
日本国内の大学等に在籍している学生

久留米市に住民登録があること（2021年５月１２日時点）

学生本人と生計維持者が令和３年度住民税非課税もしくは非課税
相当であること

大学等とは？

１人あたり 50,000円

申請書と必要書類をそろえて郵送

送付先は４ページに記載

2021年８月１日～10月29日（消印有効）

学校種別 備考

大学 　　専攻科、別科、大学院含む。

短期大学 　　専攻科、別科含む。

高等専門学校 　　第４、５学年生、専攻科に限る。

専門学校 　　専門課程に限る。

日本語教育機関
　　法務省告示で定める
　　日本語教育機関
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対象者チェック

Ｏ

２０２１年5月12日から継続して大学等（表紙に記載）に在籍していますか。

2021年５月１２日時点で
申請者（学生本人）が久留米市に住民登録がありますか。

進学するまでの期間に関する要件（ を確認）にあてはまりますか。

生計維持者の考え方

※留学生の方など、生計維持者が日本国内にいなくても、生計維持者欄は記載してください。

申請者と生計維持者（ を確認）はいずれも令和３年度住民税非課税ですか。

非課税でない方は、2021年1月～5月の収入が
住民税非課税相当（ を確認）に減りましたか。

生計維持者とは、原則として申請者（学生本人）の父母のことを指します。
父母と別居している場合や、父母に収入がない場合でも生計維持者の記入や書類の提出は必要です。（下図①・②）
ただし、下図③～⑤のような場合は、生計維持者を２名記入しなくても構いません。

上記に事例がない場合やご不明な点があるときは、『申請の手引き』をご覧ください。

※記載内容を確認できる書類の提供を求めることがあります。

生計維持者記入場所 記入する生計維持者

① 父・母と同居・別居（一人暮らし） 生計維持者１・２ 父母

② 申請人は未成年で、父・母が離婚調停中である。 生計維持者１・２ 父母

④ 父・母ともに死亡・行方不明。親族が親代わり。 生計維持者１のみ 親代わりの親族

⑤ 児童養護施設や里親宅で生活している（していた）。 不要 ー

事例

③
父母は離婚しており、父または母のいずれか一方と同
居している（もしくは大学等入学前は同居していた）

生計維持者１のみ
同居する（もしくは同居していた）
父または母

支給対象となります ( を確認） 支給対象となりません

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ
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＜イメージ＞

進学するまでの期間に関する要件

今回の給付金は、子育て支援の一環として、大学等で学ぶ学生を応援する事業となっておりますので、リカレント
教育（学び直し）や生涯学習のために、大学等で学ぶ方は対象外としています。

次の事例をご覧になり、該当するかどうかを確認してください。ご自身が該当するか不明な場合は、お問い合わせ
ください。

16歳 1７歳 1８歳 1９歳 ２０歳 ２１歳 ２２歳

高校１ 高校2 高校3 大学１ 大学２

各年齢の誕生日が
属する年度

卒業

２年間卒業した日が属する年度の翌年度の末日

４月１日で２年を経過するので、

２１歳になる年度の

３月３１日までに入学が必要

水色の期間中に

入学しておくことが

必要

☛高等学校等を初めて卒業した日の属する年度の翌年度の末日から２年経過しない間に本科に入学した人

＜イメージ＞

16歳 1７歳 1８歳 1９歳 ２０歳 ２１歳 ２２歳 ２３歳 ２４歳 ２５歳 ２６歳

高校１ 高校2 高校3 大学１ 大学２ 大学３ 大学４ 大学院１ 大学院２

各年齢の誕生日が
属する年度

卒業

２年間卒業した日が属する年度の翌年度の末日

桃色の期間中に

入学しておくことが

必要

本科修了

修了した日が属する年度の末日 １年間

水色の期間中に

入学しておくことが

必要 両方を満たすことが必要

●現在、大学院や専攻科に在籍の方

☛高等学校等を初めて卒業した日の属する年度の翌年度の末日から２年経過しない間に本科に入学した人

+ 本科等を修了した年度の末日から１年以内に進学した人

非課税相当とは・・？

令和３年度住民税が非課税でなくても、2021年１月～５月の収入が大幅に減少し、この収入が続けば、令和４年度住
民税非課税になると想定される場合、対象になることがあります。

＜イメージ＞

限度額は目安です。

該当する方は、申請の

際には第２号様式また

は第３号様式を提出

してください。

給与収入額の目安 所得金額の目安

０人 965,000円以下 415,000円以下

１人 1,469,000円以下 919,000円以下

２人 1,880,000円未満 1,234,000円以下

非課税限度額
扶養親族数

2021年1月～5月の
平均収入

年収換算
（×１２月） ≦

送付前に
ホームページに記載の
「申請の手引き」を必ず
読んで、要件や書類の
確認してね！！
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＊ 提出書類(非課税証明書）の注意点

＊ 送付先

書類がすべてそろったら、封筒に下記宛先を貼り付け、郵送してください。
大事な書類を入れていただきますので、簡易書留やレターパックなど到着が確認できるものをお勧めします。

〒830-8520

久留米市城南町１５番地３
久留米市役所 ９階
「大学等修学応援給付金」事務局 宛

※書類の不備や、未申告により収入状況が確認できないなどの場合は、ご連絡します。
※連絡がつかない場合は、振込が遅れたり、振込できない場合がありますので、 ご注意ください。

大学等修学応援給付金 事務局
(総合政策部総合政策課内）

久留米大学等修学応援給付金 検索

● 申告をしていない方は非課税かどうかの判断ができませんので、収入がなくても必ず申告してください。
申告窓口については２０２１年１月１日に住民登録があった市区町村にお尋ねください。

申請書類の提出について

共通する提出物
● 申請書（第１号様式）
● 学生証のコピー
● 通帳のコピー

留学生の場合 在留カード

例） 申請者が①で、父母が②で

あれば、父母それぞれの令和３年度

非課税証明書を提出していただく

ことになります。

ホームページＱＲコード ➡

所得割 均等割 所得割 均等割
→

所得割 均等割 所得割 均等割
→

市 民 税

¥0 ¥0

************

市 民 税 県 民 税

¥0

************ ********* ********* *************

県 民 税

¥0 ¥0

×

〇

年　税　額

年　税　額

※２０２１年１月１日時点で久留米市に住所があった方は、非課税証明書の添付は不要ですが、申告していないと
審査で不備になりますので、ご注意ください。

※他市区町村で、非課税証明書を取られるときは、数字が
記載されているかどうか確認してください。
「＊」や 「－」では、申告していないことになりますので、
不備になります。
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申請者 生計維持者１ 生計維持者２

① 令和３年度非課税で、2021年1月1日時点の住所が久留米市の場合 □ □ □ ⇒

他市区町村発行の

令和３年度非課税証明書

第２号様式または

第３号様式

□ □ □

□ □ □

⇒

⇒

パターン

収入を証する書類（申請者・生計維持者１・生計維持者２について、①～③のいずれかに該当するものを一つずつ）

提出書類

不要

③

② 令和３年度非課税で、2021年1月1日時点の住所が他市町村の場合

令和３年度課税であったが、2021年1月～５月の収入が減少した方

＜問い合わせ先＞

ＴＥＬ ０９４２－３０－９２４４


	【最終】久留米市大学等修学応援給付金チラシ1-3
	【最終】久留米市大学等修学応援給付金チラシ4

