
 

（私費外国人留学生以外） 

 

2020年度以降入学（編入学を含む）の学部生対象 
 

 

注 意 事 項 

1. 本学の授業料免除の対象者は，2020年度以降入学（編入学を含む）の学部生
のうち，高等教育修学支援新制度による日本学生支援機構給付奨学金（授業料
減免を含む）の不採用者または対象外の者で，本学の定める家計基準・学力基
準を満たした場合，予算の範囲内でその期の授業料の 1/3を免除します。 

2. 日本学生支援機構給付奨学金の在学採用〔秋募集〕と本学の授業料免除〔後期〕
を同時に申請することが可能です。同時申請を行う学生は，各申請期間内に申
請してください。給付奨学金に採用となった場合には，本学の授業料免除申請
が自動的に取下げとなります。 

3. 本学の授業料免除の申請及び選考は、前期分と後期分を別々に行います。その
ため、前期に申請した学生は，後期に申請を行わなかった場合、後期分の選考
対象になりません。 

4. 申請書類は，不備がないかを確認のうえ，提出してください。申請期限を過ぎ
た申請書類は，一切受け付けません。 

5. 予算の範囲内で家計基準・学力基準をもとに選考を行いますので，申請をすれ
ば免除になるという制度ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

信州大学 

『 マイナンバー制度 』が導入されたことに伴い，住民票等の公的な書類に個人番号
（マイナンバー）を付して発行される場合があります。申請書類をご提出いただくに
あたり，マイナンバーの記載のない書類を提出いただくか，マイナンバーの記載があ
る場合には，マイナンバー部分を黒塗り等にしていただいた上でご提出ください。 

2020年度 授業料免除申請のしおり【後期】 
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１．授業料免除の制度について（前期分後期分共通） 

2020年度以降入学（編入学を含む）の学部生のうち，日本学生支援機構給付奨学金（授業料減免を含
む）の不採用者または対象外の者で，次の ① 又は ② のいずれかに該当すると認められる場合，予
算の範囲内でその期の授業料の 1/3が免除される制度です。 

免除の対象者は，本学が定める家計基準（※1）及び学力基準（※2）の双方を満たした者であり，予
算の範囲内で免除者を決定します。 
① 経済的理由により授業料の支払いが困難であり，かつ，学業優秀と認められる場合 
② 授業料の各期の納期（前期：4月 1日，後期：10月 1日）前６か月以内において，申請者本人も

しくは学資負担者が風水害等の災害 ※を受けたなどの理由により，授業料の支払いが著しく困難で
あると認められる場合 
※新型コロナウィルス感染症の影響により，家計が急変した学生も対象となります。（しおり P2参照） 

特別 
措置 

東日本大震災（2011年 3月 11日），熊本地震（2016年 4月 14日），2018年 7月豪雨，北海
道胆振東部地震（2018年 9月 6日）及び 2019年台風 19号の被災により，経済状況が悪化し，
授業料の支払いが著しく困難であると認められる場合は申請の対象とします。 

※1 家計基準（収入・所得限度目安） 
４人世帯〔父（所得者）・母（無職）・本学学生・兄弟 1人〕の場合 
５人世帯〔上記の４人世帯 ＋ 兄弟 1人〕の場合 

世帯人数 給与収入の場合 
総収入金額（控除前の額） 

事業所得の場合 
総所得金額 

4人世帯 590万円程度 350万円程度 

5人世帯 630万円程度 380万円程度 

基準となる金額は所得の種類，世帯の構成員等によって変わりますので一概に言うことはできませ
ん。P6「家計評価の計算方法」を参照してください。予算状況や申請者数等により，基準を満た
しても，必ずしも免除が許可されるわけではありません。 

 ※2 学力基準  

 新入生の入学期については，入学試験の合格をもって基準該当者とします。 
 入学した年度の後期以降は，累積ＧＰＡ（Grade Point Average）値が 2.67以上の者を基準該
当者とします。 
 修業年限を超えて在籍する者，留年している者，又は修得単位数が各学部で定める標準修得単位
数(下表参照)を満たさない者については，免除の対象外となります。ただし，その事情が，留学
や病気等やむを得ないと認められる場合は，免除の対象となることがあります。申請事由「火災・
風水害等の災害」の場合は，学力基準を要件としない。 

課程 標準修得単位数※ 

医学部以外 
の学部 

【前期】卒業要件単位数÷最短修業年限×(当該学生の学年-1) 
【後期】卒業要件単位数÷最短修業年限×(当該学生の学年-0.5) 

医学部 
【前期・後期共通】 ※ただし，進級に必要な単位数の方が小さい場合はその数 
卒業要件単位数÷最短修業年限×(当該学生の学年-1) 

※ この標準修得単位数はあくまで授業料免除の学力判定の基準であって，この単位数を修得す
れば進級・卒業できるというものではありません。 

 日本学生支援機構給付奨学金との関係について 
 日本学生支援機構給付奨学金の受給者は，本学の授業料免除を申請できません。日本学生支援機
構給付奨学金の不採用者または対象外の方は，本学の授業料免除を申請し，本学の定める家計基
準・学力基準を満たした場合，予算の範囲内で授業料の 1/3を免除します。 

 日本学生支援機構給付奨学金の在学採用〔秋募集〕と本学の授業料免除〔後期〕を同時に申請す
ることが可能です。同時申請を行う学生は，各申請期間内に申請してください。給付奨学金に採
用となった場合には，本学の授業料免除申請が自動的に取下げとなります。 
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２．申請書類の提出について 
次の手順に従い，入力期間内に「授業料免除願」を入力し，担当窓口に郵送で提出してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提出期限：2020年 9月 30日（水）【必着】 
提出方法：「窓口持参」又は「郵送」により提出してください。 

▢ 授業料免除願 キャンパス情報システムにて入力した「免除願」を印刷し，
署名（未成年の場合は保護者の署名も必要）してください。 

▢ 世帯全員の住民票 『この写しは世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明
する』と記載されている住民票を提出してください。 

▢ 生計維持者の「令和 2年度 
所得・課税・控除証明書」 

収入の有無にかかわらず原則父母 2名の証明書。詳細は「2-1
生計維持者について」を参照してください。 

 申請事由が災害等の場合は，「り災証明書」のコピーを提出してください。 

 新型コロナウィルスの影響による家計急変の方は，国や地方公共団体が実施する「公的支援の受給証
明書（持続化給付金等）」のコピーを提出してください。公的支援は日本学生支援機構給付型奨学金
の家計急変の例（https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html）に準じます。 
なお，公的支援の受給証明書を提出できない方は，事由発生後の生計維持者（原則父母２名）全体の
所得が，昨年の所得と比較し，1/2以下となっている場合，【様式 6】家計急変申告書（大学ホーム
ページよりダウンロード可）及び添付書類（減収後の給与明細，自営業者は売上高等の減少が証明で
きる書類）を提出することによって代替として認めるものとします。 

 母子父子世帯であるが，「所得・課税・控除証明書」に寡婦・寡夫を確認できない場合は，「母子父子
世帯を確認できる書類（戸籍謄本や児童扶養手当受給者証のコピー等）」を提出してください。 

提出先 ： 信州大学 学生総合支援センター 免除担当 

窓口 
持参 

キャンパスへの入構が制限されていない場合，学生本人が直接持参しても構いません。松本キャンパ
ス以外の学生は，所属学部の学務係へ持参しても良いです。新型コロナ感染拡大防止に係る行動基準
については，大学ホームページの最新情報又は電話でご確認ください。 

郵送 
提出 

レターパックライト（郵便局やコンビニエンスストアで購入できます）で以下の提出先まで送ってく
ださい。レターパックライトの表の「品名」に必ず「授業料免除申請書類」と朱書きしてください。 
〒390-8621 松本市旭 3-1-1 信州大学 学生総合支援センター 免除担当 TEL:0263-37-2199 

郵送による提出の場合，書類到着確認のための個別のお問い合わせはご遠慮ください。「郵便追跡サー
ビス」にて配達状況を確認してください。申請内容に不備がある場合はメールや電話で学生本人へ連絡
します。必ず大学メールや携帯電話の着信履歴をご確認ください。 

入力期間：2020年 9月 1日（火）～9月 30日（水） 
「授業料免除願」を入力し，提出の準備をしてください。 

「授業料免除願」入力時に手元に用意しておくもの   

生計維持者の「令和２年度（令和元年分）所得・課税・控除証明書」 
生計維持者は収入にかかわらず原則父母 2名です。（詳細は「2-1生計維持者について」を参照。） 
 

 キャンパス情報システムにて授業料免除願を入力し，印刷のうえ署名してください。   

入力期間内に学内ポータルサイト ACSUの「キャンパス情報システム」にて入力し，「申請する」ボタ
ンを押してから印刷してください。入力時の注意点については P4を参照してください。印刷した免除
願の署名欄（未成年の場合は保証人署名欄も）に署名したうえで，生計維持者の「令和２年度（令和
元年分）所得・課税・控除証明書」とともに本申請の提出期間内に窓口に持参してください。 

 

https://www.shinshu-u.ac.jp/news/2020/01/post-49.html
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2-1「生計維持者」について  

生計維持者は収入の有無にかかわらず原則父母の 2名となります。 
父又は母と死別（生死不明，意識不明，精神疾患等により，意思疎通ができない場合を含む）・生別している
場合は 1 名となります。ただし，死別・生別していても父又は母が再婚している場合は再婚相手を含めた 2
名となります。生計維持者の判断に迷う場合は授業料免除窓口に相談してください。 
 生計維持者を父母以外（1名）とする主なケース 
父母と死別（生死不明，意識不明，精神疾患等により意思疎通ができない場合を含む）し，あなたが祖父母・
おじおば等の親族から経済的支援を受けている場合は，主たる支援者１名を生計維持者とします。 

 あなた自身を生計維持者とするケース 
① 社会的養護を必要とし，18歳になるまで児童養護施設等に入所して（又は養育されて）いた場合は，あ
なた(1名)を生計維持者とします。 

② 父母と死別(生死不明，意識不明，精神疾患等により意思疎通ができない場合を含む)し，あなたが祖父
母・おじおば等の親族から経済的支援を全く受けていない場合は，あなた(1名)を生計維持者とします。 

③ あなたが結婚しており，あなたが配偶者を扶養している又は配偶者があなたを扶養している場合は，あ
なたと配偶者を生計維持者とします。（生計維持者①をあなた，生計維持者②を配偶者としてください。） 

2-2「所得・課税・控除証明書」について  

 生計維持者の前年分（令和元年〔2019〕年 1月 1日から 12月 31日まで）の所得金額，課税額，控除
が記載された，記載省略のない証明書(全項目証明)を市区町村の役場に申請して，入手してください。所
得がない場合であっても，非課税証明書等の名称（合計所得金額欄に 0円の記載が必要）で発行されます。 

 証明書の名称・様式は，市区町村により異なります。 
名称例：「令和２年度（令和元年分）課税証明書」，「2020年度 市民税・県民税 所得・課税・扶養証明書」 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配偶者控除，扶養控除等の事
項・金額が明記されているか
を確認してください。 

収入や所得の種類・金額，住民税非
課税・課税の有無，控除の種類・金
額等が"***(ｱｽﾀﾘｽｸ)"等で目隠し
されている証明書は不可です。 

令和２年度（令和元年分所得） 

市区町村で発行される「住民税課税 
決定通知書（特別徴収額の通知書）」 

課税・非課税のみの証明（所得金額
が載っていない） 

家族全員が一枚で証明されていて，
必要情報が載っていない 
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2-3「授業料免除願」の入力について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「所得・課税・控除証明書」を元に母子・父子世帯や障害者情報を入力してください。 

2,200,000 50,000 

0 0 

入力画面イメージ 

該当なし 該当あり 

「授業料免除申請」を 
クリックすると，授業料
免除願の入力画面が表
示されます。 

「授業料免除願」入力時の注意 

生計維持者の収入について 

「所得・課税・控除証明書」を元に
給与収入や給与収入以外所得（営
業・農林水産・不動産・雑所得・株
等）の金額を入力してください。 

世帯人数の入力について 

注：生計維持者に扶養されていない
独立していて別生計にある兄弟姉
妹, 祖父母などは含めません。 

母子・父子世帯/障害のある方 

 母子・父子世帯：「所得・課税・控
除証明書」に寡婦寡夫欄に印がつい
ている場合は「該当あり」を選択し
てください。印がついていない場合
は母子父子世帯を確認できる書類
があれば，「該当あり」を選択し，
書類を提出してださい。 

 障害者人数：「所得・課税・控除証
明書」を確認し，人数を入力してく
ださい。 

学内ポータルサイト ACSU(握手) にログインして，左のメニューから キャンパス情報システム に入り 
⇒ ◆学生生活情報 ⇒ 授業料免除申請 から入力してください。 

 

(西暦)2020 年 9 月 15 日 

 

印刷後に必ず署名してください。 

 

後期分 

← 必ず押してから印刷してください。 
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５．選考結果及び支払期限について 

 本学の授業料免除の申請及び選考は，前期分と後期分を別々に行います。そのため，家計状況に変更が
なくても，予算額，申請者数，学業成績等により，前期分と後期分の選考結果は異なる場合があります。 

 選考結果は学内ポータルサイト（キャンパス情報システム）にて通知します。結果確認については，パ
ソコンまたは携帯電話から，期間内に各自で行ってください（電話での通知や郵送等はしません）。結果
確認画面のスクリーンショットやページ印刷を行い，必ず保護者へ伝えてください。 

 本学の授業料免除の選考結果及び支払期限について，日本学生支援機構給付奨学金の採用スケジュール
により，予定より遅れる可能性がありますので，予めご了承ください。 

６．注意事項 
 学則違反，学生としての本分に反する行為により，懲戒処分等を受けた場合は，審査の対象から除外しま
す。免除決定後においても，許可を取り消します。 

 選考の決定がされるまでの間は，授業料の口座引落しを行いません。 
 本学の授業料免除・徴収猶予・月割分納の申請はいずれか一つで，同時に複数申請することはできません。
また，高等教育修学支援新制度による日本学生支援機構給付奨学金（授業料減免含む）の申請者は，本学
の授業料徴収猶予・月割分納を申請できませんが，授業料免除を同時に申請できます。日本学生支援機構
給付奨学金に採用された場合には，本学の授業料免除申請が自動的に取下げとなります。 

 授業料免除申請後，休学・退学する場合又は申請を取り下げる場合は，速やかに担当窓口に申し出てくだ
さい。 

 次回以降の申請について，詳細が決まりましたら，学生総合支援センターホームページ及びキャンパス情
報でお知らせします。 

 
 
 
 
 
 

 
７．授業料免除情報の入手方法 

授業料免除に関する情報は必要とする者が自主的に確認しなければなりません。情報を見逃してしまうと，
大切な権利を失ったり，手続が大幅に遅れたり，不利益を被ることになりますので，注意してください。 

自分で定期的に確認 
・学内掲示板 
・キャンパス情報システム 
・大学メール（xxxxx@shinshu-u.ac.jp）⇐ 携帯メールへの転送設定可 

大学からの個別連絡 
（至急の場合） 

携帯電話に授業料免除窓口の電話番号（0263-37-2199）を登録しておき電話
に出るようにしてください。電話に出られなかった場合は，折り返し電話を
するか，担当窓口に来てください。 

 

８．問い合わせ先 

不明な点，特殊事情等がありましたら，下記担当窓口へ早めにご相談ください。 

信州大学  学生総合支援センター 授業料免除担当 
〒390-8621  松本市旭 3-1-1 TEL 0263-37-2199 
 

 

2020年度 選考結果の掲載期間（予定） 口座振替日（予定） 

後期分 2021年 1月 15日 ～ 3月 14日  2021年 1月 26日 

2021年度 申請案内（予定） 申請期限（予定） 

前期分 2021年 2月上旬 2021年 3月 30日 

後期分 2021年 8月上旬 2021年 9月 30日  
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[参考資料] 家計評価の計算方法 

【基本的な計算方法】  
 総所得金額   －   特別控除額   －   収入基準額    ≦  0円   

※ 総所得金額から特別控除額と収入基準額を除いた金額が，0円以下で家計基準該当になります。 
 
 総所得金額：父母等の給与収入から必要経費(※)を除いた金額及び給与収入以外の所得金額の合計です。 
※必要経費：給与・年金等の収入金額については，次の計算式によって得られた金額を控除します。 

収入金額 必要経費 

１０４万円以下 収入金額と同額 
１０４万円を超え２００万円まで 収入金額×０．２＋８３万円 
２００万円を超え６５３万円まで 収入金額×０．３＋６２万円 
６５３万円を超えるもの ２５８万円 

 
 特別控除額：母子・父子世帯控除，障害者控除があります。 

特別の事情 特別控除額 

母子・父子世帯 ４９０，０００円 

障害者がいる場合 障害者 1人につき４９０，０００円 

 
 収入基準額は，世帯人数によって異なります。 

世帯人数 基準額  世帯人数 基準額 

1人 １，8７０，０００円 ５人 ３，8００，０００円 

２人 ２，8６０，０００円 ６人 ３，9８０，０００円 

３人 ３，2６０，０００円 ７人 4，1５０，０００円 

４人 ３，5４０，０００円 8人以上は，1人増す毎に７人 
の基準額に右の金額を加算する 1７０，０００円 

 
例 1）４人家族，父母ともに給与収入者（父年収 500万円，母年収 150万円），本人，兄弟一人の場合  

① 総所得金額  父 5,000,000 －（5,000,000×0.3＋620,000）＝ 2,880,000円 
  母 1,500,000 －（1,500,000×0.2＋830,000）＝   370,000円 

2,880,000円 + 370,000円 ＝ 3,250,000円 
② 特別控除額  0円 
③ 総所得金額 － 特別控除額 － 収入基準額（４人家族） 

  3,250,000 － 0 － 3,540,000 ＝ －290,000円（家計基準 該当） 
  

   例 2）例 1と家族構成が同じで，父が給与収入者（年収 700万円）で，母が主婦（収入 0円）  
① 総所得金額 7,000,000  －  2,580,000 = 4,420,000円 
② 特別控除額     0円 
③ 総所得金額 － 特別控除額 － 収入基準額（４人家族） 

  4,420,000 － 0 － 3,540,000 ＝ 880,000（家計基準 非該当） 
 
例 3）５人家族，父が給与収入者(年収 680万円)，母が主婦(収入 0円)，本人，兄弟二人，障害者 1人の場合  

① 総所得金額  6,800,000  －  2,580,000 = 4,220,000円 
② 特別控除額  障害者 1人 490,000円 
③ 総所得金額 － 特別控除額 － 収入基準額（５人家族） 

   4,020,000 － 490,000 － 3,800,000 ＝ -70,000円（家計基準 該当）  
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