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                                   のご紹介 
 
このパンフレットでは、香川県内に住む方を対象とした高校進学のための奨学金・貸付

金をご紹介します。詳細は、それぞれの奨学金・貸付金を所管する各団体へお問い合わせ

ください。 

 

●高校へ行くための教育費がいくらかかるか、ご存じですか？ 

志望校のパンフレットなどを見ながら、高校進学にかかる教育費を計算してみましょう。 

入学金 円 

授業料 円 

授業料以外の学校納付金（PTA会費、設備費など） 円 

修学旅行・遠足・見学費など 円 

制服費用、体操服 円 

教科書代、学用品など 円 

通学費 円 

クラブ活動費など 円 

総  額 円 

 

●学費の調達が難しい時は、奨学金や貸付金を利用する方法があります 

１ 奨学金・貸付金制度 ※給付ではありません。返済が必要です。 

低所得者世帯を対象とした制度 ひとり親家庭を対象とした制度 遺児家庭を対象とした制度 

○香川県高等学校等奨学金 

○香川育英会奨学金 

○丸亀市入学金貸付制度 

○生活福祉資金（教育支援資金） 

○母子父子寡婦福祉資金 ○あしなが奨学金 

○交通遺児育英会奨学金 

 

２ 給付・補助金制度 ※貸付ではありません。返済不要です。 

○高等学校等就学支援金制度  

○香川県奨学のための給付金制度 

○香川県私立高等学校授業料軽減補助金 

 

 

 

 

香川県内に住む方を対象にした 

高校進学のための奨学金・貸付金 

中学３年生の 

保護者の皆様

へ 

各制度の詳細は次ページをご覧ください 

 
進学予定の高等学校等から、入学時

に制度の案内があります 
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１ 奨学金・貸付金制度一覧（※給付ではありません。返済が必要です。） 

相談・申込窓口 

香川県高等学校等奨学金 香川育英会奨学金 丸亀市入学金貸付制度 

香川県教育委員会高校教育課 

TEL 087-832-3748 

公益財団法人香川育英会 

TEL 087-832-3753 

丸亀市教育委員会学校教育課 

TEL 0877-24-8821 

貸付対象者 

高校生等（保護者が県内在住） 

高等学校、特別支援学校の高

等部、高等専門学校、専修学校

高等課程に在学し、経済的な理

由で修学することが困難な生徒 

高校生 

県内の高等学校等に在学し、優

れた資質を有し、経済的な理由

により学資の支弁が困難と認め

られる生徒 

高等学校等へ入学を希望する

方の保護者または本人（成年者

に限る）で、経済的な理由で入

学金の支払が困難な市民 

借
り
ら
れ
る
額 

入学準備金 

入学時加算額 

高等学校等に入学した月に限

り、毎月の貸付金に次のいずれ

かの額を加算できます。 

[国公立]  20,000 円,37,000円 

[私 立]  30,000 円,57,000円 

－ 

入学金 

高等学校等：17万円以内 

（1回のみ） 

授 業 料 

（月 額） 

次の金額から選択 

(自宅通学の場合) 

[国公立]  5,000 円,10,000円, 

       15,000 円,18,000円 

[私 立]  5,000 円,10,000円, 

       15,000 円,20,000円, 

25,000 円,30,000 円 

[国公立] 18,000 円 

[私 立] 30,000 円 

 

－ 

連帯保証人 

１名必要（保護者） 要（独立の生計を営む者） １名必要（丸亀市民で独自の生

計を営む成年者） 

貸 付 利 子 無利子 無利子 無利子 

手 続 方 法 

[中３のときの予約申込] 

各中学校が定める期限までに、

中学校を通して申込 

 第１次 9月中旬～10月頃 

 第２次 12月中旬～1月末 

[高等学校進学後の申込] 

高等学校等へ進学後、進学先

の学校を通して申込 

高等学校等を通して申込 随時 

ただし、審査及び資金交付まで

には日数がかかりますので、余

裕をもってご相談ください。 

備   考 

所得制限あり 成績、所得制限あり 所得制限あり 

〇予約申込とは、中学３年時に申込ができる制度です。志望校が決まっていなくても申込可能です。 

〇予約申込に間に合わなかった方は、高等学校進学後、進学先の学校を通しての申込となります。 
〇各制度の利用に当たっては様々な要件があります。詳細は各制度の相談・申込窓口へお問合せ・ご相談の上、申

し込みをご検討ください。 
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生活福祉資金 

（教育支援資金） 
母子父子寡婦福祉資金 あしなが奨学金 交通遺児育英会奨学金 

丸亀市社会福祉協議会 

TEL 0877-22-4976 

丸亀市子育て支援課 

TEL 0877-24-8808 

あしなが育英会 

TEL 0120-77-8565 

公益財団法人交通遺児育英会 

TEL 0120-52-1286 

低所得世帯の学生 

学校教育法に規定する高等学

校等に進学する際に必要な入

学金や授業料などに必要な費

用を貸付 

母子・父子家庭の親子 

遺児家庭の学生 

保護者等が病気や災害(道路

上の交通事故を除く)又は自死

(自殺)などで死亡、あるいは著

しい後遺障害のため働けない

家庭の子ども 

交通遺児家庭の学生 

保護者等が道路における交

通事故で死亡、あるいは著し

い後遺障害のため働けない

家庭の子ども 

就学支度費 

５０万円以内 

 

就学支度資金 

（自宅通学の場合） 

[国公立] １５万円以内 

[私 立] ４１万円以内 

私立高等学校入学一時金 

３０万円 

入学一時金 

次の金額から選択 

２０万円,４０万円,６０万円 

※ 高等学校等の１年生入学

後に、希望者に貸付。 

教育支援資金 

35,000円以内 

 

修学資金（自宅通学の場合） 

[国公立]18,000 円以内 

[私 立] 30,000 円以内 

 

[国公立] 25,000円 

[私 立] 30,000 円 

 

次の金額から選択 

20,000 円 

30,000 円 

40,000 円 

原則不要 

ただし、世帯の生計中心者が

連帯借受人になることが必要 

１名必要 

子が貸付を受ける場合は、親

が法定代理人となることが、親

が貸付を受ける場合は、子が

連帯借受人になることが必要

です。 

１名必要（保護者可） １名必要 

通常は保護者 

無利子  無利子 無利子 

随時 

ただし、審査及び資金交付ま

でには日数がかかりますの

で、余裕をもってご相談くださ

い。 

随時 

ただし、審査及び資金交付ま

でには日数（最長２か月）がか

かるため、余裕を持ってご相談

ください。 

【中３の時の予約申込】 

第１次募集 ７月末締切 

第２次募集 12月中旬締切 

第３次募集 ２月末締切 

【高等学校進学後】 

第１次募集 ５月中旬締切 

 第２次募集 ９月末締切 

第３次募集 12月末締切 

※締切は予定です。詳細はホ

ームページなどでご確認くださ

い。 

【中３の時の予約申込】 

 第１次募集 ８月末締切 

 第２次募集 １月末締切 

 

【高等学校進学後】 

 １月末締切 

※締切は予定です。詳細はホ

ームページなどでご確認くだ

さい。 

※ 他制度優先 

香川県高等学校等奨学金や

母子福祉資金などの利用が本

資金より優先となりますので、

それらの利用可否の確認をお

願いしております。 

香川県高等学校等奨学金との

併用不可 

他の奨学金との併用可 所得制限あり 

他の奨学金との併用可 

〇学校や各団体へ連絡・ご相談の上、所定の様式を学校若しくは各団体から取り寄せてください。 

〇申請書類に必要事項を記入し、それぞれの団体が求める必要書類をそろえて提出してください。 

〇この他に各自治体が奨学金制度を行っている場合がありますので、住所地の市町役場にご確認ください。 

また、高等学校が独自に奨学金制度を行っている場合がありますので、学校にご確認ください。 
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２ 給付・補助金制度一覧（貸付ではありません。返済不要です。） 

問合せ窓口 

高等学校等就学支援金制度 
香川県奨学のための 

給付金制度 

香川県私立高等学校授業料 

軽減補助金 

在学する高等学校 
香川県教育委員会高校教育課 

又は香川県総務部総務学事課 

香川県総務部総務学事課 

TEL 087-832-3058 

支 給 対 象 

国公立・私立高等学校などに

在学する方 

生活保護受給世帯又は市町村

民税所得割非課税世帯 

香川県内の私立高等学校に在

籍する方 

世帯の収入要件があります。 

概   要 

授業料に対して月額 9,900 円を

限度として学校に支給。保護者

の収入状況に応じ、支給額が

加算される場合があります。 

国公立・私立・通信制、扶養され

ている子どもの人数等の世帯状

況によって給付額は異なります。 

年額 32,300 円～138,000 円程度 

世帯の収入状況により、授業料

の一部又は全額を免除 

手 続 方 法 

在学する高等学校等に申請書

を提出 

在学する高等学校等に申請書を

提出 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの制度も申請から交付までに時間がかかります。 

ご利用を検討している場合は、余裕を持ってご相談くださ

い。 

また、制度によって交付の時期が違います。次のページに 

各制度のスケジュールを載せているので、ぜひ参考にしてくだ

さい。 
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受験までのおおまかなスケジュール例  
奨学金・貸付金スケジュール（例示ですので、詳細は各申込先へご確認ください。） 

香川県高等学校等奨学金  第１次貸付内定        在学申込 4月～ 

   9月中旬～10 月頃 12月上旬    第２次貸付内定     

        ● 12月中旬～1月末  3月上旬   

   第１次予約申込        ●   ○￥初回振込 

       第２次予約申込     5月末 

香川育英会奨学金             申込 6月 

高等学校進学後に、高等学校等を通して申込           

○￥年２回、前期分、後期分に分けて振込          貸付決定 7月上旬 

母子父子寡婦福祉資金                 

                      

相談・申込は随時（審査及び資金交付に日数がかかるため、余裕を持ってご相談ください） 相談・申込は随時 

○￥申込から送金までにかかる期間は、各福祉事務所により異なります。        

生活福祉資金                 

                      

相談・申込は随時（審査及び資金交付に日数がかかるため、余裕を持ってご相談ください） 相談・申込は随時 

○￥送金は申込から約 1か月後              

あしなが奨学金             在学申込  

第１次予約申込 第２次予約申込 第３次予約申込    1次 2次 3次募集 

                  5月 9月 12月締切 

～7月末 ～12月中旬 ～2月末    ○￥初回振込 6月頃 

交通遺児育英会奨学金             在学申込  

第１次予約申込 第２次予約申込    1月末締切 

                  ○￥初回振込  

4月 1日～8月末 9月 1日～１月末    6月以降   

4

月 

5

月 

6

月 

7

月 

8

月 

9

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1 

月 

2 

月 
3 

月 
高校入学後 

高校等のイベント・入試スケジュール（例示ですので、詳細は各学校へご確認ください。） 

学校説明会           

                   

6月～12月頃           

     文化祭           

 

                  

     9 月～11月           

私立高校     推薦入試 一般入試       

         ■        

        1月上旬 1月中旬～下旬     

公立高校     願書受付 入試 合格発表     

   自己推薦      ◆ ■ ●      
          1月下旬 2月上旬 2月中旬    

          願書受付   入試 合格発表  

   一般入試        ◆  ■ ●  

 

            2月中旬 3月上旬 3月中旬 
            2次募集願書受付 

   定時制            ◆ 
               3月下旬 

             願書受付 

   通信制          ◆  
              3月上旬～中旬 

学校説明会では、学校案内に書かれ

ていない入試情報や学校情報が聞け

ることがあります。参加して情報収

集しましょう。 文化祭に行って学校の

イメージをつかもう。 

定時制高校の 2次募集や通信制高校

の募集があります。 

中学校の先生に聞いてください。 


