公益財団法人岩山育英会奨学規程
第１章 総則
（奨学生の資格）
第１条 当会の奨学生となる者は、以下の全ての資格を満たさなければならない。
(1) 日本国籍を持つ者。
(2) 学校教育法（昭和２２年３月３１日法律第２６条）に定める福島県内の高等学校に在学する者。
(3) 人物優秀かつ健康である者。
(4) 中学校最終学年における全履修教科の平均成績が４以上である者。
(5) 生計を一にする世帯所得が合計３００万円以下である者。
２．次の各号の一に該当する者は出願資格がない。
(1) 高等学校の別科、専攻科（衛生看護科、水産高等学校、盲・聾学校高等部を除く）に在学する者。
(2) 現に当会奨学生である者。
(3) 高等学校または高等専門学校において当会奨学生であった者で、退学後、高等学校に入学あるいは編入
学して同一学年以下を再履修する者。但し、入学あるいは編入学の翌年以降を除く。
（奨学生の種類）
第２条 当会の奨学生の種類は次の通りとする。
(1)「給付奨学生」
：当会が公益財団法人として移行登記した後に応募した者。
第２章 奨学生の採用
（出願）
第３条 奨学金を志願する者は、以下の書類を当会に提出するものとする。
(1) 連帯保証人と連署した「奨学生願書」（様式第１号）
(2) 在学高等学校長の「推薦書」
(3) 高等学校の「在学証明書」
(4) 中学校の「成績証明書」
(5) 市町村長の発行する「所得証明書」
２．連帯保証人は、本人が未成年者の場合は親権者または後見人とし、成年者の場合は父母兄姉またはこれに
代わる者でなければならない。
（選考）
第４条 以下の手順により選考を行う。
(1) 高等学校により、人物・学力・父母の教育的関心・家計・学費の状態を基に当会に推薦。
(2) 有識者で構成する当会の審査委員会により、出願者の人物・健康状態・優秀性・学費支弁の困難程度等
を検討し、適格度の高い者から理事長が決定。
(3) 単年度あたりの採用人数は若干名とする。
（通知）

第５条 採否の結果は、在学学校を経由して本人に通知する。
第３章 採用後の提出書類
（誓約書）
第６条 奨学生として採用通知を受けた者は、直ちに「誓約書」
（様式第２号）を当会理事長に提出しなけれ
ばならない。
（学業成績及び生活状況報告）
第７条 奨学生は、毎年度末に「学業成績証明書及び生活状況報告書」
（様式第４号）を当会理事長に提出し
なければならない。
第４章 異動に関する届出
（異動届出）
第８条 奨学生が次の各号の一に該当する場合は、連帯保証人と連署の上、直ちにその旨を当会理事長宛に届
け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学または退学した時。
(2) 停学その他の処分を受けた時。
(3) 連帯保証人を変更した時。
(4) 本人または連帯保証人の氏名・住所・職業その他重要な事項に変更があった時。
（死亡の届出）
第９条 奨学生が死亡した時は、相続人または連帯保証人は、死亡診断書を添えて直ちに死亡届を提出しなけ
ればならない。
第５章 奨学金の交付
（奨学金の交付）
第１０条 奨学金を交付する期間は、高等学校の正規の最短修業期間とする。
２．前項期間中に交付する奨学金の額は月額１０，０００円とする。
３．奨学金の交付は、年４回、３ケ月分ずつを奨学生本人名義の口座に振り込むことにより行う。振込手数料
は当会負担とする。
（奨学金の停止・短縮）
第１１条 奨学生が休学、または長期にわたって欠席した時は、奨学金の交付を停止する。
２．奨学生の学業成績や素行が悪化した場合、当会は奨学金の交付を停止、または交付期間を短縮することが
できる。
（奨学金の復活）
第１２条 前条により奨学金の交付を停止された者が、その事由が消滅した後、在学学校長を経て願い出た時
は、当会理事長の判断により奨学金の交付を復活することができる。

（奨学金の打ち切り）
第１３条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められる時は、在学学校長の意見を徴して奨学金の交付をう
ち切ることができる。
(1) 傷病等により卒業の見込みが無くなった時。
(2) 学業成績または素行が著しく不良となった時。
(3) 奨学金を必要としない事由が生じた時。
(4) 在学学校で処分を受け、学籍を失った時。
(5) その他、当会奨学生としてふさわしくない事実があった時。
（奨学金の辞退）
第１４条 奨学生は、いつでも在学学校長を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。
第７章 給付奨学金
（給付奨学金）
第１５条 給付奨学金は返還を要さない。
（給付奨学金の返還）
第１６条 前条の規定にかかわらず、以下に該当する場合、当会は既に給付した奨学金の全額の返還を求める
ことができる。
(1) 第１３条の各号の一に該当し、かつ故意による重大な違約があると認められる場合。
(2) 虚偽の申告その他の不正手段によって給付を受けたことが明らかになった場合。
第８章 奨学生の指導
（奨学生の指導）
第１７条 当会は、奨学生の資質の向上を図るため、学業及び生活に関して適切な指導を行うものとする。
付

則

１．本規程の実施について必要な事項は理事長が別に定める。
２．本規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人として当会が設立
登記した日から施行する。
３．貸与事業廃止認定を受け、平成 30 年 3 月 26 日理事会にて本規程から貸与条項(旧 8,15～24 条)を削除。

(新旧比較表)
※アンダーライン：変更箇所
新 (変更後)

旧 (変更前)

第

（奨学生の種類）

（奨学生の種類）

２

第２条

第２条

条

(1)「給付奨学生」
：当会が公益財団法人として移行登

当会の奨学生の種類は次の通りとする。

記した後に応募した者。

当会の奨学生の種類は次の通りとする。

(1) 「貸与奨学生」
：当会が公益財団法人として移行
登記する前に応募した者。
(2) 「給付奨学生」
：当会が公益財団法人として移行
登記した後に応募した者。
２．本規程において奨学金に言及する際、貸与と給付
に共通する場合は「交付」
、いずれか一方にのみ関す
る場合は「貸与」または「給付」と表記する。奨学生
に言及する際、貸与と給付に共通する場合は「奨学
生」
、いずれか一方にのみ関する場合は「貸与奨学生」
または「給付奨学生」と表記する。

第

（通知）

５

第５条

条

知する。

に通知する。採用漏れとなった場合は通知しない。

第

（異動届出）

（異動届出）

８

第８条

第８条

条

（通知）
採否の結果は、在学学校を経由して本人に通

奨学生が次の各号の一に該当する場合は、連

第５条

採用となった場合、在学学校を経由して本人

奨学生が次の各号の一に該当する場合は、連

帯保証人と連署の上、直ちにその旨を当会理事長宛

帯保証人と連署の上、直ちにその旨を当会理事長宛

に届け出なければならない。

に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学または退学した時。

(1) 休学、復学、転学または退学した時。

(2) 停学その他の処分を受けた時。

(2) 停学その他の処分を受けた時。

(3) 連帯保証人を変更した時。

(3) 連帯保証人を変更した時。

(4) 本人または連帯保証人の氏名・住所・職業その

(4) 本人または連帯保証人の氏名・住所・職業その

他重要な事項に変更があった時。

他重要な事項に変更があった時。
２．貸与奨学生が奨学金完済前に前項第３号または第
４号に該当する場合は、前項に準じて届け出なければ
ならない。

第

削除

（貸与奨学金の利息）
第１５条

15

貸与奨学金は無利息とする。

条
第
16
条

削除

（借用証書及び返還予定書の提出）
第１６条

貸与奨学生が次の各号の一に該当する場

合は、貸与された奨学金全額について「奨学金借用
証書」
（様式第５号）及び「返還予定書」に記入し、
連帯保証人２名以上による連署の上、直ちに当会理
事長まで提出しなければならない。
(1) 高等学校を卒業・修了または退学した時。
(2) 奨学金貸与期間が満了した時。

(3) 第１３条により貸与奨学金の交付を打ち切られ
た時。
(4) 第１４条により貸与奨学金を辞退した時。

第

削除

（貸与奨学金の返還）
第１７条

17
条

貸与奨学生が第１６条各号の一に該当す

る時は、貸与終了月の翌月から起算して１２ケ月を
経過した後６年以内に貸与された全額を返還しな
ければならない。
２．前項にかかわらず、奨学金貸与を受けた者の都合
により、いつでも返還することができる。
３．前２項にかかわらず、奨学金貸与を受けた者が次
の各号の一に該当する場合、当会は貸与奨学金の
全部または一部を繰り上げ償還させることがで
きる。
(1) 虚偽の申告その他の不正手段によって貸与を
受けたことが明らかになった時。
(2) 貸与奨学金の返還を怠った時。

第

削除

（繰り上げ返還における報奨金）
第１８条

18
条

貸与奨学生が最終返還期日の３年前まで

に残額を一括して繰り上げ返還した場合、当会は繰
り上げ返還金の 10％の金額を報奨金として支払う
ものとする。
(例：総額 360,000 円貸与の場合)
返還時期

第
19
条

削除

一括返還額

報奨金対象額

報奨金額

猶予期間

360,000

360,000

36,000

１年目

360,000

300,000

30,000

２年目

300,000

240,000

24,000

３年目

240,000

180,000

18,000

４年目

180,000

５年目

120,000

６年目

60,000

（貸与奨学金の返還猶予）
第１９条

奨学金貸与を受けた者が次の各号の一に

該当し、かつ出願した場合、当会は貸与奨学金の返
還を猶予することができる。
(1) 災害により損害を受け、返還が困難となった時。
(2) 傷病により返還が困難となった時。
(3) 大学、大学院またはこれと同程度の学校に進学
する時。
(4) 医学実地研修に従事する時。
(5) 外国の学校に入学または研究に従事する時。

(6) その他、真にやむを得ない事由により返還が著
しく困難となった時。
２．返還猶予の期間は、前項第１号第２号に該当する
場合は第２１条により決定した時から１年間、第３号
ないし第６号に該当する場合は当該事由が継続する
期間とする。

第

削除

（返還猶予の出願）
第２０条

20
条

返還猶予を志願する場合、奨学金貸与を受

けた者は連帯保証人と連署の上、次の各号の書類を
提出しなければならない。
(1) 「奨学金返還猶予願」
（様式第６号）
(2) その事由を証する書類。

第

削除

（返還猶予の決定）

21

第２１条

条

理事長が審査決定し、その結果を本人に通知する。

第

削除

前条により返還猶予願があった場合、当会

（貸与奨学金の返還免除）
第２２条

22
条

奨学金の貸与を受けた者が次の各号の一

に該当する場合、当会は貸与奨学金の全部または一
部の返還を免除することができる。
(1) 本人が死亡した時。
(2) 本人が精神もしくは身体の機能に著しい障害が
生じて労働能力を喪失した時。
(3) その他、特に必要と当会が判断する時。

第

削除

（返還免除の出願）
第２３条

23
条

返還免除を志願する場合、本人または相続

人は、連帯保証人と連署の上、次の各号の書類を提
出しなければならない。
(1) 「奨学金返還免除願」
（書式は任意で可）
(2) 死亡による時は、戸籍抄本。前条(2)の事由によ
る時は、その事実及び程度を証する医師の診断
書。
(3) その他、返還不能の事実を証する書類。
２．返還免除願は、返還不能の事由が生じた時から１
年以内に提出しなければならない。但し特別な事情
がある場合、更に１年以内その期限を延長すること
ができる。

第

削除

（返還免除の決定）

24

第２４条

前条により返還免除願があった場合、当会

条

理事長が審査決定し、その結果を本人または相続人も
しくは連帯保証人に通知する。

