950万

960万

1030万 1070万

1090万

118,800円

298,632円

7.00%

国 と県の支援で
授業料無償化は一挙拡大

そこで政府ではこれからの未来

を担う若者の可能性を育てられ

ることから︑授業料と入学金の

41

なる部分があるので︑
こちらもしっ

が︑在校生の場合︑新入生と異

（注）
政令指定都市の場合、
「課税標準額×６％−市町村民税の調整控除額×3/4」
※申請については、入学された高校へお申し込みください。入学された高校の授業料の金額が補助限度額となります。

万２８００円

父母負担額 101,564円

平均授業料年額

補助額 100,000円

課税標準額×６％−市町村民税の
調整控除額
（注）
が270,300円未満
の世帯

までの補助を受けられる制度に

年収840万円未満程度

入学納付金補助も制度拡充に

父母負担額 1,564円

かり確認しておきましょう︒

補助額 200,000円

課税標準額×６％−市町村民税の
調整控除額
（注）
が212,700円未満
の世帯

20

39

変わりました︵２０１９年 度 補

年収720万円未満程度

10

助額上限は 万８４００円︶
︒２

（参考年収：父母合算）

万円︑８４０万円未満の世帯

県入学納付金補助額と父母負担の年額

保護者等の所得基準

伴い︑７２０万円未満での世帯に

に 万円を給付︒さらに非課税

■入学納付金補助［私立高校平均入学納付金 201,564円］

０１９年度まで世帯年収３５０〜

に自己負担額が増える仕組みで

度も用意されています︒

世帯を対象とした奨学給付金制

※表はあくまで参考年収を表したものです。該当されない場合でも、
まずは愛知県庁のHPを確認してみてください。

７２０万円程度の世帯は段階的

償化されることになりました︒

したが︑一気に授業料が実質無

〈 解説 〉
両親が共働きで、中学生と高校生の子ども二人がいる家庭の場合、
世帯年収が810万円までは412,800円
（国及び愛知県の補助額の
合計）
の補助を受けることができ、
保護者の負担は4,632円となります。
愛知県ではおよそ半分の世帯が上記の補助の対象となっており、手
厚い支援で子どもたちの可能性を広げています。

企画・制作／中日新聞広告局

全国平均より低い愛知私学の学納金
私立高校
（全日制）
の学納金の生徒1人当り額
（年額）
の比較
（令和元年度）

全

国

30

40

授業料
404,713円

50

60（万円）

施設設備費等
168,602円

入学金
163,362円

納付金573,315円
この差120,144円

この差39,414円

納付金453,171円
愛知県

411,107円 42,064円

202,776円

愛知高等学校
愛知中学校

052-841-8151

金城学院高等学校

愛知工業大学名電高等学校

10

052-721-0311

愛知産業大学工業高等学校

愛知工業大学名電中学校

052-322-1911

052-721-0201

052-931-6236

啓明学館高等学校

至学館高等学校

金城学院中学校

052-571-2561

052-723-0851

052-931-0821

大同大学大同高等学校

中京大学附属中京高等学校

052-611-0511

052-761-5311

東海高等学校
052-936-5112

東海学園高等学校

東邦高等学校

同朋高等学校

東海中学校

052-801-6222

052-782-1171

052-411-1159

052-936-5111

名古屋経済大学市邨高等学校 名古屋経済大学高蔵高等学校
名古屋経済大学市邨中学校 名古屋経済大学高蔵中学校
052-721-0161

尾張地区

名古屋工業高等学校

052-853-0050

052-871-2681

愛知啓成高等学校

愛知黎明高等学校

0587-32-5141

0567-68-2233

名古屋国際高等学校
052-853-5151

名古屋国際中学校

名古屋女子大学高等学校
名古屋女子大学中学校

南山高等学校
（男子部）
南山中学校

052-841-8181

052-831-6455

栄徳高等学校

修文女子高等学校

聖カピタニオ女子高等学校

0561-62-5000

0586-45-2102

0561-82-7711

052-858-2200

学給付金の支給︵生活保護世帯・

※参考年収は、夫婦
（配偶者控除有り）
、
子ども２人
（うち高校生1人）
世帯の場合の金額です。
※区分
（ ）
内は、
対象となる課程名の略称です。
※実施団体／愛知県教育委員会 電話052-954-6785

高 校 生への奨 学 金の貸 付﹂をそ

052-791-8261

父母等の市町村民税所得割額
の課税総所得金額の合計額か
ら一定控除後の額が230万円
以下の世帯
（参考年収：610万円程度以下）

︵非 課 税 世 帯が対 象︶
︶
﹂
︑
﹁私 立

※月額11,000円を選択
することもできます。

所得基準

各 市町村で給付金
貸付制度も

052-741-1221

貸付額

自宅通学
０００円
高等学校等 月額３０，
自宅外通学
奨学金
０００円
（全・定・通） 月額３５，

この他に︑私立小中 学校 等の

区 分

れぞれ行っています︒

私立高校生への奨学金の貸付

全国の私立高校学納金額生徒

38，
100円

入学者に対しても︑授業料の軽

52，
600円

１人当たり額︵年額︶を見てみ

通信制

※申請については、入学された高校へお申し込みください。

減補助金として１人あたり 万

103，
500円

ると︑愛知県は平均を大きく下

享栄高等学校

34,500円
（加算後138,000円）

52，
600円

円を支給しています︒詳しくは︑

菊華高等学校

15歳以上23歳未満の扶助されている
兄弟姉妹がいる場合の加算額

全日制
定時制

052-721-1521

桜花学園高等学校

基準額

回り︑私学教育を受けやすい環

基準額

お住まいの各市町村にお問い合わ

愛知県私学協会 加盟校

名古屋地区

非課税世帯（生活保護（生業扶助）世帯を除く）

生活保護
課 程 （生業扶助）
世帯

境にあることがわかります︒更

高校を受験する皆さん、
志願校選びが大詰めですね。
そこで、
この先学んでほしいことと
私学の魅力についてお話しします。
この１年を振り返ると、
コロナ禍によって強いられた
「隔離と遮断」、
心の中に生まれた
「疑
心暗鬼」、
さらにアメリカ大統領選に代表される
「自己中心と分断」
が、
人々を傷付けたので
はないでしょうか。
こんな時代だからこそ、
私たちには人種や宗教、
文化が異なっていても寛容
な姿勢で意思疎通を図り、
人々を繋ぐコミュニケーション力が一層望まれていると思います。
皆さんにこうした力をどう育んでもらうか――。語学力はもちろんですが、
それ以上に世界
への関心を広げ、
国を超えて働こうという意欲です。私学は特色あるカリキュラムによって
生徒から探求的な姿勢を引き出し、
予測困難で正解のない事態にも向き合える力が身に
付くよう、
学びを充実させています。
こんな私立高校を志願する生徒が、
経済的理由で断念することがあってはなりません。
愛知県私学協会 会長
学校法人東邦学園 理事長 ２０１０年に就学支援金制度が始まり、
今年度からは国の政策に愛知県が思い切った
愛知東邦大学 学長
上乗せをして、
世帯年収７２０万円未満までの家庭の授業料が無償化されました。県と自
榊 直樹 氏
民党をはじめとする県議会のおかげです。
学校選びに迷ったら、
自分の目で学校を見て、
先生に会って下さい。私学の先生はその
学校にずっと勤めているので愛校心が強く、
生徒の面倒をとことん看る気持ちがあります。先生に惹かれるかどうか、
学
校選びの大切なポイントです。受験校は慎重に選ぶでしょうが、
自分の感覚で選んでチャレンジする気持ちも大切で
す。合格も不合格もあるでしょう。
でも失敗を恐れていては大きく羽ばたけません。
この先の長い人生をみれば、
十代の
挫折は、
むしろ将来の夢の実現に向けて価値ある体験なのですから。

７月１日に在校し、保護者等が愛知県内に住んでいる生徒のうち、生活保護
（生
業扶助）
受給世帯、又は県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が非
課税世帯の場合、
下記の金額を年１回支給。

せください︒

世界へ羽ばたく人を目指してほしい

するために﹁私立高等学校等奨

私立高等学校等奨学給付金
受験生の皆さんへ

に愛知県では学納金負担を軽減

※令和元年度私立高等学校等授業料調査
（文部科学省調査）
による

充 実し た 私 立 高 等 学 校の授 業 料 軽 減 補 助 制 度 等

910万

このような時代だからこそ
愛知県の私立高校という選択を

15.00%

未 来 を つ く ろ う

愛知県が行う私立高等学校の授業料軽減補助制度が２０２０年度４月入学者
から大きく変わりました︒入学金と授業料の実質無償化が実現し︑子どもたちは
より広い選択肢の中から自身の希望する学びの場を選ぶことが可能になります︒
私学への進路選択の幅が広がるよう︑愛知県が行っている制度を紹介します︒

211,032円

私学の学費負担は大きく軽減され
﹁未来の選択﹂
へ手厚い支援策

206,400円

るよう︑高等学校等就学支援金

1010万

えられる人材を育てています︒

1000万

の支給上限額引き上げを行いま

950万

私立高校における学びの質の高

900万

さは︑充実のプログラムにも裏付

890万

き め細かで多様
質が高い私学の教育

840万

愛知県も独自に支援策を行ってい

4,632円 49.50%

した︒こう した 支 援 策に加 え︑

412,800円

機材を教材に用い︑アクティブラー

870万

けられています︒
ＩＣＴなど最新の

860万

情報通信技術の急速な進歩に

810万

より︑地球はヒト・モノ・カネが

780万

補助を受けるには所得基準の

770万

ニングや課外活動など︑自由度の

720万

縦横に行き交う時代です︒新型

高校生

他に︑生徒及び保護者等が愛知

中学生以下 高校生

対象となる
愛知県内の
世帯割合

支援額が大幅に拡充︒実質無償

高校生

保護者
実質負担額

高いカリキュラムでこれからの時代

中学生以下 高校生

国及び
愛知県の
補助額合計

コロナ感染防止のため始まった﹁リ

大学生

県在住であることなどの条件が

高校生

化される家庭もあり︑私立高校

高校生

に必要な力を育んでいます︒学び

大学生

モート化﹂は︑働 き 方に留まら

り 確 認 するようにしましょう︒

などは︑県庁のＨＰなどでしっか

高校生

ありますので︑対象となる条件

ここからは拡充された内容につ

子ども二人の組み合わせ

高校生

という選択肢がより身近なもの

いて詳しく見ていきましょう︒愛

学校に適用されるわけではないた

また︑補 助は必 ずしも すべての

（両親の収入を同額と仮定）

となったのです︒

厚いサポート体制も大きな力とな

知県では２０２０年度から国の制

両親共働きの場合

（配偶者控除あり）

おり︑一人ひとりに寄り添う手

ります︒ただ私立高校は保護者

度改正に県独自の上乗せが加わ

制度は在校生にも適用されます

め注意が必要です︒そして︑新

両親の一方が働いている場合

※2020年4月入学生
（私立高校全日制）
に適用された内容です
※愛知県に住所を有しない場合は、
国の就学支援金のみが支援
されます。
※申請については、入学された高校へお申し込みください。
入学された高校の授業料の金額が補助限度額となります。

に必要な施設や設備も充実して

求められるのは個性に裏付けられ

と人々の意識が一変しそうな今︑

め︑選択肢から外されるケースも

の経済的な負担も大きくなるた

り︑年収７２０万円未満の世帯

保護者の参考世帯年収（夫婦・子ども二人の給与所得者）

ず暮らし方まで大きく変える契

た主体性です︒建学の精神に基

までが一律に︑県内私立高校の

■授業料軽減補助［私立高校平均授業料 年額417,432円、月額34,786円］

機となるでしょう︒社会の仕組み

づき質の高い教育に力を入れる私

少なくありませんでした︒

学の教育は︑こうした時代に応

愛知県私立高等学校に通学する生徒のご家庭に対する支援策

愛知県の私立高等学校の授業料軽減補助
制度は、
愛知県在住の方が対象になります。
このほか、
お住まいの市町村が独自に行なっ
ている私立高校への支援制度もあります。
詳しくは県またはお住まいの市町村までお問
い合わせください。

愛知淑徳高等学校
愛知淑徳中学校
052-781-1151

椙山女学園高等学校
椙山女学園中学校

星槎名古屋中学校

052-751-8131

052-582-3830

名古屋高等学校
名古屋中学校

名古屋大谷高等学校

052-721-5271

052-852-1121

南山高等学校
（女子部） 名城大学附属高等学校
南山中学校
052-831-0704

星城高等学校

052-481-7436

0562-97-3111

誠信高等学校

星城中学校

0587-93-5380

0562-97-3121

清林館高等学校
0567-28-3010

三河地区

光ヶ丘女子高等学校
0564-51-5651

聖霊高等学校
聖霊中学校
0561-21-3121

大成高等学校
0586-77-9900

大成中学校
0586-81-1118

滝高等学校
滝中学校

中部大学第一高等学校

0587-56-2127

0561-73-8111

中部大学春日丘高等学校
0568-51-1131

日本福祉大学付属高等学校

誉高等学校

中部大学春日丘中学校

0569-87-2311

0568-79-7700

0568-51-1115

愛知産業大学三河高等学校

安城学園高等学校

岡崎学園高等学校

岡崎城西高等学校

杜若高等学校

豊田大谷高等学校

南山国際高等学校

0564-48-5211

0566-76-5105

0564-22-0274

0564-31-4165

0565-45-5000

0565-48-3511

0565-46-5300

0532-61-6421

黄柳野高等学校

豊川高等学校

豊橋中央高等学校

藤ノ花女子高等学校

桜丘中学校

0536-34-0330

0533-86-4121

0532-54-1301

0532-61-5468

桜丘高等学校
0532-64-5577

愛知県私学協会事務局
〒460-0003 名古屋市中区錦三丁目11番13号
名古屋ガーデンパレス４F
TEL.052-957-1390 FAX.052-957-1380

