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○船橋市母子家庭、父子家庭等高等学校等修学援助金の助成に関する規則 

昭和55年３月31日 

規則第40号 

改正 昭和56年３月31日規則第13号 

昭和57年３月31日規則第22号 

昭和58年３月31日規則第25号 

昭和60年３月30日規則第28号 

平成元年３月31日規則第15号 

平成３年３月30日規則第25号 

平成５年３月31日規則第43号 

平成７年３月31日規則第38号 

平成11年３月31日規則第15号 

平成17年３月31日規則第21号 

平成19年３月30日規則第18号 

平成24年７月６日規則第125号 

平成26年３月31日規則第15号 

平成27年12月28日規則第140号 

平成28年３月31日規則第55号 

平成29年３月31日規則第61号 

平成30年３月30日規則第60号 

平成30年10月10日規則第98号 

平成31年３月29日規則第53号 

令和２年３月31日規則第56号 

令和２年11月13日規則第108号 

令和３年３月31日規則第61号 

廃止 令和３年３月31日規則第62号 

（未施行） 

改正 令和３年９月27日規則第88号 

船橋市母子家庭、父子家庭等高等学校等修学援助金の助成に関する規則 

（平３規則25・平26規則15・改称） 

（目的） 

第1条 この規則は、高校生を扶養している母子家庭、父子家庭等に対し、母子家庭、父子

家庭等高等学校等修学援助金（以下「修学援助金」という。）を助成することにより、

修学に要する費用負担の軽減を図り、もって母子家庭、父子家庭等の福祉の増進に資す

ることを目的とする。 

（平26規則15・一部改正） 

（定義） 

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 母子家庭、父子家庭等 次のアからウまでのいずれかに該当する者が高校生を扶養

している家庭 

ア 高校生の父又は母であって、次の（ア）から（カ）までのいずれかに該当する者 

(ア) 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。以下同じ。）と死別し、又は離婚した者であって現に婚姻（婚姻の届出
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をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。）

をしていないもの 

(イ) 配偶者の生死が１年以上明らかでない者 

(ウ) 配偶者から１年以上遺棄されている者 

(エ) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者 

(オ) 配偶者が法令により１年以上拘禁されている者 

(カ) 婚姻によらないで父又は母となった者で現に婚姻をしていないもの 

イ 児童に父母がいない場合又は児童の父母がその児童を監護しない場合において当

該児童を養育する（その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持す

ることをいう。）当該児童の父母以外の者 

ウ その他市長がこれらに準ずると認める者 

(2) 高等学校等 学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する高等学校、中等教育学

校の後期課程、高等専門学校及び特別支援学校の高等部並びに修学年限が３年以上の

専修学校の高等課程及び各種学校で専修学校の高等課程に相当するものをいう。ただ

し、通信制の課程は、除くものとする。 

(3) 高校生 高等学校等に在学している者であって、20歳未満のもの及び20歳に達した

日の属する年度の末日までの間にあるものをいう。 

（昭57規則22・平３規則25・平７規則38・平11規則15・平19規則18・平26規則

15・平31規則53・一部改正） 

（助成の要件） 

第3条 修学援助金の助成を受けることのできる者は、前条第１号に規定する者（以下「母

子家庭、父子家庭等の者」という。）で、次に掲げる要件を備えたものとする。 

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されていること。 

(2) 市民税の所得割額が16,000円以下であること。 

(3) 生活保護法による保護の基準（昭和38年厚生省告示第158号）に規定する高等学校

等就学費が給付されていないこと。 

(4) 高等学校等の授業料以外の教育費の負担の軽減を目的とする助成等で市長が別に

定めるものが受けられる場合にあっては、当該助成等の額が108,000円未満であること。 

２ 前項第２号の所得割額を算定する場合には、次に掲げる方法によるものとする。 

(1) 地方税法等の一部を改正する法律（平成22年法律第４号）第１条の規定による改正

前の地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第８号に規定する扶養親族（16

歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。）及び同法第314条の２第１項第11号

に規定する特定扶養親族（19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。）が

あるときは、同号に規定する額（扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの（扶

養親族に係る額に相当するものを除く。）に限る。）に同法第314条の３第１項に規

定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。 

(2) 地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市（地方自治法（昭和22年法

律第67号）第252条の19第１項の指定都市をいう。以下同じ。）の区域内に住所を有

する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者

とみなして、所得割の額を算定するものとする。 

（平３規則25・平７規則38・平17規則21・平19規則18・平24規則125・平26規則

15・平30規則98・令３規則61・一部改正） 

（修学援助金の額） 

第4条 修学援助金の額は、高校生１人につき、月額9,000円とする。 
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（昭56規則13・昭57規則22・昭58規則25・昭60規則28・平元規則15・平７規則

38・平26規則15・平28規則55・平29規則61・平30規則60・平31規則53・令２規

則56・令３規則61・一部改正） 

（助成の期間） 

第5条 修学援助金の助成期間は、母子家庭、父子家庭等の者が、第７条の規定による申請

をした場合において、当該申請をした年度の４月１日以前に第３条第１項に規定する要

件を備えている場合にあっては当該申請をした年度の４月から、４月２日以後に備えた

場合にあってはその備えた日の属する月から要件を喪失した日の属する月までとする。 

２ 高校生が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当するに至った日の属する月

の翌月から復学の日の属する月の前月までの間については、修学援助金を助成しない。

この場合において、該当するに至った日が月の初日に当たるときの当該月分についても、

同様とする。 

(1) 休学したとき。 

(2) １月以上の停学処分を受けたとき。 

（平３規則25・平19規則18・平24規則125・平26規則15・平30規則98・一部改正） 

（助成の方法） 

第6条 修学援助金は、毎年３月及び12月を２期とし、３月にあっては10月から３月まで

の月分を、12月にあっては４月から９月までの月分を助成する。ただし、前支給期月に

助成すべきであった修学援助金又は母子家庭、父子家庭等の者が第３条第１項に規定す

る要件を喪失した場合における当該喪失月分までの修学援助金にあっては、当該助成期

月でなくともこれを助成することができる。 

（平24規則125・平26規則15・一部改正） 

（助成の申請） 

第7条 修学援助金の助成を受けようとする母子家庭、父子家庭等の者（以下「申請者」と

いう。）は、船橋市母子家庭、父子家庭等高等学校等修学援助金助成申請書（第１号様

式）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

(1) 戸籍謄本又は母子家庭、父子家庭等の者であることを証明する書類 

(2) 在学証明書 

(3) 課税証明書 

(4) その他市長が必要があると認める書類 

（平19規則18・平26規則15・一部改正） 

（助成可否の決定等） 

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を

決定し、その旨を船橋市母子家庭、父子家庭等高等学校等修学援助金助成可否決定通知

書（第２号様式）により申請者に通知する。 

（平24規則125・平26規則15・一部改正） 

（額の改定） 

第9条 修学援助金の助成を受けている母子家庭、父子家庭等の者（以下「受給者」という。）

の扶養している高校生の数に増減を生じた場合における修学援助金の額は、当該高校生

の数が増えた場合にあっては次条の規定による届出のあった日の属する年度の増えた日

の属する月から、当該高校生の数が減った場合にあっては減った日の属する月の翌月か

ら改定する。 

（平３規則25・平26規則15・一部改正） 

（申請事項変更届等） 
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第10条 受給者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨を船橋市母子家庭、父

子家庭等高等学校等修学援助金申請事項変更届（第３号様式。以下「変更届」という。）

により、速やかに市長に届け出なければならない。 

(1) 扶養する高校生の数 

(2) 受給者の住所、氏名等 

２ 前項の規定による届出において、扶養する高校生の数が増えた場合にあっては、変更

届に、当該高校生に係る在学証明書を添えなければならない。 

３ 受給者は、第５条第２項各号のいずれかに該当したとき、又は復学したときは、速や

かに、書面により市長に届け出なければならない。 

（平３規則25・平19規則18・平26規則15・一部改正） 

（現況届） 

第11条 受給者は、毎年10月１日から同月末日までの間に、その年の４月１日現在におけ

る当該受給者の状況を船橋市母子家庭、父子家庭等高等学校等修学援助金現況届（第４

号様式）に、在学証明書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に届け出なければ

ならない。 

（平26規則15・一部改正） 

（助成の制限） 

第12条 市長は、受給者が前条の規定による届出をしないときは、修学援助金の助成をし

ないことができる。 

（平30規則98・追加） 

（助成の中止） 

第13条 市長は、受給者が修学援助金の助成を受けるべき事由が消滅したと認めたときは、

修学援助金の助成を中止する。 

２ 市長は、前条の規定により修学援助金の助成の制限を受けた受給者が相当の期間を経

過してもなお第11条の規定による届出をしないときは、修学援助金の助成を中止するこ

とができる。 

（平30規則98・追加） 

（助成事由消滅届出等） 

第14条 受給者は、修学援助金の助成を受けるべき事由が消滅したときは、その旨を船橋

市母子家庭、父子家庭等高等学校等修学援助金受給事由消滅届（第５号様式）により、

速やかに市長に届け出なければならない。 

（平19規則18・平26規則15・一部改正、平30規則98・旧第12条繰下） 

（助成決定の取消し等） 

第15条 偽りその他不正の手段により修学援助金の助成決定を受け、又は修学援助金の助

成を受けた受給者があるときは、市長は助成の決定を取り消し、又は既に助成した修学

援助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。 

（平30規則98・旧第13条繰下、平31規則53・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和55年４月１日から施行する。 

（令２規則108・旧附則・一部改正） 

（家計急変に係る助成の特例） 

２ 令和２年度に限り、第３条第１項各号（第２号を除く。）に掲げる要件を備えた母子

家庭、父子家庭等の者で、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）
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附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し

たものについては、市長が別に定めるところにより、修学援助金を助成することができ

る。 

（令２規則108・追加、令３規則88・一部改正） 

３ 令和３年度に限り、第３条第１項各号（第２号を除く。）に掲げる要件を備えた母子

家庭、父子家庭等の者で、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス

属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人

に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。）

の影響により収入が減少したものについては、市長が別に定めるところにより、修学援

助金を助成することができる。 

（令３規則88・追加） 

附 則（昭和56年３月31日規則第13号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和56年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行前に、修学援助金の助成を受けるべき者であって、かつ、その助成を受

けていないものに係る修学援助金の額については、この規則による改正後の船橋市母子

家庭高等学校修学援助金の助成に関する規則第４条の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 

附 則（昭和57年３月31日規則第22号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和57年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行前に、修学援助金の助成を受けるべき者であって、かつ、その助成を受

けていないものに係る修学援助金の額については、この規則による改正後の船橋市母子

家庭高等学校修学援助金の助成に関する規則第４条の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 

附 則（昭和58年３月31日規則第25号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和58年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行前に、修学援助金の助成を受けるべき者であって、かつ、その助成を受

けていないものに係る修学援助金の額については、この規則による改正後の船橋市母子

家庭高等学校修学援助金の助成に関する規則第４条の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 

附 則（昭和60年３月30日規則第28号） 

この規則は、昭和60年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年３月31日規則第15号） 

この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年３月30日規則第25号） 

この規則は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成５年３月31日規則第43号） 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年３月31日規則第38号） 
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この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成11年３月31日規則第15号） 

この規則は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月31日規則第21号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日規則第18号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年７月６日規則第125号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第３条第１号の改正規定及び次項の規

定は、平成24年７月９日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成24年７月までの月分の修学援助金の助成については、改正後の第３条第１号の規

定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることと

される改正前の船橋市母子家庭高等学校等修学援助金の助成に関する規則第３条第１号

の規定中「外国人登録原票」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との

平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正

する等の法律（平成21年法律第79号）第４条の規定による廃止前の外国人登録法（昭和

27年法律第125号）第４条第１項に規定する外国人登録原票」とする。 

３ 改正後の船橋市母子家庭高等学校等修学援助金の助成に関する規則第３条第２項の規

定は、平成24年４月以後の月分の修学援助金の助成について適用する。 

附 則（平成26年３月31日規則第15号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。ただし、第10条第１項の改正規定（「届

出なければ」を「届け出なければ」に改める部分に限る。）及び同条第２項の改正規定、

第11条の改正規定（「届出なければ」を「届け出なければ」に改める部分に限る。）並

びに第５号様式の改正規定（「就学援助金」を「修学援助金」に改める部分に限る。）

は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成26年４月１日前から引き続き高等学校等（改正後の船橋市母子家庭、父子家庭等

高等学校等修学援助金の助成に関する規則（以下「改正後の規則」という。）第２条第

２号に規定する高等学校等をいう。）に在学する高校生（改正後の規則第２条第３号に

規定する高校生をいう。）を扶養している改正後の規則第３条第１項に規定する母子家

庭、父子家庭等の者（以下「旧制度適用対象者」という。）については、同項第４号の

規定は、適用しない。 

３ 旧制度適用対象者に対する改正後の規則の適用については、改正後の規則第４条中

「9,000円（前条第１項第４号に規定する場合にあっては、6,000円）」とあるのは「9,000

円」と、改正後の規則第６条中「３月及び12月を２期とし、３月にあっては10月から３

月までの月分を、12月にあっては４月から９月までの月分を」とあるのは「３月及び９

月の２期にそれぞれの月までの分を」と、改正後の規則第11条中「10月１日」とあるの

は「５月１日」と読み替えるものとする。 

附 則（平成27年12月28日規則第140号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年１月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 

附 則（平成28年３月31日規則第55号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成28年４月１日前から引き続き高等学校等（改正後の船橋市母子家庭、父子家庭等

高等学校等修学援助金の助成に関する規則（以下「改正後の規則」という。）第２条第

２号に規定する高等学校等をいう。）に在学する高校生（改正後の規則第２条第３号に

規定する高校生をいう。）を扶養している旧制度適用対象者（船橋市母子家庭、父子家

庭等高等学校等修学援助金の助成に関する規則の一部を改正する規則（平成26年船橋市

規則第15号）附則第２項に規定する旧制度適用対象者をいう。以下「旧制度適用対象者」

という。）については、改正後の規則第３条第１項第４号の規定は、適用しない。 

３ 旧制度適用対象者に対する改正後の規則の適用については、改正後の規則第４条中

「9,000円（前条第１項第４号に規定する場合にあっては、4,200円）」とあるのは「9,000

円」と、改正後の規則第６条中「３月及び12月を２期とし、３月にあっては10月から３

月までの月分を、12月にあっては４月から９月までの月分を」とあるのは「３月及び９

月の２期にそれぞれの月までの分を」と、改正後の規則第11条中「10月１日」とあるの

は「５月１日」と読み替えるものとする。 

附 則（平成29年３月31日規則第61号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成29年４月１日前から引き続き高等学校等（改正後の船橋市母子家庭、父子家庭等

高等学校等修学援助金の助成に関する規則（以下「改正後の規則」という。）第２条第

２号に規定する高等学校等をいう。）に在学する高校生（改正後の規則第２条第３号に

規定する高校生をいう。）を扶養している旧制度適用対象者（船橋市母子家庭、父子家

庭等高等学校等修学援助金の助成に関する規則の一部を改正する規則（平成26年船橋市

規則第15号）附則第２項に規定する旧制度適用対象者をいう。）に対する改正後の規則

第４条の適用については、同条中「9,000円（前条第１項第４号に規定する場合にあって

は、2,900円）」とあるのは、「9,000円」と読み替えるものとする。 

附 則（平成30年３月30日規則第60号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年10月10日規則第98号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の規則第３条第２項の規定は、平成30年４月以後の月分の修学援助金の助成に

ついて適用する。 

附 則（平成31年３月29日規則第53号） 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月31日規則第56号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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附 則（令和２年11月13日規則第108号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の船橋市母子家庭、父子家庭等高等学校等修

学援助金の助成に関する規則の規定は、令和２年４月１日から適用する。 

附 則（令和３年３月31日規則第61号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年９月27日規則第88号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の船橋市母子家庭、父子家庭等高等学校等修

学援助金の助成に関する規則の規定は、令和３年４月１日から適用する。 
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第1号様式 

（平24規則125・全改、平26規則15・平27規則140・平30規則60・一部改正） 

第2号様式 

（平３規則25・平19規則18・平26規則15・平28規則55・平30規則60・一部改正） 

第3号様式 

（平３規則25・平５規則43・平17規則21・平24規則125・平26規則15・平27規則

140・一部改正） 

第4号様式 

（平24規則125・全改、平26規則15・一部改正） 

第5号様式 

（平24規則125・全改、平26規則15・一部改正） 

 


