
 

 

年   月   日 
 
福山職業能力開発短期大学校長 殿 
 

 
入学料延納申請にあたって、生計維持者及び本人の資産額等の認定要件を以下のとおり

申告します。 
 
１ 国籍等 
申
請
者
（
本
人
） 

国
籍
等 

日本国     ・     日本国以外 

在
留
資
格 

（国籍が「日本国以外」の人のみ回答） 
永住者 ・ 法定特別永住者 ・ 日本人の配偶者等 
永住者の配偶者等 ・ 定住者 

在

留

期

限 

（在留資格が「法定特別永住者」、「永住者」以外の人のみ回答） 

（西暦）        年      月 
永

住

の

意

思 

（在留資格が「定住者」の人のみ回答） 
 
あり  ・なし 

 
２ 資産額 

             
申請日     年   月   日 

   申請者名 
                    所属科名 
                    保証人名  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
※生計維持者の考え方 

生計維持者については、以下のとおりとします。 
（１）父母がいる場合 ：原則「父母」が生計維持者となります。 
            収入の有無や多寡を問わず、両親がいる場合は両親２名とし、ひとり親の場

合は父または母のみが生計維持者となります。 
（２）父母がいない場合：父母に代わって生計を維持する者がいる場合、当該者１名が生計維持者とな

ります。（父母をなくし、叔父が学生の学費や生活費を支援している場合、そ

の叔父が生計維持者となります。） 
            該当者がいない場合は、学生本人が生計維持者（独立生計）となります。 
（３）社会的養護を必要とする者：児童養護施設等に入所していた者等は、父母の有無を問わず、独立

生計者とみなします。 

申請者と生計維持者

（原則父母）の資産

額（1 万円未満は切り

捨て） 

申請者（あなた） 生計維持者１ 生計維持者２ 

   



 
                                別添６ 説明書類  

 

 

入学料の納付期限の猶予制度（延納）についてのお知らせ 

 

経済的理由により入学料の納付期限の延長を希望される方であって、要件を満たしてい

る場合には、入学料の納付期限を延長することができます。 

つきましては、入学料の納付期限の延長を希望される方は、別添の「入学料の納付期限の

延長について」をご参照のうえ、必要な手続きを行っていただきますようお願いします。 

なお、ご提出いただいた書類を確認した上で、延納の可否を決定するため、申請をされた

方が必ずしも納付期限を延長されるものではありませんので、ご留意ください。 

 

記 

 

（１）別添の案内に記載の必要書類をご提出ください。 

（２）書類の提出の締切は、「入学手続きについて」別紙に記載しています。入学手続期限

までに提出される方は、同封の返信用封筒に、入学手続用書類と同送してください。な

お、個人情報を含むため、必ず簡易書留にて送付ください。 

（３）締切日から 1 週間程度を目途に本学から延納の可否について審査結果を発送します。 

（４）上記（３）の審査結果により、延納が認められない場合には、所定の日時までに入学

料をお振り込み願います。お振り込みいただけない場合は、辞退したものと見なしま

す。 

（５）ご不明の場合は、本紙右下のお問い合わせ先までお申し付けください。 

（６）いただいた個人情報は、入学料の延納申請の審査並びに入学後の入学料及び授業料の

審査以外に使用することはありません。 

 

合格者各位におかれましては、ご多用のところ大変申し訳ございませんが、何卒ご協力の

ほどお願い申し上げます。 

 

 

 

 

○お問い合わせ先 

福山職業能力開発短期大学校 

〒720-0074  

福山市北本庄 4-8-48  

学務援助課学生係 

TEL:084-923-6327  

FAX:084-921-7038 



（別添６ 説明資料の別添） 

 

 

入学料の納付期限の延長について 

 

１ 入学料納付期限の延長（猶予）の対象者 

来年度に入学予定の方のうち、経済的な理由により入学料の納付期限の猶予（※1）

を希望する方であって、別紙「入学料延納申請の認定要件について」に記載の要件を満

たす方。 

（※1）入学料納付期限の猶予については、減免申請に必要な期間について、入学料の納

付を５月１４日までいったん猶予させていただくものになります。納付期限を５月

１４日まで猶予された方が入学料、授業料の減免申請を行う場合は、減免審査結果

が判明するまでの間について、納付期限が更に猶予されます。 

なお、減免審査の結果、入学料減免が認められなかった、または入学料の免除が

一部認められた場合には、更に猶予された期限までに入学料を納付して頂くことに

なります。 

 

 ２ 延納申請書の提出等 

入学料の納付期限の猶予を希望する方は、「入学手続きについて」別紙に定める期限

までに以下の書類を提出してください。なお、２０２１（令和３）年１月１日以降、家

計が急変した等により、急変後の状況が課税（所得）証明書に反映されていない場合は、

予め本学にご連絡のうえ、⑥及び⑦の書類も併せて提出してください。 

 

通常の場合 

①「入学料延納申請書」（様式１） 

②申請者本人及びその生計維持者（※2）の住民票 

③申請者本人及びその生計維持者の直近の課税（所得）証明書 

④資産等申告書（別添） 

⑤外国籍の学生については、在留カード又は特別永住者証明書の写しなど、在留資

格や在留期限が明記されているもの 

 

家計急変の場合（追加して必要な書類） 

⑥家計が急変したことがわかる証明書類（別添参考資料参照） 

⑦家計急変の事由が発生した後の該当者の所得を証明する書類（事由発生前１か月

分の給与明細及び事由発生月以降、申請書提出時における直近の給与明細のすべ

て（賞与や退職金も含む））。自営業等により給与明細が提出できない場合は、帳

簿等の写しを提出してください。 

    なお、家計急変による入学料延納を考えている方は、一度本学へご相談ください。 

 参考資料「家計急変の事由に係る表」の書類をご提出いただきます。 

 

    （※2） 生計維持者の定義については、別紙「入学料延納申請の認定要件について」を

ご覧ください。 



（別添６ 説明資料の別添） 

 

 

（※）家計が急変する事由が生じたことにより、世帯の収入減少していることが前提です。

収入減少を伴わない家計支出が増加した場合は、家計急変の事由に該当しません。 

 

 ３ 延納の承認（納付期限の猶予） 

    本学は延納申請書を受理後、審査の結果、要件（※3）を満たしていると認められた場

合は、「入学料延納承認通知書」を申請者あてお送りします。 

（※3）別紙の「入学料延納申請者の要件について」に記載の要件を指します。 

 

 ４ 延納が承認された（納付期限が猶予された）場合の納付期限について 

延納が承認された場合の納付期限は入学年度の５月１４日とします。 

 

 ５ 延納が不承認となった場合の納付期限について 

   延納申請書を受理後、審査の結果、要件（※3）を満たしていないと判断した場合は、

「入学料延納不承認通知」を申請者あてお送りします。 

   延納が承認されなかった場合の納付期限は通常と同一になります。 

 

 ６ 延納を承認された（納付期限が猶予された）方が入学を辞退する場合の取扱い 

   （１）推薦入試の合格者 

      「入学手続きについて」２の（１）に定める手続きに従い、「入学辞退申出書」を提

出してください。 

   （２）一般入試（追加募集合格を含む）の合格者 

      合否通知に同封する「入学辞退申出書」を、併せて通知する期限必着で本学に提出

してください。 

 

入学辞退の手続きが所定の期限までに完了しない場合は、入学者として取り扱い、入

学料及び授業料の納付を求めます。 

 

７ 家計急変を事由とした延納申請の場合は、上記の取扱いと異になります。該当する方

は個別にご相談ください。 



（別添６ 説明資料の別添の別紙） 

 

 

入学料延納申請の認定要件について 

 

１ 認定要件について 

  次の（１）～（２）のいずれにも該当する必要があります。 

（１）国籍・在留資格等に関する要件 

次のア～エのいずれかに該当する者。 

ア 日本国籍を有する者 

イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法（平成三年法律第七十一号）に定める特別永住者として本

邦に在留する者 

ウ 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第二

の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって

本邦に在留する者 

エ 出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に

在留する者であって、将来永住する意思があると学校の長が認めた者 

※留学生（「留学」の在留資格を持つ者）については今回の支援措置の対象

にはなりません。 

 

（２）家計の経済状況に関する基準 

次のア及びイに掲げる、収入及び資産の基準を満たすこと。 

 

ア 収入に関する基準 

学生等及びその生計維持者のそれぞれの課税（所得）証明書にある「市町村民税

の所得割額」を合算した額（減免額算定基準額）が以下の基準額未満であること。 

〔基準額〕 51,300 円未満 

 ただし、地方自治法第二五二条の一九の指定都市が発行する課税（所得）証明書

により申請があった場合は、市町村民税の所得割額に対して４分の３を乗じた額を

用います。 

 

 → この条件に満たない場合は、家計急変時を除いてご申請いただいても延納は

認められません（不承認通知を送付します。）。 

 

イ 資産に関する基準 

学生等及び生計維持者の保有する資産の合計額が、以下の基準額に該当すること。 

〔基準額〕 

生計維持者が２人の場合 ： 2,000 万円未満 

生計維持者が１人の場合 ： 1,250 万円未満 



（別添６ 説明資料の別添の別紙） 

 

なお、ここで言う資産とは、次のものであることに留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 「生計を維持する者」の定義の概要 

学生等の「生計を維持する者」に該当する者については、次の整理により判

断すること。 

i)父母がいる場合 ・・・父母が生計維持者となる。（収入の有無・多寡を

問わず、両親がいる場合は両親（2名）が、ひとり親の場合は父又は母

のみが、生計維持者となる。） 

ⅱ）父母がいない場合 ・・・父母に代わって生計を維持する者がいる場

合は、当該者が生計維持者となる（例えば、父母を亡くした後、叔父

が学生等の学費や生活費を支援している場合は、その叔父が生計維持

者となる）。該当者がいない場合（独立生計の場合）は、学生等本人が

生計維持者となる。 

ⅲ）社会的養護を必要とする者（児童養護施設等に入所していた者等）の

場合・・・父母の有無を問わず、独立生計と見なす。 

  

資産 資産の内容 

現金 
金融機関に預入していない現金の蓄え 

（仮想通貨、電子マネー、郵便切手、収入印紙、小切手等を含む） 

預貯金 

普通預金、定期預金等 

※ 貯蓄型の生命保険や学資保険等は含まない。（ただし、財形貯

蓄や、満期・解約等により生じた満期保険金や解約返戻金等は

資産として計上する。） 

有価証券 株式、国債、社債、地方債等 

投資信託  ― 

貴金属等 
投資用資産として保有する金・銀等（延べ棒） 

※ 宝石（指輪等）は含まない。 



〇入学料に係る延納申請と入学料及び授業料に係る減免申請、納付期限等との関係について

【入学料納付期
限】

授業料等減免申請
をする

授業料等減免申請
をしない

授業料等減免申請
をしない

授業料等の納付期
限を減免可否決定
まで猶予

入学料を5/14まで
に納付

授業料を4/30まで
に納付

2/3免除
1/3免除
減免不可

全額免除
2/3免除
1/3免除

減免不可

減免可否決定後速
やかに納付

入学料は還付される
（一部免除は授業料
について速やかに納

付）

減免可否決定後速
やかに納付

入学料及び授業料の
減免申請をする

６月
【入学料及び授業
料減免可否決定】

全額免除

入学料の延納申請をする

延納承認 延納不承認
入学料の延納申請をしない

通常の支払期限までに納付

【入学料延納申
請】

４月末まで
【授業料等減免申

請】

（参考資料２）


