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岐阜市では新型コロナウイルス感染症への対策として、全ての公立保育所に一人一台のお昼寝用ベッ

ドを9月末までに導入します。お昼寝用ベッドは、床との間に1000ほどの隙間があり、通気性がよく、水

洗いもできるため、衛生面に優れています。また、一人一台利用することで、園児同士の距離を保つこ

とができます。その他にも、手洗い場の蛇口の自動水栓化、対面での食事を避けるための園児用机の整備、

おもちゃ用殺菌ロッカーの配備など、感染症対策を進めています。保育所に保護者が安心して子どもを

預けられるよう環境を整えていきます。顕子ども保育課〆214-7825 爛連記寺泊面に掲載
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広報ぎふ 合印2(2020)年9月15日号 瑞責e

新型コロナウイルス感染症関連情報(。/4時点)

○やっぱ岐阜やて! ``対象店舗で最大20%’’

たんと戻るよキャンペーン
市内の対象店舗(公共サービス、病院、調剤薬局、金券ショップなどは除く)

でQRコード⑤によるキャッシュレス決済を利用した市民などに対し、利用額の

最大20%をポイントなどで還元します。

◆期間10月1日㈱へ31日出 ◆対象のキャッシュレス決済 PayPay(ペイ

ペイ)またはau PAY(エーユーペイ) ◆還元率 最大20% ◆付与上限1回

あたり1,000円相当/期間中10,000円相当 ※対象店舗などの詳細は、順次、

市ホームぺ-ジでご案内します。固産業振興・企業誘致課〆265-3989

○水道料金・下水料金の支払いを猶予
新型コロナウイルス惑染症にり患されたり、新型コロナウイルス感染症の影

響により収入が大幅に減少したなどの事情で、水道料金・下水料金の納付が困

難となった人は、支払いの猶予を受けられます(対象料金、猶予期限を拡大し

ました)。詳しくはご相談ください。

◆対象料金 令和2年3月検針分一令和3年2月検針分(納付済みは除く)

◆猶予期限 奇数月検針の人:令和3年5月26日鞠、偶数月検針の人:令和3

年6月28日偏) ◆申請期限 令和2年12月28日帰)

固上下水道料金センター〆266-8835

○新型コロナウイルス感染防止の

ために「基本を徹底」しよう!
市民の皆さんへ

○

★「人との距離の確保」、 「マスクの着用」、 「手洗い」、 「3密を避ける」 ★毎日

の体調自己チェック!体調不良の時は、 “外出しないか ★感染リスクの高い場

や行動は、 “避ける" ★感染拡大エリアへの往来を“避ける’

事業者の皆さんへ

★感染防止対策の再徹底 業種別ガイドライン、県行動指針の遵守 ★お客さ

まを守る、従業員を守る、自らの事業を守る ★withコロナステッカーを貼

って注意喚起

岐阜市公式インスタグラム

第5回「ギプスタ! 」フォトアワードを開催
子ども連れで利用しやすいお店やよく行く公園、図書館、教育施設

など、お出かけスポットの魅力が伝わる写真をインスタグラムで投稿してください。

◆テーマ 子育て世代の活用スポット ◆応募期間10月9日闇まで ◆審査・賞

審査期間: 10月中旬一下旬 結果発表: 11月上旬 賞:グランプノ(賞品は長良川

温泉ペア宿泊券(1泊2食))1人、優秀賞(図書カード5,000円分)3人 ◆応募方法 ①

岐阜市公式アカウント「ギフスタ! (@gifusta)」をフォロー ②岐阜市内で写真を撮

影 ③インスタグラムで写真を選択 ④#gifusta. ♯岐阜市子育て、撮影 回

場所などを入力して投稿 ※詳しくは「ええとこたんと岐阜市ウェブサイ

ト」をご覧ください。固広報広聴課〆214-2001 詳しくはこちら⇒

○ぎふし新型コロナウイルス感染症

対応資金
新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げなど

が減少している中小企業者に対し、事業継続や経営の安定

を図るための融資制度があります。実質無利子(当初3年

間) ・無担保・据置期間最大与年の融資が利用できるほか、

信用保証の保証料を半額もしくはゼロとします。

◆対象者 セーフティネット保証4号・ 5号、危機関連保

証のいずれかを活用し、次の要件を満たす事業者

売上高▲5% 売上高▲15% 

個人事業主 
保証料ゼロ・金利ゼロ (事業性あるフリーランス含 

む、小規模のみ) 

上記を除く小・中規模事業者 保証料1/2 
保証料ゼロ・ 金利ゼロ 

◆補助上限額 4,000万円

◆補助期間 保証料は全期間、利子補給は当初3年間

※条件変更に伴い生じる追加保証料は事業者の負担となり

ます

◆融資利率 年1.1 %(4号認定または危機関連保証(6項)扱

い)、年1.3%(5号認定扱い)

◆融資期間10年以内(うち据置期間与年以内)

◆申込先 市内金融機関の本・支店

※ご利用には金融機関・岐阜市信用保証協会の審査が必要

固労政・経営支援課〆214-2358、岐阜市信用保護協会〆

265-461 1 、制度取扱金融機関

O 「サイクルフェスティバル202飢中止

11月に開催を予定していた「サイクルフェスティバル

2020」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止

します。固競輪事業課〆245-3161

カナダとのホストタウン交流プロジェクト

市は、県と共同でカナダを相手国としてホストタウンに登録さ

れています。カナダの陸上競技、パラリンピック陸上競技の選

手は2021年の東京オリンピック・パラリンピックの際に市内で

事前合宿を行う予定です。このたび、県が公式SNSを開設し、カ

ナダに関する情報を配信しています。今後はカナダの陸上競技

の選手に関する情報の配信や、カナダ陸上競技連盟とのSNS上で

の相互交流なども行う予定ですので、ぜひフォローを

お願いします。圃国際課ホストタウン推進室〆265-

4141(内線6375) 詳しくはこちら⇒

◎広報ぎふ9月1 5日号に掲載の記事は、 9月4日時点の情報で作成しています。新型コロナウイルス感染症の影響により掲載記事の内容が変更となる場合があります。
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場 所 金華公民館

日 時 10月1白く第1木曜日)

健康相談 受付時間午前9時30分̃1 1時

雄庫もミ十一

がん検診をう昨春しょう 

今回の折楽し軸
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いきいきサロン
壁墓堅塁墨

こ三⊃

サロンの会場が公民館のほかに襟の雷加配でも聞
かれ奮います。

地境の皆さんが楽しく交流する塘噺でも誰でも
気軽に参加できます。

圏四囲
社会福祉協議会金華蜜醸



日 時令和Z年i〇日雪目(且)

午後書:OO-3:OO

晦師金華公民館(寮富・第Z会議室)

講師中市民健康センター・釜塘実員先生

費用無料

で惑・守蓬。 。.

内容

*骨密度・握力・拳の他測定

*登場美甘先生の相談室

※ご希望のある方の軸です

※コロナウイルス感染防止のため、 3密回避をして行いますので人数制限をいたします。

お問い合わせは金華公民館まで連絡下さい。

※コロナウイルス感染防止のため、検温、マスク着用、手指の消毒をお願いいたします。

※受付時に骨密度測定順の番号札をお渡ししますが、測定は1時0〇分からの開始となります。

※骨密度・体脂肪を測る予定の方は塞星になれる服装でお越し下さい。

金華梱入会 女性学織

金華公民館:冊o58-曇ら5- 7雷〇番(胃細目一土曜日:午前中)



金華地区
禽細雪諾醇が九・籠撥検診のご繋腕

新型コロナウイルス惑染拡大防止のため、急速中止または延期となる可能性があります。

公民館・コミュニティセンター等で受診する検

肺がん・結核検診 受付時間:午前9時30分へ11時30分
検診内容 自己負担額 対象年齢 検診日 検診会場(※) 

予納的 胸部エックス線撮影 無料 40歳以上 

11月27日(金) 12月14日(月) 

金華公民館 

l月21日(木) 2月4日(木) 

長良川防災・健康ステーション *長良川防災・健康ステーションは、 肺・胃・乳セット検診。午前中のみ。 2項目以上からのお申し込み。 

完ゝくたん細胞診検査 

亨胸部エックス線撮影受診者のうち、l日平均喫煙本数×喫煙牢数が600以上で 

:たんが3日間連続して出る人のみ受診できま ` 

す。 自己負担額:500円 対象年齢:50歳以上 

i 

胃がん検診 受付時間:午前9時一10時30分
検診内容 自己負担額 対象年齢 検診日 検診会場(蒸) 

予約郭 宮部エックス線撮影 
1,000円 40歳以上 

11月18日(水) 金華公民館 

l月21日(木) 2月4日(木) 

長良川防災・健康ステーション 

(バリウム検査) 

*長良川防災・健康ステーションは、 肺・胃・乳セット検診。午前中のみ。 2項目以上からのお申し込み。 

乳がん検診 受付時間:午後l時一芸‡二二分※3時までに嚢霊(9月̃)
検診内容 自己負担額 対象年齢 検診日 検診会場(※) 

〇一・・ マンモグラフイ 
1,000円 

40歳以上 

12月23日(水) 金華公民館 

1月21日(木) 

長良川防災・健康ステーション 

(乳房エックス線 (女性のみ) 

*長良川防災・健康ステーションは、 肺・胃・乳セット検診。午前中のみ。 2項目以上からのお申し込み。 

撮影) 2月4日(木) 

セット検診-「肺・胃・乳」がん検診を同時に受診できます-

【日程】令和3年1月21日(木)・2月4日(木) 【受付時間】午前9時0〇分-1〇時3〇分

【会場】長良川防災・健康ステーション 【料金】受診するがん検診の自己負捉額の合計

※2項目以上からのお申し込みとなります。

★対象者:岐阜市に住民登録がある、対象年齢の人
★肺がん・胃がん検診は「1年にl回」、乳がん検診は「2年に1回」を目安に受診しましょう。

★他の会場の日程は広報ぎふや、岐阜市ホームページ等でご確認ください。
★生活保護世帯の人は無料です了l受診する前に市民健康センターにお問い含ねせください

申込み先:岐阜市中

〆
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重
§
-
、
.

※【検診会場住所】

金華公民館

(6月15、

センター 電話
始)先着膜です

岐阜市大工町1

長良川防災●健康ステ‾ション岐阜市早田字北堤外地内」
金華自治会連合会・社会福祉協議会金華支部・中市民健康センター



検診名 検診内容 自己負担額 対象年齢 実施期間 

大腸がん検診 
便潜血検査 2日法 

400円 40歳以上 6月へ2月 

子宮がん検診 
子宮頚部 (休部)細胞診 

子宮頚部細胞診検査 

2,000円 子宮頸部十子宮体部細胞診検査 (医師が必要と認めた場合のみ) 

3,500円 

20歳以上 (女性のみ) 

7月∴2月 

★大腸がん検診は「1年に1回」、子宮がん検診は「2年にl回」を目安に受診しましょう。

★生活保護世帯の人は無料です。受診する前に市民健康センターへお問い合わせください。

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次のことをお願いいたします。
:二一・■

① マスク着用の上各種がん検診にお越しください。

②次の方は各種がん検診の受診を延期してください。
【当日】 ・発熱がある人

・咳、くしゃみなどの呼吸器症状がある人

【2週間以内】 ・新型コロナウイルス感染症の患者やその疑いがある患者(上記症状にて医療機関

受診中の人を含む)との濃厚接触歴がある人

③実施期間が変更となる可能性があることをご了承ください。事前に広報ぎふや岐阜市
ホームページ等でお確かめください。

肺がん"結核検診(胸部エックス線検査)のススメ

こ 結核は過去の病気ではありません。

…
岐阜市で結核にかかる人は全国平均より多く、

…
患者の約7割が60歳以上です。

… 結核の早期発見のためにも検診を受けましょう。
●

農

登等聖豊年空誓書梨某社聖堂平準聖嘩∃兜聖霊Y.善玉…

問い合わせ先:岐阜市中市民健康センター
(電話) 058賀252-0632 平日 8時45分一17時30分

1



令和2年度

捻挫が蜘
いつも共同募金にご協力ありがとうございます。

今年も10月1日から赤い羽根共同募金運動が
始まります。

胸にさわやかな赤い羽根は「たすけあいの心」
のシンボルです。

どうか本年も県民の皆様の温かいご協力を心か
らお願い申し上げます。

社会福祉法人岐阜県共同募金会長

日比野昭

可竃
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憂ちゃんと奈良ん

金言了1′

37O,893,OOO円
●赤い羽根真金

●韓来たすけあい募金

・地域歳末たすけあい募金

・ NHK歳末たすけあい募金
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29e,721 ,〇〇〇円

74,172,〇〇〇円

60,939,〇〇〇円

13,233,〇〇〇円

今年もみなさまのg協力盲

お願いします
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喜合和元年度共同募金配分結果 昨年の善意はこのように使われていますo (単位:円)

赤 しヽ 

1.福祉施設の改修や修繕、作業訓練等のための機器整備事業へ(36施設) 46,e14,〇〇〇 

①高齢者が利用する福祉施設へ(2施設) 1,948,〇〇〇 

②陣がいのある方々が利用する福祉施設へ(28施設) 33,224,〇〇〇 

③ひとり親の家族や子どもたちが利用する福祉施設へ(6施設) 11,442○○○○ 

2.社会福祉関係団体、更生保護施設・団体が行う各種活動などへ(23団体) 4,030,○○0 

3.ボランティア団体・NPO法人が行う福祉サービス活動のための機器整備事業などへ(4団体) 3,237,〇〇〇 

4.社会福祉協議会などが行う地域福祉活動へ(与6施設・団体) 181,919,3与4 

①高齢者のための活動(ひとり暮らしの方の見守り訪問、ふれあい交流事業、介護機器の貸出など) 32,928,○○与 

②陣がい児・者のための活動(健常者とのスポーツ交流、広報紙等の音訳・点訳サービス事業など) 与.746,245 

羽 ③児童・青少年のための活動(福祉体験学習、子育てサロン、こども食堂の運営支援など) 20,188,896 

根 ④課題を抱える人々のための活動(被災者や生活困窮者、長期入院をされてる方などを支援する事業) 1,167,274 

募 金 

⑤住民の福祉全般のための活動(ボランティア養成講座、福祉活動PR事業、心配ごと相談事業など) 107,301,894 

⑥ボランティア活動や子育て支援活動に必要な機器・遊具等の整備事業 1,472,〇〇〇 

(り地域の安I工手安全を守るための防犯・防災活動 2,798,〇〇〇 

⑧在宅福祉サービス活動に使用する車両整備事業 4,182,〇〇〇 

(⑳軽度の認知症高齢者や知的陸がい者などの自立した生活を支援する活動 1,399,〇〇〇 

⑲高齢者の閉じこもりを予防するためのふれあい・いきいきサロンの普及活動 3.49与,〇〇〇 

⑪ひきこもりの人たちの居場所作りやこども食堂の支援など地域から孤立をなくすための活動 1,241,040 

与.大規模災害発生時における福祉施設の復旧事業や災害ボランテイカ言動支援のための積立金 10,900,〇〇〇 

(●曹

赤い羽根募金 配分観
賞士卒 墨霊 ∴∴’ご.∴∵雪上千言∴

∴ 

歳 末 

1.市町村地域歳末たすけあい援助事業(214件) 与6,177,1与7 

①高齢者のための事業(ふれあいサロンの開催、高齢者世帯へのあせろ料理配食サービスなど) 29,326,3与1 

②陸がい児・者のための事業(施設でのクリスマス会・新年会等年末年始行事の開催など) 8,2「1,778 

③子どもやひとり親家庭のための事業(子育てサロンの開催、ひとり親家庭児童進学支援など) 6,516,370 

た ④支援を必要とする世帯など課題を抱える人々のための事業(経済的困窮世帯への支援金の贈呈など) 与,236,692 

す け あ い 

⑤住民の福祉全般のための事業等(ボランテイカ舌動支援事業、広報啓発事業など) 6,885,966 

2.NHK歳末たすけめい配分事業(311施設) 1与,169,〇〇〇 

①福祉施設が行う年末年始のふれあい交流行事や作業・訓練等に必要な機器整備事業 9,6「8,〇〇〇 

募 金 

②児童福祉施設の児童・生徒の進学や就職に係る経費支援事業(特別配分) 3,280,〇〇〇 

③陸がい児者福祉施設の利用者の福祉向上を図るための設備・機器整備事業(重点配分) 1,771,〇〇〇 

④児童福祉施設の利用者の福祉向上を図るための設備・機器整備事業 与○○,〇〇〇 

歳末たすけあい募金 配分額 71,346書幅 

ー配 ∵∴翁に∴-総 額

■令和元年度の共同募金会の収入・支出総括表音
収入の部 支出の部 

区 分 金額(円) 区 分 金額(円) 

1.共同募金収入 363,347,412 「.共同募金配分金 318,046,与1「 

(「)赤い羽根募金収入 293,3与「,633 (1)赤い羽根募金配分金 246.7○○,3与4 

(2)歳末たすけあい募金収入 69,99与,779 (2)歳末たすけあい募金配分金 71,346,157 

2.前年度配分剰余金等繰入金 8,189,18与 2.募金運動推進費等 与7,274,〇〇〇 

3.災害等準備金取崩収入 7,184,0「8 (「)県共同募金会運動推進費等 21,1与0,186 

4.公益資金推薦業務受託金収入等 240,〇〇〇 (2)県共同募金会職員給与諸手当 19,92与,814 

5.指定寄付金審査事務費繰入金 23,17与 (3)市町村運動推進費 16,「98,000 

6.預金利息収入 9,616 3.中央共同募金会分担金 2,084,175 

7.運動準備金 21,617,424 4.次年度運動準備金・配分予備費 23,206,144 

合 計 4○○,610,83o 合 計 4○○,610,8雷o 
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寒蜘鞄事典純量胸
● 実施期間10月1日へ12月31日 ●

護憲57,028,700円
・-さまざまな募金連動・-

′戸別募金

′職域募金

地域の自治会(各家庭)にご協力

をお願いする募金です。

企業等で働いている従業員の
皆さんが行う募金です。

′法人募金

〆街頭募金

法人の社会貢献の一環として
ご協力いただく募金です。

ボランティアが街頭に立って呼び

かける募金です。

ー赤い羽根自動販売機設置場所募集中一

日常生活のなかで、じぶんの町を良くするための“募金’’につながる取

り組みです。設置にご協力いただいた企業・法人様や飲料メーカーから

売り上げの5%をご寄付いただきます。

身近な方法で募金につながる自動販売機を設置していただける方を募集

しています。

ご関心ある方はご連絡ください。

設置にあたってお願いすること

★設置スぺ-スと電源の確保

★電気代の負担(約2,000円/月)

/一一へ、へへ
/設置することによって

社会貢献も果たします!

岐阜市内には…

○岐阜県福祉・農業会館

○アクティブG などに設置されています。 ▲赤い羽根自動販売機

ー募金箱設置場所募集中へ ;■音喜塙/宰

店頭やレジ横、事業所の受付などに募金箱を設置し、お客様

や取引先の方々に、広く募金を呼びかける取り組みです。

ご関l己lある方はこ連絡ください。

共同募金Iこ関する情報Iま・ ‥ WWW.akaihane・Or・jp園屯
共同募金会岐阜市支会 TEL:255-551 1 FAX:255-5512 (中央共同募金会のホームぺ-シですo)
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ネットを通じての募金も
受付けています。

(クレジットカード、コンビニ払い等)

▲ネット募金

QRコード

田圃田園田圃弼副圏匿四囲園田園田⑥

母1自分の住んでいる町を良くするための募金です。

帝「陸がいのある人、子ども、高齢者」や「ボランティア活動」などの支援に
役立てられます。

ヨ災害のときは、 「災害ボランティアセンター」の運営に使われます。

令和2年度に集まった募金は、令和3年度に配分される計画募金です。

岐阜市内に的60%配分され、約37%は岐阜県内の福祉施設や団体へ

の助成へ、また3%は災害等準備金として積み立てられています。

ゝ
鱒
蘭
溺
躍
顕
溺
躍
溺
願

【陸がい児者福祉施設】

ひきえ事業所

作業訓練環境整備に係るボイラーの設置

ポップコーン

スポーツマット購入事業

【保育所】

岩保育園

園庭遊具の購入事業

【N PO法人運営施設】

ピー・カンパニー

障害者支援施設の授産活動に係る備品整備事業

【ボランティア団体】

ぎふ難聴者協会

要約筆記による情報保護活動に必要なOHC等

機器整備事業

【地域の福祉へ】

岐阜市社会福祉協議会

社協支部が中心となり市内各所で開催されて

いる、ふれあい・いきいきサロンなどの事業

配分を受けた施設から寄せられた

「ありがとうメッセージ」をご紹介します

共同募金配分団体施設/社会福祉法人あしたの会 ふくろうの家
→共同募金配分事業,∴作業用オーブン更新事業(令和元年度実施)

共同募金を通じた皆様の温かいご支援により、クッキーやケーキを焼くオーブ

ンが整備できましたことに、深く慰謝申し上げます。

1 6年間使い続けてきたガスオーブンは温度センサーが不調で、レシピ通りに設

定しても焼け過ぎたり逆に温度が上がらなかったりということが度々あり、焼き

担当の職員や利用者さんの「経験」と「勘」に頼った状態が数年続いていました。

今回、新しいオーブンになったことで温度も安定して、均質な商品を焼いて皆

さんにお届けできるようになりました。生産効率も上がり、利用者さんの工賃アッ

プにもつながります。本当にありがとうございました。

共同募金配分団体施設/社会福祉法人宝都会 大泊こども園
共同募金配分事業///門扉整備事業(令和元年度実施)

以前は簡易的な網型のフェンスで、老朽化のため

一部に破損もあり修繕して使用していましたが、新

たな門扉を整備することで、園内で安I亡ルて保育生

活ができるようになりました。

皆様のあたたかいご支援ありがとうございました。

▲ガスオーブン

▲整備前 ▲整備後
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私のま
一手をつなごう誰もが安心して

lきど心豊かに暮らせ

地域の課題や目標に合わせた活動を推進するため、地域ごとの中長期的な計画として「地区地域福

祉活動計画」の策定が進められています。

良美芯地は地域鱒録画‖機外貫

みんなが安心して暮らせるまちづくり

地域棺祉蒲勤評商の純せくこあたって

少ふき●寄食あ○○〃○○さいでilら方カ、置●豊嶋爪Il 年賀す、 l細多重

●京i徽章農事ケ書です、書手、 ◆●●章重心●寄二としこ′〇、 ‾人事らし

の○○軍書●〇千〇嘉●青ハブ予のt●寄書十重十〇を子ら二二が千〇▲賀意十

ニケ亘り小峰賦iこあ1 「∴暮凹め●iニl章か○○l重代が丁●教思し`存り 全章手書

筈霜錠言霊詰㍗荒業霊:纂●‡語こ嵩
費●●録音職こ●●◆入る筆葛伯tタブン具ナ▲ぐ着後していく`○○あり

重で.事うし仁義捜鴬のいて 曾○して事I)章も書l.づくり`めざし ◆●●)○

○暮○●○○置9〃青身●徽章に十〇年め 章○○置調書●裏し暮し王
」の青〇億、量●章"原′〇〇〇「つき"能義〇二」賀●もとに細い一書t●に

「1て○鶴〇〇を●★あく農事し 億○○i〇〇〇寄l ∴宣子●いき調書●置り

みんなが安心して暮らせるまうづくり
今後、高齢化、核家族化が進むことにより-人暮らし高齢者及び高齢者のみの

世帯がますます増加することが予想されます。このような状況にあって、 2025

年には団塊の世代が75歳以上となり、要介護状態となっても住み慣れた地域で

豊かな暮らしを最後まで続けていきたいという要求が高まってきます。そのた

めに、日々の生活、災害時の避難行動支援などが一体的に提供される地域包括

ケアシステムを実現していく必要があります。この計画は長森北地区の課題や

地域住民のニーズをもとに住民相互の見守り・支え合い活動の促進を図り、健

康でいきいきとした生活ができる福祉社会の実現を目指すものです。

▲餅つき大会 ▲ふれあいいきいきサロン

教育支援資金は、学校教育法に定められた高等学校、大学などへの就学や入学に必要な経費に

ついて、他の貸付制度を利用することができない低所得世帯を対象とした貸付制度です。

※他の貸付制度とは・ ‥日本学生支援機構や日本政策金融公庫、母子父子寡婦福祉資金、

岐阜県選奨生等奨学金、岐阜市育英資金など教育に関する貸付制度。

◆教育支援資金の種類及び貸付内容

資金種類 貸付上限額 貸付期間 償還期限 

教育支援費 

次の学校に就学するのに必要な経費 

最短修業年限が貸付期 間です。留年の期間は 対象になりません。 

償還期限は原則として (授業料、通学定期代等) 

高等学校 月額35,000円以内 10年以内です。 
高等専門学校 月額60,000円以内 ※卒業後、据置期間 
短期大学 月額60,000円以内 (6ヶ月以内)を経 
大学 月額65,000円以内 

過した後、償還(月々 の分割返済)が開始 

就学支度費 
上記学校への入学に際し必要な経費 
(入学金、教科書代、制服代等) します。 

500,000円以内 

※就学または入学にあたって必要と認められる経費から、自己資金や就学支援金制度等で対応できる金額を除いた不足分が申込み可能
な金額となります。また、すでに支払った経費や納付期限を過ぎている経費は貸付できません。
他にも条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

◆貸付利子 無利子

お問い合わせ先 生活相談課 生活相談係 丁E」255-5511
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