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名護市育英会育英資金（一時支援金制度）の利用にあたって

１ 目的

この度、新型コロナウイルスの感染拡大防止等の対策に伴い、保護者の収入減や

学生本人の収入減により、学費・生活費等の確保が難しい世帯が増加していること

を受け、当面の学費・生活費等へ活用いただけるように、名護市育英会では臨時に

奨学生を募集・審査・決定し、対象者へ一時支援金を無利子で貸与します。

２ 申請から返還までの流れ

(1) 募集期間 ※ 令和３年11月 1日～令和４年２月28日

(2) 申請方法 申請に必要な書類（４参照）を揃えて、名護市育英会事務局

あて（本表紙記載住所あて）郵送してください。

(3) 審査・決定 審査後、育英資金貸与（非貸与）決定通知書を郵送

(4) 貸与 手続き終了後速やかに（１回に限る）

※ 手続きが終了した方から随時貸与します。

(5) 返還 卒業の翌月から、半年間据え置き返還開始

（卒業が３月の方は、10月から返還開始）

(6) 完納 完納後、名護市育英会から完納通知を郵送

３ 応募資格

(1) 日本国籍を有し名護市内に1年以上住所を有する者の子弟であること。

(2) 高等専門学校（第４・５学年）・専修学校（専門課程）・短期大学・大学・大

学院に在学し、経済的理由により修学困難であること。

※ 現在、名護市育英資金の貸与を受けている方でも、応募の対象となります。

４ 申請時必要書類

(1) 育英資金貸付願書（様式第１号）

※１ 名護市育英会事務局へ郵送請求、又はホームページから入手してください。

※２ 育英資金貸付願書の保証人については、貸与決定時における誓約書の保証人と

同一人物でなければならないため、保証人と内容等について十分に話し合ってくだ

さい。

「連帯保証人（保護者）」は主たる債務者（奨学生）と同等の立場に置かれます。

主たる債務者と連帯して、返還の責任を負います。

「保証人」は債務者（奨学生）や連帯保証人が返還できなくなった場合、代わっ

て返還していただきます。

(2) 在学証明書

※ 今年度入学した者で、在学証明書の提出が困難な者に関しては、合格証明書の写

しの提出をお願いします。



(3) 住民票謄本（本籍・世帯主記載）

※ 申請者と家計支持者の住所が別の場合は、本人の住民票抄本に合わせて保護者の

住民票謄本を提出してください。

(4) 給与等支払（見込）証明書

※ 保護者（両親）及び同世帯で収入がある方は提出が必要です。

※ 令和3年１月からの収入状況の実績及び今後の見込みについて勤務先より証明を

受けてください。

(5) 保護者（両親）の納税証明書（市県民税・固定資産税）

(6) 完納証明書（国保加入者のみ）

(7) その他会長が必要とする書類

５ 決定通知

提出された申請書類を名護市育英会にて審査し、決定に基づき、育英資金貸与（非

貸与）決定通知書を郵送します。

６ 決定後の手続

必要書類（７参照）を郵送にて提出してください。

※ 重要な書類となりますので、簡易書留での郵送をお勧めします。

７ 必要書類等

以下の書類等がすべて揃っていなければ貸与できません。

(1) 育英資金借用証書（様式第５号）

（育英資金貸与決定通知書と一緒に郵送します。）

※ 印鑑は連帯保証人（保護者）・保証人とも実印を使用してください。

(2) 印鑑登録証明書

※ 連帯保証人（保護者）・保証人とも１通ずつ。

(3) 一時支援金振込先口座届出書

※ 通帳の写しを添付してください。

８ 貸与金額について

30万円、４０万円、５０万円から必要額を選択してください。

９ 貸与日について

必要書類が事務局に到着後、書類に不備がなければ、おおむね10日以内に貸与

します。

お願い

住民票の写しや各種証明書をそろえていただく必要がありますが、窓口等での接触の

機会を減らすため、できる限り自動発行機や郵送等で取得していただきますようお願い

いたします。



10 貸与期間

貸与開始から正規の修学期間

※１ 世帯の収入状況が改善し、修学期間中に返還を開始する場合は事務局へご連絡くだ

さい。

※２ 休学・退学・復学した場合は、必ず事務局へ連絡をしてください。

11 卒業時の手続

卒業届（様式第12号）を提出してください。

（卒業証書の写し又は学校長の証明を添付）

※ 返還が始まる２ヵ月程前に、返還にかかる手続等のお知らせを送付します。

12 育英資金返還猶予制度

奨学生又は奨学生であった者が上級学校へ進学、あるいは疾病等やむを得ない事

情により育英資金の返還が困難となったときは、願出により、相当期間その返還を

猶予することができます。事務局へ連絡をしてください。

13 返還時必要書類

(1) 育英資金返還計画書（様式第６号）

(2) 自動払込利用申込書（ゆうちょ銀行での口座振替用）

※ 通帳印を使用してください。

14 返還について

卒業後、半年間据え置きで、毎月１万円を返還してください。ただし、名護市育

英会の奨学金制度を併用した場合は、期間内（貸与月数に36月を加えた期間内）

に奨学金返還分を合わせて、毎月払いで返還を行ってください。

(例)

※ 申出により繰上返還・一括返還が可能です。期間内に返還が終わらない方や振替不能

が長期になった場合は、法的措置で貸与金の回収を行う場合もあります。

また、本人、連帯保証人（保護者）又は保証人の氏名・住所・その他の事項に変更が

あった場合は、必ず事務局へ連絡をしてください。

返還を滞ると、貸与できる資金が減り、新たに育英資金を必要としている多く

の方々への貸与に重大な支障を来すことになります。育英資金を利用しているこ

とをしっかり認識し、期間内に返還するよう心がけてください。

貸与期間 返還期間

１年 ４年

２年 ５年

３年 ６年

４年 ７年



15 育英資金返還方法

名護市育英会の育英資金返還は、口座振替（ゆうちょ銀行口座のみ）で返還して

ください。振替日は毎月２５日です。前日までにご入金ください。振替手数料は育

英会負担です。

入金が遅れ、残高不足のために振替できない場合は、口座振込か現金支払で速や

かに返還してください。

(1) 口座振込

月末日までに振込をしてください。なお、振込手数料は自己負担です。

※ 口座振込については、領収書は発行しません。

※ 振込人名はご自身の名前の前に貸与番号を必ず入力してください。

（例 7777 ﾅｺﾞ ﾊﾅｺ）

(2) 現金支払

月末日までに育英会事務局窓口にて、現金で支払いをしてください。

※ 領収書を発行します。

※ 平日の８時30分から17時 15分までの受付となります。

16 提出書類一覧

育英資金の申請から返還完了までの間に、次に掲げる事由が生じたときは、それ

ぞれ該当する書類を速やかに提出してください。様式については、事務局までお問

い合わせください。

金融機関 ゆうちょ銀行

口座番号 17070－5595441

口座名 名護市育英会

事由 提出書類 添付書類 備考 参照

申請
育英資金貸付願書

(様式第１号)
在学証明書 他（P.1参照） P.1

決定・貸与
育英資金借用証書証

(様式第５号)

・印鑑登録証明書(保護者・保証人)

・一時支援金振込先口座届出書
P.2

辞退
育英資金辞退届

(様式第４号)
― 貸与停止 ―

卒業
卒業届

(様式第12号)
卒業証書の写し又は学校長の証明 P.３

返還
育英資金返還計画書

(様式第６号)
ゆうちょ銀行自動払込利用申込書 P.３

猶予
育英資金返還猶予願

（様式第７号）

進学の場合は在学証明書

病気等の場合は医師の診断書
返還猶予 P.3

免除
育英資金返還免除願

（様式第８号）
免除理由を証明する書類 返還免除 ―

保証人変更 保証人変更届 新保証人の印鑑登録証明書１通 ―



17 申請から返還までの流れ（フローチャート）

申 請

貸与決定（通知）

必要書類の提出（郵送）

貸 与（おおむね7日以内）

※書類不備がない場合

卒 業

返還開始（卒業から６月経過後）

※ 毎月１万円ずつ

返還猶予（進学等特別な理由がある場合）

※ 申請が必要です。

返還終了

猶予期間終了後、返還開始

完納通知発送をもって終了


