和３年度

又は
令和４年度

令和４年度

市民税・府民税 納税通知書兼税額決定（充当）通知書及び課税明細書（コピー）

給与所得以外の方に

市税事務所から送付

（毎年6月以降）

令和３年度

又は
令和４年度

令和４年度

市民税・府民税 証明書（原本）
市税事務所・区役所等で発行

（令和４年度分は6月以降）

令和３年度

又は
令和４年度

令和４年度

（2）市民税・所得金額等の証明書類

※1 主たる給与以外に対する住民税を普通徴収で課税される場合は、証明書類として使用できません。
※2  小学校と中学校など申請書を２枚以上提出する場合は、原本は1枚だけで、他はコピーを添付してください。
※3  当該年１月１日現在の住所が大阪市外の場合は、お住まいだった市区町村に課税（所得）証明書を請求してください。

➤ 申請理由 ①・④・⑤・⑧・⑫ については、申請者がひとり親の場合、申請者に配偶者がいないことを証明する
書類が必要です。

※ 令和４年度のひとり親・寡婦控除を申告済で、税情報を利用する（早期２、一般２申請は税情報利用不可）場合は省略可。

事 由 証 明 書 類 （コピーでも可）

申請理由①・⑫の場合、ひとり親・

寡婦控除を受けている
市民税・府民税証明書等のひとり親・寡婦控除が確認できる書類

ひとり親家庭医療証を交付されている ひとり親家庭医療証

令和４年１月１日以降に配偶者が死亡 住民票除票、死亡者が記載された戸籍 など

令和３年12月31日以前に離婚が成立 申請者の戸籍（※１） など

令和４年１月１日以降に離婚が成立 離婚届受理証明書、申請者の戸籍（※１） など

離婚調停中等である 調停申立書、訴状（※２） など

遺族年金を受給中である 直近の年金振込通知書（※３）など

その他 申請者の戸籍（※１）、領事館等発行の独身を証明する書類 など

（3）ひとり親家庭の確認

（1）税情報の利用

収入・所得の有無にかかわらず、生計を一にする世帯全員（平成1６年４月１日以前に生まれた方）の証明書類が
必要です。世帯全員が同じ年度の証明書類を提出してください。
ただし、申請理由①（市民税が非課税）の場合、被扶養者の方の証明書は不要です。

※1

※2
※3

「一般１」（５月1３日 ( 金 ) 申請期限） の申請理由 ①・⑫ で利用できます。

「随時」申請の申請理由①・⑫でも利用できますが、年内（令和４年12月まで）の受付分のみです。

「税情報の利用」とは、市内に居住（令和４年１月１日現在）している申請者の同意に基づき、教育委員会が申請者に代わって

大阪市の住民基本台帳及び個人市民税課税台帳から審査に必要な情報の提供を受けることです。

税情報を利用すれば、所得を証明する書類の提出は必要はありません。

● 市税事務所等で、令和４年３月1５日（火）まで に申告された内容が反映されます。

● 令和４年１月１日現在の住所が大阪市外の方については利用できません。お住まいだった市区町村の課税（所得）証明書が必要です。

● 税情報の利用に関する同意は任意です。同意の有無で、認否に影響がでるようなことはありません。

● 申告をされていないなど、税情報が提供されないときは、追加で証明書類の提出が必要になることがあります。

● 提供を受けた情報は就学援助の認否審査以外の目的には使用しません。

提供を受ける税情報は令和４年度分のみで、大阪市個人情報保護条例に基づき、適正に管理し、５年間保存後は消去します。

【提供を受ける情報の内容】 「市民税・府民税証明書」に記載される項目のうち、
「市民税・府民税額（年税額のみ）」「所得金額（内訳及び繰越損失額）」「扶養親族の内訳」

「医療費控除額」「本人該当区分（ただし、ひとり親・寡婦のみ）」

※１ 戸籍の場合は、早期２、随時申請では申請日現在、一般申請では４月１日現在で申請者がひとり親であることが確認できるよう、申請者

本人の「個人事項証明（抄本）」又は「全部事項証明（謄本）」を提出してください。（お子さまの戸籍は不要です。離婚日の記載は

無くてかまいません。）

※２ 証明内容の日付が申請日以前２年以上経過している場合は、別途書類の提出をお願いする場合があります。

※３ 早期２、随時では申請日現在、一般申請では４月１日現在で遺族年金を受給していることを証明する書類を提出してください。
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大阪市○○区○○１丁目２番３４号
－５０１号

氏

名

(受給者番号)

(フリガナ)

(役職名)

種 別 支 払 金 額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源 泉 徴 収 税 額

給 与
内 円

3,372,235

円

2,280,400

円

1,140,298

円

53,000

P. 4

４ 申 請 理 由 ⑫ で 申 請 され る 方へ

➤ の令和３年中 （令和４年度） の合計所得金額が、世帯の人数及び住宅の所有状況に
応じた【所得基準額】以下の方が認定になります。

【 所 得 基 準 額 】

世 帯 の 人 数 ２ 人 ３ 人 ４ 人 ５ 人 ６ 人 ７ 人

住宅の形態

借家等 226万円 260万円 318万円 353万円 394万円 465万円

持 家 162万円 195万円 253万円 288万円 329万円 389万円

とは、同居している方全員のことです。また、同居していなくても、税法上、保護者の扶養親族

や健康保険の被扶養者になっている方や、父母等が単身赴任等により別居している場合も含みます。（ただし、父母以外につ

いては、同居でも、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合は除きます。）

所得審査の対象となるのは、令和４年4月1日現在で18歳以上の方（平成1６年4月１日以前に生まれた方）です。

生計を一にする世帯全員

申請者又は生計を一にする世帯員が、賃貸契約書の借主であることの確認書類の提出があれば、借家等の基準で審査します。

また、持家でも、土地に地代が必要で、その地代について賃貸契約している場合は借家等になります。

令和３年分 給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票

収入が給与のみの場合は、この金額から最大10万円

を控除したもので審査します。

※勤務先が複数ある場合や、年末調整を受けていない場合などは、

この金額ではなく市町村で決定された所得金額で確認します。

｢源泉徴収票｣は

証明書類として

提出できません

生計を一にする世帯全員

➤給与所得者および公的年金所得者は所得控除後の金額より最大10万円を控除した金額、自営業の方は年間

収入額から必要経費を引いた金額で審査します。

➤次のような《特別な事情》がある場合、所得金額から差し引いて審査します。

① 令和３年中（令和４年度）に税法上の医療費控除を受けた額。

② 令和３年中に保証債務・賠償金などの支払債務を支払った合計額。債務が確認できる書類（裁判所の判決、公正証書、

契約書など）及び支払いの事実が確認できる書類（領収書、銀行口座取引明細など）が必要です。

③ 個人再生・特定調停・任意整理などにより、令和３年中に支払った合計額。事実が確認できる書類（裁判所の決定通知、

和解合意書など）及び支払いの事実が確認できる書類（領収書、銀行口座取引明細など）が必要です。

➤令和３年中の所得が所得基準額を超える場合でも、次のような《特別な事情》がある場合は、令和４年中の
見込所得により審査します。

「源泉徴収票」で所得金額（目安）を確認する場合

① 失業の場合
主たる生計維持者が、令和３年度から令和４年度までに、厚生労働省が定める特定受給資格者又は特定理由離職者に該

当する事由により離職（失業）し、申請日現在、失業の状態が継続している場合は、離職票、雇用保険受給資格者証等に
より失業の事実を確認したうえで、離職時の源泉徴収票、雇用保険受給資格者証等により算出した令和４年中の収入見込
を所得に換算した額と、他の審査対象者の前年の所得との合計を審査の対象とします。ただし、認定日は離職日の翌日以
降となります。

② 傷病等による休職・休業の場合
主たる生計維持者が、令和３年度から令和４年度までに、傷病により休職・休業し、申請日現在、休職・休業の状態が

継続している場合は、傷病手当の受給証等により休職・休業の事実を確認したうえで、各月の給与明細及び傷病手当の受
給証等により算出した令和４年中の収入見込を所得に換算した額と、他の審査対象者の前年の所得との合計を審査の対象
とします。ただし、認定日は休職・休業の開始日以降となります。

③失業・休職・休業の後、現在就業している場合
主たる生計維持者が、令和３年度から令和４年度までに、上記①又は②の事由により失業又は休職・休業した後、申請

日現在就業している場合、①又は②の収入見込に、就業後の各月の給与明細等により算出した令和４年中の収入見込を加
算し、それらの収入の合計を所得に換算した額と、他の審査対象者の前年の所得との合計を審査の対象とします。ただし、
認定日は離職日の翌日又は休職・休業の開始日以降となります。
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にんていび りしょくび よくじつ また きゅうしょく きゅうぎょう かいしび いこう



妻の申告の有無で

審査結果が

変わります！

➤「税情報を利用せず、証明書類を添付する」場合は、“所得の申告”をしたうえで

を提出してください。 未申告でも控除対象配偶者及び扶養親族については

（下図参照）が発行されますが、これを提出されても所得として38万円が加算されますのでご注意ください。

税法上の控除対象配偶者及び扶養親族については“所得の申告”をされていない場合、実際の所得に関係なく、一律

38万円の所得があったものとして取り扱います。

P. 5

Ｂ申告済の場合の「証明書」

Ａ未申告の場合の「証明書」

申請者 妻 中学生 小学生

申請者の扶養家族（参考事例）

４人世帯、《住宅の形態》借家等で、【所得基準

額】を322万円とし、申請者は給与所得のみ（※）、

妻の収入が無く、申請者の扶養に入っている場合

※ 所得の種類が給与の場合、所得から最大10万円

を控除します。

申請者の所得 妻の所得申告 審査対象所得の計算 審査結果

例 1
250万円

有り 250万円 － 10万円 ＋ ０円 ＝ 240万円 ⭕ 認定

無し 250万円 － 10万円 ＋ 38万円 ＝ 278万円 ⭕ 認定

妻が申告していなくても

審査結果は同じ

Ｂ 申告済 の場合の「証明書」

所得０円で申告済の場合は「￥0」となっています。

この証明書が提出された場合、

所得を０円として取り扱います。

Ａ 未申告 の場合の「証明書」

未申告の場合は「以下余白」のみとなっています。

この証明書が提出された場合、実際の所得にかかわらず、

38万円の所得があったものとして取り扱います。

右が

申告後

申請者の所得 妻の所得申告 審査対象所得の計算 審査結果

例 2
320万円

有り 320万円 － 10万円 ＋ ０円 ＝ 310万円 ⭕ 認定

無し 320万円 － 10万円 ＋ 38万円 ＝ 348万円 × 否認定

所得として38万円を加算しても【所得基準額】を超えない場合は手続不要ですが、実際の所得が38万円未満（0円を

含む）であるにもかかわらず、所得として38万円を加算することによって【所得基準額】を超えてしまう場合は、控除

対象配偶者又は扶養親族であっても、“所得の申告”の手続きが必要です。

前年中に課税対象の収入がなかった方は、パソコン・スマートフォン等でご自宅等から「大阪市行政オンラインシステム」

を利用して、申告手続きができます。詳しくは、大阪市ホームページにて「大阪市税 オンライン申告」で検索してください。

所得税の年末調整や確定申告において、主たる生計維持者の控除対象配偶者又は扶養親族と申告されているだけ

では“所得の申告”をしたことになりません。

例えば、収入のない扶養親族（平成16年4月1日以前に生まれた方）が２名いる場合、“所得の申告”を行えば

所得０円ですが、申告を行っていない場合は、所得76万円（38万円×２人）として取り扱います。

➤ “所得の申告”は、本来、所得のなかった方や市民税・府民税が非課税の方については不要ですが、就学援助の申請

のためには原則として必要です。

（所得の申告は、郵送、大阪市行政オンラインシステム又は市税事務所等窓口で受け付けしています。）
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■「借家等」に関する確認書類（契約者は申請者あるいは申請書に記載されている家族であることが必要です。）

P. 6

「 申 請 書 」

記 入 例

➊ ➋

市 営 住 宅 家賃決定通知書(当該年度家賃用)（コピー）など

府 営 住 宅
家賃決定通知書(当該年度家賃用)（コピー）、家賃証明(契約者名・当該住宅の住所・入居日・発行

日現在の家賃額) （コピー）など

Ｕ Ｒ 賃 貸 賃貸借契約書(契約者名・当該住宅の住所・入居開始日・家賃額) （コピー）など

民間すまいりんぐ等 入居者負担額決定通知書（コピー） など

社 宅
社宅の利用申込書（コピー）、会社発行の入居証明書（原本）、家賃負担を証明するもの（※）など

※ 家賃額が控除されていることの分かる給与明細書、領収書など

（注）入居者が家賃を負担していない場合は、「持家」として審査します。

そ の 他

賃貸借契約書(契約者名・当該住宅の住所・契約期間又は入居開始日・支払家賃額が記載されてい

るもの) （コピー）など

（注）親族等と賃貸契約している場合は、賃貸契約書に加えて、貸主(親族等)の受付済の確定申

告書・収支内訳書（コピー）の提出が必要です。ただし、同一生計内での契約は「持家」

として審査します。

➌

➑
「一般１」・「随時」申請で

税情報を利用する方は必ず

記名ください。

申請書記載のなまえ・生年月

日・住所が誤っていると税情

報の確認ができないため、正

確に記入ください。

申請理由⑫の方は必ず

記入してください。
☜

➒

➎
➍

■ 申請者が児童生徒の父母
以外の場合について

《特別な事情》欄に児童生徒
の監護を行っている理由を
記入し、監護を行っている
ことを証明する書類（児童
生徒の健康保険証（コピー）
など）を提出してください。

■新１年生・新７年生の児童生徒がいる保護者の方へ

「早期１」申請をしていない方及び「早期１」申請時に申請書の「児童生徒名」欄にきょう

だいの記入をしていない方については、その児童生徒についてこの申請書で申請してください。

➏

必ずいずれかの支払方法を

選んでください。

➐

➓

借家等の方が提出する書類は

このページの下にある

■ ｢借家等｣に関する確認書類

をご覧ください。

しんせいしょ

きにゅうれい

しん ねんせい しん じどうせいと ほごしゃ かた

そうき しんせい かたおよ そうき しんせいじ しんせいしょ じどうせいとめい らん
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かんご おこな りゆう
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しょうめい しょるい じどう

せいと けんこう ほけんしょう

ていしゅつ

しんせいりゆう かた かなら

きにゅう

しゃくやとう かた ていしゅつ しょるい

しゃくやとう かん かくにんしょるい

らん
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ちんたいしゃくけいやくしょ けいやくしゃめい とうがいじゅうたく じゅうしょ にゅうきょかいしび やちんがく

にゅうきょしゃふたんがくけっていつうちしょ
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ちゅう にゅうきょしゃ やちん ふたん ばあい もちいえ しんさ

ちんたいしゃくけいやくしょ けいやくしゃめい とうがいじゅうたく じゅうしょ けいやくきかん また にゅうきょかいしび しはらいやちんがく きさい

ちゅう しんぞくとう ちんたいけいやく ばあい ちんたいけいやくしょ くわ かしぬし しんぞくとう うけつけすみ かくていしん

こくしょ しゅうしうちわけしょ ていしゅつ ひつよう どういつせいけいない けいやく もちいえ

しんさ
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➊

《申請区分》欄は、申請理由や証明書類の有無などに注意し、該当する区分 を囲んでください。

➋
学校に提出する日付を記入してください。（申請書を学校に提出された日が「申請日」になります。）

※ 認定日に関わる重要な日付です。記入もれのないようにしてください。

➌ 令和４年度の学年を記入してください。

➍ この住所に審査結果を送付しますので、正確（マンション等は必ず部屋番号まで）に記入してください。

➎ 令和４年１月２日以降、住所に異動があった方は、令和４年１月１日現在の住所を記入してください。

➏

申請理由⑫で申請される方は必ず記入してください。

《住宅の形態》欄 …… 「持家」または「借家等」のどちらかに☑をつけてください。

どちらにも☑がない場合は、「持家」の所得審査基準で審査します。「借家等」の場合は確認書類の提出が必要です。

➐

《特別な事情》欄 …… 次のような事情がある方は該当する事由に☑をつけ、表の「記入する内容」を参考に

必要事項を記入してください。（状況を証明する書類の提出を求めることがあります。）

➑

《市民税額・所得金額等の確認方法》欄は、申請理由①・⑫の方のみ「税情報を利用する｣か ｢税情報

を利用せず、証明書類を添付する」のどちらかに☑ をつけてください。

申請区分が「一般１（税情報利用）」の場合は必ず「税情報を利用する」に☑をつけ、世帯全員の意思を確認のうえ、

必ず申請者名を記名ください。記名がない場合は税情報を利用できません。

申請書記載のなまえ・生年月日・住所が誤っていると税情報の確認ができないため、正確に記入ください。

➒

「生計を一にする者全員」とは、基本的には同居している方全員のことです。また、同居していなくても税法上

保護者の扶養親族や健康保険の被扶養者になっている方や、父母等が単身赴任等で別居している場合も含みます。

ただし、父母以外については、同居でも、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合は除きます。

➓
「税情報を利用する」方で、別居されている家族がいる場合は、その方の令和４年１月１日現在の住所を記入して

ください。

特 別 な 事 情 記 入 す る 内 容

前年度または当該年度に主たる生計維持者が自己

都合（正当な理由がある場合は除く）によらない

失業（解雇・倒産・廃業など）により、 前年に

比べて収入が減少した。

「解雇等・倒産・廃業により失業」に☑をつけ、失業した

方の氏名と、失業した年月日を記入してください。

なお、「解雇等」の場合は、雇用保険受給資格者証に記載

されている「離職理由コード」を記入してください。

前年度または当該年度の生計維持者の傷病、死亡

及び失踪等により、前年に比べて収入が減少した。

「その他」に☑をつけ、その年月日及び内容を具体的に

記入してください。

高額の支払債務があり、経済的に困っている。

［対象となる債務］

・保証債務、賠償金など

・任意整理、特定調停、個人再生、自己破産に

よる債務（借金）の整理

・給料の差押えを受けている。

（税金や公の負担金によるものを除く）

「その他」に☑をつけ、支払債務などの内容を具体的に

記入してください。

（注）住宅ローン、教育ローン、耐久消費財の購入等の財

産を形成する債務や、遊興費などのための債務は、

対象となる支払債務には含まれません。

早期２ 対象は申請理由①～⑪ です。 証明書類が必要です。

一般１ 対象は申請理由 ①と⑫ です。税情報利用のため、所得に関する証明書類は不要です。

一般２ すべての申請理由①～⑫ が対象です。 証明書類が必要です。

随 時
７月１日以降の申請で、すべての申請理由①～⑫ が対象です。 証明書類が必要です。

ただし、申請理由①と⑫ については税情報を利用できます。（年内の申請受付のみ）

再審査 申請書を提出した後に、申請内容に変更があり、新たに申請書を提出する場合。

「申請書」記入上の注意
（６ページ➊～➓）

記入もれにご注意ください。

結果通知が遅くなったり認定できない場合があります。

しんせいしょ きにゅうじょう ちゅうい きにゅう ちゅうい

けっかつうち おそ にんてい ばあい

しんせいくぶん らん しん せいりゆう しょうめいしょるい うむ ちゅうい がいとう くぶん かこ

がっこう ていしゅつ ひづけ きにゅう しんせいしょ がっこう ていしゅつ ひ しんせいび

にんていび かか じゅうよう ひづけ きにゅう

れいわ ねんど がくねん きにゅう

じゅうしょ しんさけっか そうふ せいかく とう かなら へやばんごう きにゅう

れいわ ねん がつ にち いこう じゅうしょ いどう かた れいわ ねん がつ にち げんざい じゅうしょ きにゅう

たいしょう しんせいりゆう ぜいじょうほうりよう しょとく かん しょうめいしょるい ふよう

しんせいりゆう たいしょう しょうめいしょるい ひつよう

たいしょう しんせいりゆう しょうめいしょるい ひつようそうき

いっぱん

いっぱん

ず い じ

さいしんさ

がつ にち いこう しんせい しんせいりゆう たいしょう しょうめいしょるい ひつよう

しんせいりゆう ぜいじょうほう りよう ねんない しんせいうけつけ

しんせいしょ ていしゅつ あと しんせいないよう へんこう あら しんせいしょ ていしゅつ ばあい

しんせいりゆう しんせい かた かなら きにゅう

じゅうたく けいたい らん もちいえ しゃくやとう

ばあい もちいえ しょとくしんさきじゅん しんさ しゃくやとう ばあい かくにんしょるい ていしゅつ ひつよう

ひつようじこう きにゅう じょうきょう しょうめい しょるい ていしゅつ もと

とくべつ じじょう らん

とくべつ じじょう きにゅう ないよう

ぜんねんど とうがいねんど しゅ せいけいいじしゃ じこ かいことう とうさん はいぎょう しつぎょう しつぎょう

つごう せいとう りゆう ばあい のぞ かた しめい しつぎょう ねんがっぴ きにゅう

しつぎょう かいこ とうさん はいぎょう ぜんねん かいことう ばあい こようほけんじゅきゅうしかくしゃしょう きさい

くら しゅうにゅう げんしょう りしょくりゆう きにゅう

ぜんねんど とうがいねんど せいけいいじしゃ しょうびょう しぼう た ねんがっぴ およ ないよう ぐたいてき

およ しっそうとう ぜんねん くら しゅうにゅう げんしょう きにゅう

こうがく しはらいさいむ けいざいてき こま

たいしょう さいむ

ほしょうさいむ ばいしょうきん

にんいせいり とくていちょうてい こじんさいせい じこはさん

さいむ しゃっきん せいり

きゅうりょう さしおさ う

ぜいきん おおやけ ふたんきん のぞ

た しはらいさいむ ないよう ぐたいてき

ちゅう じゅうたく きょういく たいきゅうしょうひざい こうにゅうとう ざい

さん けいせい さいむ ゆうきょうひ さいむ

たいしょう しはらいさいむ ふく

しみんぜいがく しょとくきんがくとう かくにんほうほう らん しんせいりゆう かた ぜいじょうほう りよう ぜいじょうほう

りよう しょうめいしょるい てんぷ

しんせいくぶん いっぱん ぜいじょうほうりよう ばあい かなら ぜいじょうほう りよう せたいぜんいん いし かくにん

かなら しんせいしゃめい きめい きめい ばあい ぜいじょうほう りよう

しんせいしょきさい せいねんがっぴ じゅうしょ あやま ぜいじょうほう かくにん せいかく きにゅう

せいけい いつ ものぜんいん きほんてき どうきょ かた ぜんいん どうきょ ぜいほうじょう

きにゅう

つぎ じじょう かた がいとう じゆう ひょう きにゅう ないよう さんこう

ほごしゃ ふようしんぞく けんこうほけん ひふようしゃ かた ふぼとう たんしんふにんとう べっきょ ばあい ふく

ふぼいがい どうきょ あき たが どくりつ せいかつ いとな みと ばあい のぞ

ぜいじょうほう りよう かた べっきょ かぞく ばあい かた れいわ ねん がつ にち げんざい じゅうしょ きにゅう
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5 援 助 の 内 容

学校教材費

特別活動費

その他諸費

※1

修学旅行費

林間・臨海学習費

※2

学校
給食費

※3

通学費
※4

入学準備補助金
※5

医療費
※6

独立行政法人
日本スポーツ
振興センター

共済掛金※7  

小 学 校 学校徴収金

（児童費・生徒費 ）

の実費

参加した行事

の実費
実 費 実 費

54,060円
学校医療券

交 付
保護者負担額

中 学 校 60,000円

※1

※2

※3

※4

※5

※6

※7

(注 )

認定後は、保護者の同意に基づき、学校徴収金の教材費等（児童費・生徒費会計）に充てますので保護者への支給はありません。認定結果

の通知前にお支払いいただいた金額は、認定後にお返しします。

修学旅行費、林間・臨海学習費は、就学援助の認定を受けている期間に参加した行事の実費が対象になります。

（急に参加できなくなった場合のキャンセル料も対象です。）
行事のための積立金が徴収されているときに就学援助の認定を受けていても、行事が実施されるときに就学援助の認定を受けていないと、
就学援助費は支給されません。

○修学旅行費 …………小学校・中学校でそれぞれ１回、義務教育学校で2回を限度に支給されます。（キャンセル料含む）
○林間・臨海学習費 …各学年でそれぞれ１回限り支給されます。（キャンセル料含む）

認定後は、保護者の同意に基づき、給食費に充てますので保護者への支給はありません。
認定結果の通知前にお支払いいただいた金額は、認定後にお返しします。

次のいずれかに該当する通学等にかかる交通費が対象です。
○ 本人の希望ではなく仕方なく指定校変更により学校を変わらざるをえない場合

（片道：小学校４㎞以上、中学校６㎞以上）

○ 特別支援学級に在籍する場合
○ 日本語・適応指導教育の通級、教育支援センター（適応指導教室）の通級を行う場合

（片道：小学校４㎞以上、中学校６㎞以上）

小・中・義務教育学校の新１年生、義務教育学校の新７年生が対象です。また、認定日が４月２日以降の場合、支給されません。

医療費の支給対象となる病気は、学校の定期健康診断等の結果、治療を必要とする次の病気です。
○むし歯、慢性副鼻腔炎（ちくのう症）、中耳炎、結膜炎、寄生虫病、アデノイド、白癬、疥癬、膿痂疹、トラコーマ
治療が必要な場合は、学校が医療券を発行しますので、必ず受診される前に学校にお申し出ください。

医療機関受診時に医療券を提出すると、教育委員会が、患者負担額を、医療機関へ直接支払います。
（就学援助の申請後であれば、認定されなかった場合に医療費を返還していただくことをご了承いただければ、審査結果が出る前でも医療
券の交付を受けられます。）

令和4年５月１日時点で認定されている方が対象です。教育委員会が、保護者負担額を、独立行政法人日本スポーツ振興センターに直接支
払います。また、海外編入等による年度途中での加入者は、その加入時点で認定されている方が対象です。

他の制度により、同趣旨の支給をうけられる場合は、就学援助費は支給できません。生活保護世帯の場合は、「修学旅行費」「医療費」
「独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金」が援助の対象となります。（共済掛金にかかる給付内容については、障害見舞金及び

死亡見舞金です。）

＜ その他留意事項 ＞

＊就学援助の申請後に、申請書の内容に変更があった場合（出生・結婚・離婚など世帯状況に変更があった

場合や、児童扶養手当の支給停止など申請理由に該当しなくなった場合等）、速やかに申請書を提出した

学校に申し出てください。

＊提出された申請書や証明書類は、就学援助の審査・支給のみに使用し、それ以外の目的には使用しません。
また、原則として、申請の際に提出された書類は返却しません。

＊事実ではない理由による申請など、虚偽・不正の内容であることが明らかとなった場合や、支給された就

学援助費を本来の趣旨以外の目的に使用されたことが明らかとなった場合は、認定を取り消した上、就学

援助費を返還していただくことがあります。

☆ ☆ 「 申 請 書 」 を 提 出 す る 前 に も う 一 度 確 認 し て く だ さ い ！ ☆ ☆

○「申請書」の記入もれ、記入誤り ○証明書類の添付もれ ○添付書類の不備（書類の必要な部分がコピー

されていない、書類の年度が古いなど）このような場合、審査ができないため結果通知が遅くなることや

書類不備で認定できないことがあります。 十分に確認してから提出してください。

お問合せ先
教育委員会事務局 学校運営支援センター事務管理担当

（就学支援グループ） ＴＥＬ：０６－６１１５－７６５３

えんじょ ないよう

がっこうきょうざいひ

とくべつかつどうひ

た しょひ

しゅうがくりょこうひ

りんかん りんかいがくしゅうひ

がっこう

きゅうしょくひ

つうがくひ にゅうがくじゅんびほじょきん いりょうひ

どくりつぎょうせいほうじん

にほん

しんこう

きょうさいかけきん

しょうがっこう

ちゅうがっこう

がっこうちょうしゅうきん

じどうひ せいとひ

さんか ぎょうじ
じっぴ じっぴ

えん

えん

がっこういりょうけん

こうふ

ほごしゃ ふたんがく

じっぴ

じっぴ

しゅうがくりょこうひ りんかん りんかいがくしゅうひ しゅうがくえんじょ にんてい う きかん さんか ぎょうじ じっぴ たいしょう

ぎょうじ つみたてきん ちょうしゅう しゅうがくえんじょ にんてい う ぎょうじ じっし しゅうがくえんじょ にんてい う

しゅうがくえんじょひ しきゅう

しゅうがくりょこうひ しょうがっこう ちゅうがっこう かい ぎむきょういくがっこう かい げんど しきゅう りょうふく

りんかん りんかいがくしゅうひ かくがくねん かいかぎ しきゅう りょうふく

にんていご ほごしゃ どうい もと がっこうちょうしゅうきん きょうざいひ とう じどうひ せいとひかいけい あ ほごしゃ しきゅう にんていけっか

つうちまえ しはら きんがく にんていご かえ

きゅう さんか ばあい りょう たいしょう

にんていご ほごしゃ どうい もと きゅうしょくひ あ ほごしゃ しきゅう

にんていけっか つうちまえ しはら きんがく にんていご かえ

つぎ がいとう つうがく とう こうつうひ たいしょう

ほんにん きぼう しかた してい こうへんこう がっこう か ばあい

にほんご てきおう しどうきょういく つうきゅう きょういくしえん てきおうしどうきょうしつ つうきゅう おこな ばあい

しょう ちゅう ぎむきょういくがっこう しん ねんせい ぎむきょういくがっこう しん ねんせい たいしょう にんていび がつ にち いこう ばあい しきゅう

いりょうひ しきゅうたいしょう びょうき がっこう ていき けんこうしんだんとう けっか ちりょう ひつよう つぎ びょうき

ば まんせいふくびくうえん しょう ちゅうじえん けつまくえん きせいちゅうびょう はくせん かいせん のうかしん

ちりょう ひつよう ばあい がっこう いりょうけん はっこう かなら じゅしん まえ がっこう もう で

いりょう きかん じゅしんじ いりょうけん ていしゅつ きょういくいいんかい かんじゃ ふたんがく いりょうきかん ちょくせつ しはら

しゅうがくえんじょ しんせいご にんてい ばあい いりょうひ へんかん りょうしょう しんさ けっか で まえ いりょう

けん こうふ う

れいわ ねん がつ にち じてん にんてい かた たいしょう きょういくいいんかい ほごしゃ ふたんがく どくりつぎょうせいほうじん にほん しんこう ちょくせつし

はら かいがい へんにゅうとう ねんど とちゅう かにゅうしゃ かにゅう じてん にんてい かた たいしょう

た せいど どうしゅし しきゅう ばあい しゅうがくえんじょひ しきゅう せいかつ ほご せたい ばあい しゅうがくりょこうひ いりょうひ

どくりつぎょうせいほうじん にほん しんこう きょうさいかけきん えんじょ たいしょう きょうさいかけきん きゅうふ ないよう しょうがいみまいきん およ

しぼうみまいきん

かたみち しょうがっこう いじょう ちゅうがっこう いじょう

とくべつしえんがっきゅう ざいせき ばあい

かたみち しょうがっこう いじょう ちゅうがっこう いじょう

しゅうがくえんじょ しんせいご しんせいしょ ないよう へんこう ばあい しゅっせい けっこん りこん せたいじょうきょう へんこう

た りゅうい じこう

ばあい じどう ふよう てあて しきゅうていし しんせいりゆう がいとう ばあいなど すみ しんせいしょ ていしゅつ

ていしゅつ しんせいしょ しょうめいしょるい しゅうがくえんじょ しんさ しきゅう しよう いがい もくてき しよう

げんそく しんせい さい ていしゅつ しょるい へんきゃく

じじつ りゆう しんせい きょぎ ふせい ないよう あき ばあい しきゅう しゅう

がく えんじょひ ほんらい しゅし いがい もくてき しよう あき ばあい にんてい と け うえ しゅうがく

えんじょひ へんかん

がっこう もう で

しんせいしょ ていしゅつ まえ いちど かくにん

しんせいしょ きにゅう きにゅう あやま しょうめい しょるい てんぷ てんぷ しょるい ふび しょるい ひつよう ぶぶん

しょるい ふび にんてい じゅうぶん かくにん ていしゅつ

といあわ さき

きょういく いいんかい じむきょく がっこう うんえい しえん じむ かんり たんとう

しゅうがくしえん

しょるい ねんど ふる ばあい しんさ けっかつうち おそ

※ 認定後の支給日、支給額は学校によって違いますので、お子さまがお通いの学校へお問い合わせください。
にんていご しきゅうび しきゅうがく がっこう ちが こ かよ がっこう と あ
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