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知って得する

知ってトクする！？知らなきゃ損する！？アナタの生活をハッピーに
知ってトクする！？知らなきゃ損する！？アナタの生活をハッピーに！賢く豊かに
豊かに生活するため
生活するために必要な情報をお
情報をお
届けします。私たち東海 FP センターは、あなたのハッピーライフ、
のハッピーライフ、ハッピーリタイアメントを全力で応援します
ハッピーリタイアメントを全力で応援します！

今年一年、大変お世話になり
ました！
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今月のトピックス
① 新たな所得連動返済型奨学金制度の創設

2017 年も引き続き、どうぞ宜
しくお願い致します。

② 岩本の独り言
独り言
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いつもお世話になり、誠に有難うございます。

「どうすべきか？
どうすべきか？」
どうすべきか？
という判断をするための正しい判断材料、情報

早いもので今年も残すところあと少しとなりま

をお届けすることが、私たちファイナンシャル

した。

プランナーの役割です。

皆さんにとって
皆さんにとって今年はどん
んな一年でしたか？
な一年でしたか？

2017 年も、皆様の豊かさ生活実現のために、

2016 年はマイナス金利の導入に始まり、イギリ

日々勉強、有益な情報をお届けしていきたいと

スのＥＵ離脱、そして
スのＥＵ離脱、そして予想外のアメリカ大領領
予想外のアメリカ大領領

思っております。

選挙。

来年もどうぞ宜しくお願いします。

岩本 貴久

ビックリニュースが立て続けに起こりました。
東海ＦＰセンター
そして、それらの事件が良くも悪くも、私たち

http://www.tokaifp
http://www.tokaifp.com

の生活に影響を与えたことは確かです。
◆貯金に関するご相談は…
このような世の中で起きる大きな事件は、誰に

６０歳または、６５歳から掛け金の１．５倍の年

も防ぐことができません。

金を受け取る方法
「1.5
1.5倍の年金の相談」と声をかけてください
倍の年金の相談」と声をかけてください
倍の年金の相談」と声をかけてください。

大切なのは、

（年金に限らず、中長期の貯金全般です。）

何らかの事件が起きたときどうすべきか？
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E
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という判断力と、行動の選択です。
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新たな所得連動返還型奨学金制度の
創設について

※「奨学生証」および「貸与奨学金返還確認票」に
「所得連動返還型無利子奨学金」と印字されます。

奨学金と聞いて、すぐに思い浮かぶのは日本学生支
援機構の奨学金制度だと思います。

(３)貸与終了後の返還について
通常の奨学生と同様に返還しますが、返還が困

機構の奨学金制度には、貸与から返還終了まで全期

難である場合または困難となった場合は、次の

間無利息の「第一種奨学金（以下「無利子奨学金」）」

ようになります。

と、在学中のみ無利息で卒業後は有利息となる「第

返還期限猶予の申請書（猶予願）に必要書類を

二種奨学金」の２つがあります。

添付して機構に提出し、機構の承認を得ること
で返還期限が猶予されます。

このうち無利子奨学金には、平成２４度に所得連動

卒業後に一定の収入（給与所得者は収入３００

返還型制度が導入されていますが、さらに新たな所

万円、給与所得者以外は所得２００万円）を得

得連動返還型制度が導入され、平成２９年度の新規

るまでの間は、返還期限を延長することができ

採用者から適用される予定です。

ます。
返還猶予期間に制限はありませんが、継続して

そこで、今回は、現行制度を確認した上で、新しい

猶予を受ける場合は、毎年度の申請が必要です。

所得連動返還型奨学金制度に関する情報について。

猶予期間が終わったら、通常の定額返還に戻り
ます。

返還期限が猶予される現行の制度
現行の「所得連動返還型無利子奨学金制度」は、経

ただし、返還者が被扶養者である場合は以下の

1)

済的な理由により進学を断念することがないよう、

～ 4) の条件のいずれか 1 つに該当する必要があり

家計状況の厳しい世帯の学生等を対象として、無利

ます。

子奨学金の貸与を受けた本人が卒業後に一定の収入
を得られるようになるまでの間、申請により返還期

該当しない場合は、通常の返還期限猶予（通算１０

限を猶予するもので、平成２４年度に導入されまし

年限度）の取り扱いになります。

た。
①

者がいない

(１)対象者
平成２４年４月以降の無利子奨学金採用者（大

乳児がいる世帯で当該被扶養者以外に保育する

②

介護等を要する障害者、療養者または要介護者

学院は除く）

がいる世帯で当該被扶養者以外に介護等を行う

奨学金申請時の家計支持者の所得金額（父母の

者がいない

合算額）が次の金額であること
給与所得のみの世帯：年間収入（税込）が
３００万円以下

③

当該被扶養者が妊娠中である

④

当該被扶養者が身体の障害その他やむを得ない
事由により就労が制限されている

給与所得以外の世帯：年間所得金額（必要
経費控除後）が２００万円以下

以上のように現行の所得連動返還型無利子奨学金制
度は、返還者の年間収入が３００万円を超えると定

(２)対象となるための手続き

額での返還が求められますが、年収３００万円～４

特別の手続きは必要ありません。無利子奨学金申込

００万円程度の年収である返還者にとっては奨学金

者の中から、所得連動返還型奨学金制度の基準に合

の返済負担が重くのしかかるという課題があります。

致する人を機構が選考して、本人に通知※する形がと
られます。

平成２６年の調査では、３カ月以上の滞納をしてい
る返還者は約１７万人にのぼります。この現状を踏
まえて新制度では返還者の年収が低い時期に負担軽
減が図られています。
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返還者の給与収入が３００万円以下、かつ、奨

年収に応じて返済額が決まる新しい制度

学金申請時に家計支持者の年間給与収入が３０

「新所得連動返還型無利子奨学金制度」は、年収に

０万円以下の者については、申請可能年数に制

応じて毎月の返済額が決まる仕組みで、貸与総額に

限はありません

応じた一定額を返済する「定額返還型（通常の無利

災害、傷病、生活保護受給中等の場合は、その

子奨学金）」との選択制となります。

事由が続いている間（無制限）は返還猶予とさ
れます

現時点での主な仕組みは次のとおりですが、運用開
始までに変更が生じる場合もありえます。

(５)返還期間
返還が完了するまでとされます

新所得連動返還型無利子奨学金制度は、平成２９年

返済完了前に本人が死亡または障害等により返

度の新規返還者から適用されます。

還不能となった場合はその時までとなります。

（注）便宜上、新しい所得連動返還型制度を「新制

(６)所得の算出等

度」、現行の所得連動返還型制度を「現行制度」と

マイナンバー制度を利用して返還者の住民税の課税

表記します。

所得を取得します。
「課税対象所得＝給与等収入－所得控除」

(１)対象となる学校種
新制度の適用対象は、高等専門学校、大学、短期大

(７)返還者が被扶養者になった場合の収入の考え方

学、専修学校専門課程、大学院。現行制度では大学

返還者が被扶養者になった場合には、扶養者のマイ

院は適用除外となっていますが、新制度では大学院

ナンバーの提出を求め、提出があり、かつ、返還者

で学ぶ学生等についても対象の予定となります。

と扶養者の収入の合計額が一定額を超えない場合の
み、所得連動返還型による返還が認められます。

(２)奨学金申請時の家計支持者の所得要件
新制度では、現行制度にある申請時の家計支持者の

(８)保証制度

所得要件（給与収入は３００万円以下）は設けられ

返済期間が長期に及んだり不定期となったりするこ

ていません。

とから、保護者を連帯保証人などとする人的保証で
はなく、原則として機関保証が採用される予定です。

家計支持者の所得にかかわらず、全員が新制度の適
用対象となります。

(９)返還方式の選択
新所得連動返還型および定額返還型のいずれの返還

(３)所得に応じた返済額の設定および返還を開始す

方式とするかは貸与申込時に学生が選択しますが、

る所得額

卒業までに返還方法を変更（定額返還型から所得連

所得が一定額となるまでの最低返済額は月額２,

動返還型へ、その逆も可能）することもできます。

０００円とし、所得が一定額を超えた場合は所
得に応じた返還額（課税所得の９％相当）を返

変換方式のイメージは以下のようになります。

還します。
ただし、返還が困難な場合は、(４)の返還猶予

例）平成２９年度以降に私立大学で自宅通学の学生

を申請することができます。

が大学などで、月額 54,000 円総額 2,592,000 円（4
年間）を借りる。

(４)返還猶予の申請可能所得および年数
返還猶予の申請が可能となるのは給与収入３０

【ポイント】社会人になってから返す月額は以下の

０万円以下の者で、申請可能年数は通算で１０

どちらかが選択可能になります。

年が限度となります
① 定額返済型（現行の制度）
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学生時代に借りた金額に応じて、自動的に返す月額

岩本の独り言

が決定。
≪一定額を返済≫月額：14,400 円（15 年間）
② 新所得連動返済型

娘の七五三。熱田神宮にお参りに行きました。
着物が似合いすぎて、びっくりしました。

年数に応じて返す月額が決定。

本当に可愛いです。

≪年収に応じた月額≫

長男と二男のときも着物でしたが、

年収：200 万円⇒月額約 4,700 円
年収：300 万円⇒月額約 8,900 円

娘の可愛さは格別です。

年収：400 万円⇒月額約 13,500 円

給付型奨学金の創設も検討開始

最近、息子たちに

定額返還型と所得連動返還型を比べた場合、年収が
少ない場合は所得連動返還型の方が毎月の負担は軽

「お父さんはひなのにだけ甘い。悪いことして

減されます。

も全然怒らない。」

しかし、返還月額が低額になるために、返還期間が

と、指摘されるようになってきたので、気を付

長期に及ぶ場合があり、その後のライフプランに影

けたいとは思っています。

響を及ぼす可能性があります。
どちらを選択するかは、その時々の就職環境による

それにしても、着物姿、可愛かったなぁ。

ものと思われますが、各制度のしくみや違いについ
て理解しておけるとよいですね。
また、政府は「一億総活躍プラン」において「給付
型奨学金の創設」を掲げました。
給付型奨学金は返還不要の奨学金で、現在、文部科
学省が制度設計に取り組んでいます。
平成２８年８月末に、「これまでの議論整理」とし
て、制度創設の趣旨や対象者の選定方法、同世代に

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

電話：052（565）6510
ＦＡＸ：052（565）6520
Ｅメール：t-iwamoto@hoken24.com
有限会社東海ＦＰセンター（担当：岩本貴久）
名古屋市中村区名駅南 1-17-10 ｽｽﾞﾜﾝ 05 ビル 2Ｆ
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おける公平性、給付額などについてまとめた資料が
公表されましたが、まだまだ解決すべき課題が山積
のようです。
人生の三大支出の一つである教育費。
この教育費の準備、資金調達、返済に関する知識は
非常に重要です。今後の議論を注視していくように
しましょう！
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