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Ⅰ．授業料の免除について 

－Exemption of Tuition Fee 
 

授業料の免除は、下記の １．授業料免除申請者の要件に該当する場合に申請することができ、半期

（前期・後期）ごとに行われる審査によって、各期分の全額（267,900 円）もしくは半額（133,950

円）が免除される制度です。 

※ 前期に後期分の授業料を合わせて納付した場合、後期の授業料免除は申請できなくなりますので、 

注意してください。（納付した授業料はいかなる理由があっても返還しません。） 

 

○前後期一括申請について 

前期分と後期分の授業料免除を一括して申請する「前後期一括申請」ができます。 

前後期一括申請をする場合は、「授業料免除願」を記入の際に、「前後期一括」を選択してください。 

ただし、一括申請をした場合も後期申請期間に提出が必要な書類があります。「前後期一括申請」（P10 参

照）をした場合、後期申請期間内に本冊子の「後期分授業料免除 家計状況の変更事項申告書」にて変更

の有無を申告していただきます。これにより、他の必要書類等の提出を省略することができます。 

 

【注意事項】 

・「後期分授業料免除 家計状況の変更事項申告書」等の提出を含め、後期申請については７月下旬頃

に学内掲示及びＨＰにて通知しますので必ず確認してください。 

・前期に申請した後に、家計状況等に変更が生じた場合は、「後期分授業料免除 家計状況の変更事項

申告書」と併せて、変更を証明する書類等の提出が必要です。 

・授業料免除の選考は、従来どおり前期分、後期分ごとにそれぞれ許可決定を行います。学力基準・

家計基準及び授業料免除予算内で実施しますので、申請者数、申請者全体の家計状況等により、前

期と後期が同じ結果になるとは限りません。 

 

 

１ 授業料免除申請者の要件 ※①、②のいずれかに該当する者。 

① 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者。 

  ※Ｐ８《別表２》学力の基準を満たした者を学業優秀と認めます。学力基準を満たしていな

い者が申請しても不許可となりますので注意してください。 

② 令和４年１０月１日以降（新入生は入学前１年以内）に、学資を主として負担している者（以

下「学資負担者」という。留学生の場合は学生本人）が死亡し、又は本学に入学する者もし

くは学資負担者が火災・地震・風水害等の災害を受け、授業料の納付が著しく困難であると

認められる者。 

 なお、自然災害等を受けた場合は、Ｐ４『Ⅱ．災害救助法適用地域に居住し、風水害等の 

災害を受けた世帯の授業料免除申請について』を併せてお読みください。 

※ ただし、次の者については授業料免除の選考の対象としません。 

  ・留年している者又は修業年限を超えた者（ただし、病気、留学等特別な事情がある場合は

免除の対象となる場合がある） 

・留学生で、入学後に国や政府からの奨学金を受給する予定の者 
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２ 申請期間・申請場所 （郵送の場合は期限必着）  ※申請期限以後は絶対に受け付けません。 

令和５年３月１日（水）～令和５年３月３１日（金）  

※入学料免除・徴収猶予申請書類と一緒に提出しても構いません。 

◎郵送の場合  〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町 1603－1 

  （簡易書留郵便） 長岡技術科学大学 学生支援課 奨学支援係 

  ◎持参の場合  学生支援課 奨学支援係 窓口 （土・日曜日、祝日を除く９時～１７時） 

 

３ 申 請 書 類  ＊Ｐ５［申請書類作成の注意］も必ず確認してください。 

 《日本人学生用》 

（１）授業料免除提出書類チェックリスト（別添の所定用紙） 

（２）授業料免除願（別添の所定用紙） 

（３）家庭調書（別添の所定用紙） 

（４）住民票（世帯全員の表示があるもの）（令和５年１月以降に発行したもの） 

  （５）令和５年度（令和４年分）の所得証明書［課税(非課税)証明書ともいう］ 

   （注意）所得証明書の提出期限は６月２３日(金)です。 

 ・所得証明書は提出期限が異なりますので、ご注意ください。 

 ・市役所等で令和５年５月～６月頃に発行する証明書です。審査を速やかに 

行うため、市役所等で発行され次第、早期の提出をお願いします。 

 ・事前の連絡なく、提出期限以降に提出された所得証明書は受理しません。 

 ・提出期限までに提出しなかった者は、書類不備とし、選考対象から外します。 

（６）各種証明書 Ｐ７《別表１》を参照し、該当する証明書等を提出してください。 

 

 《留学生用－For International Students》 ※別添の所定用紙に記入し、提出してください。 

（１）授業料免除提出書類チェックリスト－Documents Checklist for Tuition Fee Exemption 

（２）授業料免除願－Application Form for Tuition Fee Exemption 

（３）家庭調書－Form for Family Condition 

     申請時現在、日本に住んでいる家族を記入してください。 

（４）アルバイト等収入証明書－Certificate of Salary 

申請時に実施しているアルバイトがあり、今後１年間で 104 万円以上の収入が見込まれる 

場合。 

（５） 私費外国人留学生 入学料・授業料 免除・徴収猶予 推薦書－Recommendation Letter from  

Supervisor 

   指導教員に記入してもらうこと。 

※ 日本に家族がいる場合は、家族全員の住民票（令和５年４月発行のもの）を４月中に提出

してください。在留資格は省略しないこと。 

   ※ 日本にいる家族に収入がある場合、所得証明書等の提出が必要です。詳しくは学生支援課

奨学支援係までお問い合わせください。 

 

 ※ 「授業料免除提出書類チェックリスト」「授業料免除願」「家庭調書」の３点は必ず申請期限までに提

出し、添付書類で申請期限までに用意できないものがある場合は申し出てください。 

 ※ 不足書類があり、提出を要請したにもかかわらず、提出がなかった場合は、書類不備で免除申請を

取り下げたものとみなします。 
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４ 申 請 結 果 

  授業料（前期分）免除の申請結果について、学部日本人学生は保護者へ郵送、留学生及び大学院

生は本人へ令和５年７月下旬頃に学生支援課窓口で通知します。ただし、諸事情により窓口での受

取りが困難な場合は奨学支援係まで連絡してください。半額免除又は不許可となった場合は、振込

用紙を同封しますので、恐れ入りますが振込手数料をご負担いただき、期限までにお支払い願いま

す。 

 

 

５ 後期以降の授業料免除申請について 

（重要）後期授業料免除の手続きについては、７月下旬以降に、掲示・HPでお知らせします。 

・今後の授業料免除申請については、講義棟・福利棟・学生支援課に掲示及び下記 HP に 

掲載してお知らせします。 

・前後期一括申請をした場合も、後期授業料免除を受けるためには期間内に書類の提出が 

必要です。また、後期分の授業料免除申請が必要なくなった場合にも「取下書」の提出が 

必要ですので、必ず掲示・HP を確認してください。 

・申請書類等の配付は行いませんので、各自 HPからダウンロードしてください。 

【本学 HP 在学生向け情報】 

https://www.nagaokaut.ac.jp/gakusei/zaigaku_hogosya/zaigakusei/gakuseishien.html 

 

 

［申請スケジュール］ 

 前期 後期 

掲示及び HP掲載 前年度１月上旬以降 ７月下旬以降 

申請受付 前年度３月中 ８月下旬～９月上旬 

結果通知 ７月下旬頃 １２月上旬頃 

 

  



－４－ 

Ⅱ．災害救助法適用地域に居住し、風水害等の災害を受けた世帯の授業料免除申

請について 
 

  令和４年１０月１日以降（新入生は入学前 1 年以内）に、学資負担者が災害救助法適用地域に居

住し、風水害等の災害を受けた世帯に対し、入学料・授業料の全額又は半額を免除及び入学料を徴

収猶予することがあります。免除又は徴収猶予を受けようとする者は、申請書類に下記の書類を添

付してください。 

 

《授業料免除の場合》 

Ｐ２の「３．申請書類」の他に、 

（１）市区町村発行の罹災(りさい)証明書の写（家屋の損失の度合がわかるもの） 

（２）災害を受けた住宅、家財等の損害の申告書（別添の所定用紙） 
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［申請書類作成の注意］ 

    

  書類は、保証人の欄を除き申請者本人が記入してください。間違って記入したときは、 

 二重線（    ）で抹消して訂正してください（訂正印不要）。修正液は使用しないでください。 

 

（１）授業料免除提出書類チェックリスト（別添の所定用紙） 

   ○区分・学年・所属等は４月以降のものを記入してください。 

   ○学籍番号は学内進学者のみ記入してください。進学後も学籍番号は変わりません。学外から

の新入生は記入不要です。 

   ○提出する書類の「提出」欄に〇印を記入してください。 

   ○提出書類欄に「（本人・父・母…）」等の続柄の記載がある書類については、該当する続柄に

〇を付けてください。 

   ○留学生も記入の上、提出が必要です。 

 

（２）授業料免除願（別添の所定用紙） 

   ○本人及び保証人の氏名・住所等は、それぞれ自筆で記入してください。同じ筆跡と思われる

ものは、申請を受け付けません。 

   ○保証人は、特別の事情がない限り父母のいずれかを選んでください。 

    ※ 私費外国人留学生は、保証人の欄を記入する必要はありません。 

   ○住所欄は、都道府県名から正確に記入してください。アパート名・部屋番号も省略しないで

ください。授業料免除願の住所欄には、令和５年４月以降の住所を記入してください。 

   ○理由欄は、申請者本人が具体的に記入してください。 

 

 （３）家庭調書（別添の所定用紙） 【P9家庭調書の記入例】も参照してください。 

○令和５年４月現在の状況を記入してください。 

○太線枠内は記入しないでください。 

○「就学者を除く家族」欄は、同一生計を営む、就学者以外の家族全員を記入してください。 

 世帯が分かれていても同一住所に住んでいる場合は同一生計とみなします。 

※私費外国人留学生は、令和５年４月に日本に住んでいる家族を記入してください。本国に

いる家族は記入しないでください。 

   ○父又は母が死亡・離婚・別居の場合は、理由とその年月を「職業・勤務先」欄及び特別控除

関係の「母子・父子世帯」欄に記入してください。 

   ○令和４年１月以降に就職・退職した者がいる場合は、会社名と就職(退職)年月も記入してく

ださい。 

   ○「本人を除く就学者」欄は、家族に就学者がいる場合に記入してください。「設置区分」、 

    「学校種別」、「通学区分」の該当する数字に○印を付け、「在学学校名」を正確に記入して 

    ください。    

   ○「収入状況」欄は、給与所得者の場合は源泉徴収票の支払金額を、給与以外の所得者の場合

は確定申告書の所得金額を千円未満の端数を切り捨てて記入してください。 

なお、令和４年１月以降に就職・転職した者の収入(見込)金額は記入しないでください。 

○「本人の奨学金受給状況」欄は、採用が決定している奨学金について記入してください。申

請予定又は申請中の奨学金を記入する必要はありません。 
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○「障害者のいる世帯」欄は、障害者手帳や医師の証明書により記入してください。 

○「長期療養者のいる世帯」欄は、６か月以上療養中又は療養を要する者の療養開始年月を 

記入してください。 

○「火災・風水害等の被害を受けた世帯」欄は、罹災証明書等により簡潔に記入してください。 

 

（４）住民票（世帯全員の表示があるもの） 

○世帯主名、続柄、筆頭者名は省略しないでください。 

 ○主たる家計支持者と生活をともにしている家族全員が記載されたものを提出してください。 

    「世帯全員の住民票」と表示がないものは認められません。世帯が分かれていても同一住所に住

んでいる場合は同一生計とみなしますので、すべての世帯の住民票が必要です。 

   ○就学のために住民票をうつしている者（本人・兄弟等）の住民票は必要ありません。 

ただし、申請者本人が独立生計の場合は、本人を含む家族全員の住民票が必要です。 

また、日本に家族がいる留学生は、家族全員の住民票を提出してください。 

○入学料免除・徴収猶予、授業料免除いずれも申請する場合には、入学料の方に原本、授業料の

方に写しを提出してください。 

 

 （５）所得証明書［課税(非課税)証明書］ 

○同一生計を営む、１８歳以上の家族全員（高等学校・高等専門学校以下の就学者は除く）の

所得証明書が必要です。（本人のものも必要） 

○所得のない者も所得金額「０円」と記載のある証明書が必要です。金額欄が「＊」や「空

白」のものは認められません。 

○市区町村の窓口にて「収入金額、扶養控除人数、税額（※所得割額必須）の記載がある所得証

明書」と伝えて発行してもらってください。市区町村によって税額の記載された所得証明書が発

行できない場合は、別途課税（非課税）証明書も併せて提出してください。 

○授業料免除申請者は令和５年度（令和４年分）のものを６月２３日（金）までに提出して

ください。その他の書類とは提出期限が違いますので、ご注意ください。 

 

 （６）各種証明書 

○Ｐ７《別表１》の中で該当する証明書等をすべて提出してください。 

○同一生計の者は、所得証明書の他にも該当する証明書等が必要です。 

 

（７）アルバイト等収入証明書 

○申請時に実施しているアルバイトがあり、今後１年間で 104 万円以上の収入が見込まれる

場合は、アルバイト先に証明してもらい提出してください。 

 

 （８）私費外国人留学生 入学料・授業料 免除・徴収猶予 推薦書（別添の所定用紙） 

○私費外国人留学生は、先生の推薦書が必要です。本学又は入学前の学校の指導教員等に記入し

てもらい、必ず提出してください。 

○入学料免除・徴収猶予、授業料免除いずれも申請する場合には、入学料の方に原本、授業料の

方に写しを提出してください。 
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《別表１》 各種証明書について             

☆上記書類の他に、下記の区分に該当するものがある場合は提出してください。 

区 分 証 明 書 等 発行先等 

遺族年金・障害年金受給者 

   

年金振込通知書の写等で最新の年金の金額がわかるも

の。※振込通知書の場合は年間の支払回数を余白に記

入のこと。 

市区町村役場 

都道府県保険課 

社会保険庁等 

その他 

令和４年１月以降に就職・転職した者 
給与明細書の写（最近３か月分）又は年収見込証明書

（賞与の有無・見込を余白に明記のこと） 
勤務先 

失業者 雇用保険受給資格者証（第１面～第４面）の写 職業安定所 

生活保護受給世帯 生活保護受給証明書・生活保護決定(変更)通知書の写 社会福祉事務所 

身体障害者、被爆者 障害者(被爆者)手帳の写 都道府県等 

｢要介護認定｣又は｢要支援認定｣を受

け、６か月以上状況が継続している者 
要介護認定・要支援認定等結果通知書の写 市区町村役場 

長期療養者(申請時現在、６か月以上

療養中の者又は今後６か月以上の療

養を必要と認められる者) 

医師の診断書・治療計画書等の写 医療機関等 

令和４年１０月以降（新入生は入学前

１年以内）に学資負担者が死亡した場

合 

死亡診断書又はそれを証明できる書類の写 医師等 

６か月以内（新入生は入学前１年以内

）に火災・地震・風水害等の被害を受

けた世帯 

罹災証明書（市区町村発行）の写及び災害を受けた住

宅・家財等の損害の申告書（別添の所定用紙） 

保険金支払証明書、修繕費等の領収書の写 

市区町村役場 

消防署等 

保険会社等 

本人以外の高校生以上の就学者 

（予備校生・農業大学校生・職業能力

開発大学校生・大学の研究生等は就学

者とみなしません。） 

在学証明書（入学料免除・徴収猶予の場合は令和５年

２月又は３月の日付で証明してもらうこと。 

授業料免除の場合は令和５年４月の日付で証明しても

らい、４月中または発行され次第提出すること。） 

在学校 

本人が申請時に実施しているアルバイ

トがあり、今後 1 年間で 104 万円以上

の収入が見込まれる場合 

アルバイト等収入証明書（別添の所定用紙） アルバイト先 

私費外国人留学生 
私費外国人留学生 入学料・授業料 免除・徴収猶予 推

薦書（別添の所定用紙） 
指導教員等 

日本に家族がいる私費外国人留学生 
家族全員の住民票（入学料の場合は令和５年３月のも

の、授業料の場合は令和５年４月のもの） 
市区町村役場 
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《別表２》 学力の基準 
 

 学力基準は、修得単位数及び成績区分の両方で基準を満たしていることが必要です。 

学   年 
修 得 

単位数 
成  績  区  分 

学 

部 

学 

生 

第１学年 ―― 出身学校最終２学年の評定平均値が 3.5 以上の者 

第２学年 ３３ 前学年における修得単位の評定平均値が2.1以上の者 

第３学年 

(第１学年入学) 
６６ 

前学年までに修得した単位数のうち評定平均値が2.1

以上の者 

第３学年 

(編入学者) 
―― 

出身学校最終２学年において修得した単位数のうち評

定平均値が 2.1 以上の者 

第４学年 ３２ 前学年における修得単位の評定平均値が2.1以上の者 

大 

学 

院 

学 

生 

修

士

課

程

・ 

専
門
職
学
位
課
程 

第１学年 ―― 
出身学校最終２学年において修得した単位数のうち評

定平均値が 2.1 以上の者 

第２学年 １５ 前学年における修得単位の評定平均値が2.1以上の者 

博
士
後
期
課
程 

第１学年 ―― 
大学院２学年において修得した単位数のうち評定平均

値が 2.1 以上の者 

第２学年 ６ 前学年における修得単位の評定平均値が2.1以上の者 

第３学年 １０ 
前学年までに修得した単位数のうち評定平均値が2.1

以上の者 

 

１．成績区分の評定平均値は、学部第１学年にあっては５段階評価、学部第２学年以上にあっては３

段階評価により取り扱い、その評定平均値が小数点第２位以下の端数を生じた場合は、小数点第２

位を四捨五入します。なお、入学料徴収猶予における学力基準は、学部第１学年にあっては評定平

均値 3.0 以上、学部第３学年および大学院学生にあっては、評定平均値 1.8 以上です。 

 

２．３段階評価の評定平均値は、次のように算出します。なお、他の段階評価で採点された成績につい

ても、本学の基準により取り扱います。 

 

＜計算式＞ 各評価毎の修得単位数合計を下表の該当するポイント数で乗じ、換算合計した値 ÷ 修得

単位数合計 

評 価 ポイント 

秀  優 Ｓ  Ａ ３ 

良 Ｂ ２ 

可 Ｃ １ 
 

評定平均値 ＝ 
【Ｓ・Ａの単位数合計】×３ ＋【Ｂの単位数合計】×２ ＋【Ｃの単位数合計】×１ 

修得した科目の単位数合計 

 

（例）３単位の科目をＳ、２単位の科目をＡ、１単位の科目をＢで取得した場合、 

  評定平均値：（３[単位]×３[Ｓ]＋２[単位]×３[Ａ]＋１[単位]×２[Ｂ]）／（３＋２＋１）＝２．８ 

  となります。なお、単位数が不明の場合は、評定の合計を科目数で割って算出します。 
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