








愛知県内の各市町村が実施する奨学制度（補助金・奨学金・貸付金等）の一覧
※本表は、令和4年7月に愛知県内の各市町村に調査依頼した回答に基づいています。制度の詳細や、このほかに実施される減免制度に関しては、各市町村へお問い合わせください。

市 町 村 名 奨 学 制 度 名 金額（月額） 給付・貸与 併給 募集期間 採 用 条 件 等 問い合わせ

■1 名古屋市

名古屋市入学準備金 入学準備金
300,000 貸与 可 中学3年

生の9月 市内在住、収入条件あり、その他
名古屋市教育委員会
（052）972-3385

名古屋市奨学金 72,000/年 給付 可 7月〜
10月頃 市内在住、収入条件あり、その他

名古屋市私立高等学校授業料補助 27,000〜
46,200/年 給付 条件付可 9月〜

10月 市内在住、収入条件あり、その他 名古屋市教育委員会
（052）972-3219

■2 豊橋市 豊橋市私立高等学校授業料補助金 所得により異なる 給付 条件付可 10月〜
11月 市内在住、収入条件あり、その他 豊橋市教育委員会

（0532）51-2820

■3 岡崎市 岡崎市私立高等学校等授業料補助金 12,000/年 給付 可 10月 市内在住、収入条件あり 岡崎市教育委員会
（0564）23-6625

■4 一宮市 一宮市高等学校等就学助成金 10,000/年 給付 条件付可 10月〜
11月 市内在住、収入条件あり 一宮市教育委員会

（0586）85-7070

■5 瀬戸市
瀬戸市私立高等学校等授業料補助金 上限

10,000/年 給付 可 11月 市内在住、収入条件あり 瀬戸市教育委員会
（0561）88-2750

福祉奨学金 10,000/年 給付 可 2月 市内在住、収入条件あり（2・3年生のみ）、
その他

瀬戸市社会福祉協議会
（0561）84-2011

■6 半田市 半田市高等学校等入学準備補助金 20,000/年 給付 可 3月〜
4月 市内在住、収入条件あり、その他 半田市教育委員会

（0569）84-0688

■7 春日井市 春日井市私立高等学校授業料補助 15,000又は
20,000/年 給付 可 10月〜

11月 市内在住、収入条件あり 春日井市教育委員会
（0568）85-6436

■8 豊川市 豊川市私立高等学校等授業料補助金 所得により異なる 給付 条件付可 10月〜
11月 市内在住、収入条件あり、その他 豊川市教育委員会

（0533）88-8033

■9 津島市 津島市私立高等学校等授業料補助金 10,000/年 給付 可 10月〜
11月上旬 市内在住、収入条件あり、その他 津島市教育委員会

（0567）55-9417

■10碧南市
碧南市まなびさぽーと資金 9,000 給付 不可 3月 市内在住、収入条件あり、その他

碧南市教育委員会
（0566）95-9917

碧南市私立高等学校等授業料補助金 12,000/年又は
18,000/年 給付 可 10月 市内在住、収入条件あり、その他

■11刈谷市
私立高等学校等授業料補助金 25,000/年 給付 不可 10月 市内在住、その他 刈谷市教育委員会

（0566）62-1035

刈谷市奨学金 9,000 給付 不可 1月〜
2月 市内在住、収入条件あり、その他 刈谷市奨学会

（0566）62-1035

■12豊田市
豊田市奨学金 8,000 給付 条件付可 5月〜

6月頃 市内在住、収入条件あり、その他
豊田市教育委員会
（0565）34-6658

豊田市私立高等学校等授業料補助金 30,000又は
20,000/年 給付 可 10月 市内在住、収入条件あり、その他

■13安城市
安城市奨学金 9,000 給付 不可 3月中

（土日祝日除く） 市内在住、収入条件あり、その他
安城市教育委員会
（0566）71-2253

安城市私立高等学校等授業料補助金 30,000又は
12,000/年 給付 可 10月中

（土日祝日除く） 市内在住、収入条件あり、その他

■14西尾市
西尾市私立高等学校等授業料補助金 10,000、12,000、

又は30,000/年 給付 条件付可 10月〜
10月末 市内在住

西尾市教育委員会
（0563）65-2172

西尾市奨学金 9,000 給付 条件付可 6月 市内在住、収入条件あり、その他

■15蒲郡市 蒲郡市私立高等学校等授業料補助金 12,000/年 給付 条件付可 10月〜
11月 市内在住、収入条件あり、その他 蒲郡市教育委員会

（0533）66-1166

■16犬山市 犬山市私立高等学校等授業料補助 20,000/年 給付 可 10月〜
10月末 市内在住、収入条件あり 犬山市教育委員会

（0568）44-0350

■17常滑市 常滑市育英奨学金 入学準備金20,000
月々15,000 貸与 可 3/1〜

3月中旬 市内在住、収入条件あり 常滑市教育委員会
（0569）47-6129

■18江南市 江南市私立高等学校等保護者負担軽減助成金 10,000/年又は15,000/年 給付 可 10月〜
10月末 市内在住、収入条件あり 江南市教育委員会

（0587）54-1111

■19小牧市 小牧市私立高等学校等授業料補助金 上限
80,000/年 給付 可 10月〜

11月 市内在住、収入条件あり 小牧市教育委員会
（0568）76-1165

■20稲沢市
稲沢市私立高等学校授業料補助 10,000/年又は

13,000/年 給付 可 10月 市内在住、収入条件あり
稲沢市教育委員会
（0587）32-1435

稲沢市久納奨学基金奨学金 10,000 給付 可 3月末 市内在住、収入条件あり、その他

■21新城市 新城市私立高等学校等授業料補助金 上限
20,000/年 給付 可 10月〜

11月 市内在住、収入条件あり 新城市教育委員会
（0536）23-7633

■22東海市 東海市奨学金 10,000（1年生最初の
支給月のみ60,000） 給付 可 12月〜

2月 市内在住、収入条件あり、その他 東海市教育委員会
（052）603-2211

■23大府市 大府市奨学金 15,000 給付 不可 1月 市内在住、収入条件あり、その他 大府市教育委員会
（0562）46-3332

■24知多市 知多市私立高等学校等修学援助交付金 10,000以内/年 給付 可 10月 市内在住、収入条件あり 知多市教育委員会
（0562）36-2681

■25知立市
知立市奨学金 9,000 給付 条件付可 2月〜

3月 市内在住、収入条件あり、その他
知立市教育委員会
（0566）95-0135

知立市私立高等学校等授業料補助金 上限
15,000/年 給付 条件付可 10月 市内在住、その他
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市 町 村 名 奨 学 制 度 名 金額（月額） 給付・貸与 併給 募集期間 採 用 条 件 等 問い合わせ

■26尾張旭市 尾張旭市私立学校修学支援事業補助金
12,000〜18,000/年
条件により
5,000円加算

給付 可 10月 市内在住、収入条件あり、その他 尾張旭市教育委員会
（0561）76-8173

■27高浜市
高浜市奨学金 8,000 給付 不可 6月 市内在住、収入条件あり

高浜市教育委員会
（0566）52-1111

高浜市私立高等学校等授業料補助金 12,000/年、
24,000/年 給付 不可 10月1日〜

10月末 市内在住、収入条件あり

■28岩倉市 岩倉市私立高等学校等授業料補助金 22,000又は
14,500/年 給付 可 10月 市内在住、収入条件あり 岩倉市教育委員会

（0587）38-5818

■29日進市 日進市高等学校等修学助成金 42,000/年又は
75,000/年 給付 可 5月〜

6月 市内在住、収入条件あり 日進市教育委員会
（0561）73-4169

■30愛西市 愛西市私立高等学校授業料等補助金 10,000/年 給付 可 10月 市内在住、収入条件あり 愛西市教育委員会
（0567）55-7136

■31清須市 清須市私立高等学校授業料等補助金 18,000/年 給付 条件付可 10月〜
10月末 市内在住、収入条件あり 清須市教育委員会

（052）400-2911

■32北名古屋市 北名古屋市高等学校等就学助成金 10,000/年 給付 可 10月〜
11月 市内在住、収入条件あり 北名古屋市教育委員会

（0568）22-1111

■33弥富市 弥富市私立高等学校等授業料補助金 10,000/年 給付 条件付可 11月〜
12月 市内在住、収入条件あり、その他 弥富市教育委員会

（0567）65-1111

■34みよし市
みよし市私立高等学校等授業料補助金 12,000/年

を上限とする 給付 可 10月〜
10月末 保護者市内在住、その他

みよし市教育委員会
（0561）32-8028

みよし市奨学金 8,000
（高校生） 給付 可 3月〜

3月末 保護者市内在住、収入条件あり、その他

■35あま市 あま市私立高等学校等授業料等補助金 10,000/年 給付 可 10月〜
11月 市内在住、収入条件あり、その他 あま市教育委員会

（052）444-0902

■36東郷町 東郷町私立高等学校等授業料補助金 10,000/年 給付 可 10月〜
10月末 町内在住 東郷町教育委員会

（0561）38-3111

■37豊山町 豊山町私立高等学校等授業料補助金 所得により異なる
（年額） 給付 可 10月〜

11月 町内在住、収入条件あり 豊山町教育委員会
（0568）28-2211

■38大口町

大口町私立高等学校等授業料補助金 20,000/年
を上限とする 給付 可 10月〜

11月 町内在住、収入条件あり、その他
大口町教育委員会
（0587）95-4446

大口町社本育英事業奨学金 50,000
（1回限り） 給付 可

中学3年生の
12月下旬〜
1月初旬

町立中学校在籍、その他

■39扶桑町 扶桑町私立高等学校等授業料補助金 16,000/年 給付 可 10月〜
10月末 町内在住 扶桑町教育委員会

（0587）93-1111

■40大治町 大治町私立高等学校授業料補助金 10,000/年
（上限） 給付 可 11月頃〜

1月末 町内在住、収入条件あり 大治町教育委員会
（052）444-2711

■41蟹江町 蟹江町私立高等学校授業料補助金 10,000/年 給付 可 11月 町内在住、その他 蟹江町教育委員会
（0567）95-1111

■42飛島村 飛島村私立高等学校授業料補助金 10,000/年
（上限） 給付 可 10月〜

11月 村内在住、その他 飛島村教育委員会
（0567）52-3351

■43阿久比町 阿久比町私立高等学校等授業料補助金 上限
9,000/年 給付 可 10月 町内在住、その他 阿久比町教育委員会

（0569）48-1111

■44東浦町 東浦町私立高等学校等授業料補助金 10,000/年 給付 可 10月〜
10月末 町内在住、収入条件あり 東浦町教育委員会

（0562）83-3111

■45南知多町
南知多町私立高等学校等授業料補助金 10,000/年

（上限） 給付 可 10月 町内在住
南知多町教育委員会
（0569）65-0711

南知多町離島高校生修学支援費補助金 144,000/年
（上限） 給付 可 4月 離島在住

■46美浜町 美浜町私立高等学校授業料補助金 10,000/年
を上限とする 給付 可 10月 町内在住、その他 美浜町教育委員会

（0569）82-1111

■47武豊町 武豊町私立高等学校等授業料補助金 年額12,000
を上限とする 給付 可 10月 保護者町内在住 武豊町教育委員会

（0569）72-1111

■48幸田町
幸田町奨学金 5,000（8・10月

に6ヶ月分支給） 給付 不可 4月〜
5月 町内在住、収入条件あり

幸田町教育委員会
（0564）63-5142

幸田町私立高等学校等授業料補助金 12,000/年 給付 可 10月〜
2月 町内在住

■49設楽町

設楽町私立高等学校授業料等補助金 12,000/年 給付 可 10月〜
11月 町内在住 設楽町教育委員会

（0536）62-0531

高校生通学費補助
自宅から町外の高校へ
バス通学している生徒
の定期代40％の補助

給付 可 随時 町内在住 設楽町役場企画ダム対策課
（0536）62-0514

■50東栄町
東栄町高等学校通学費等補助金 通学距離により

異なる
給付 可

10月1日
（基準日に
おいて）

対象者又は保護者等町内在住、その他 東栄町教育委員会
（0536）76-0509

東栄町私立高等学校授業料補助金 12,000/年

■51豊根村

豊根村奨学金 30,000以内 貸与 条件付可 2月 村内在住、収入条件あり、その他

豊根村教育委員会
（0536）85-1611豊根村私立高等学校授業料助成金 12,000/年

（上限） 給付 可 毎年10月1日の
基準日において 村内在住

豊根村高校等就学助成 通学・下宿等の
区分により異なる 給付 不可 4月 村内在住、その他


