
【【日日本本学学生生支支援援機機構構奨奨学学金金】】  

緊緊急急採採用用・・応応急急採採用用ににつついいてて  
  

日本学生支援機構では、『家計を支えている方』 の失職、所得の激減、病気若しくは死亡等

で 『家計が急変』 したことにより、奨学金の貸与が緊急に必要となった学生を対象に、緊急

採用（第一種奨学金）および応急採用（第二種奨学金）の申込みを随時受け付けています。 

 

特に、災害救助法適用地域に居住する世帯で、当該の災害により家計が急変（自宅が全損し

た、保護者の職場が甚大な被害を受けたため当面の収入の当てがない等）したことにより奨学

金を希望される方は、該当者全員を推薦することができます。（罹災証明が必要。各自治体の役

所で発行してもらってください。） 

該当する災害及び地域については、【別紙】を参照してください。 

また、災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、同等の災害にかかった世帯の学生並びに

同地域に勤務し勤務先が被災した世帯の学生で同等の災害にかかったものについても、採用で

きる場合がありますので、奨学金を希望される方は奨学金窓口にご相談ください。 

緊急・応急採用で申込みをすることができるのは、災害による被害発生および家計急変事由

の発生から 『１年以内』 の期間です。 

緊急・応急採用について、詳しくは日本学生支援機構のＨＰで確認できます。 

＜日本学生支援機構ＨＰ 緊急採用・応急採用＞ 
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/taiyochu/kinkyu_okyu.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【掲示期間】令和２年９月１日（または掲示内容の更新まで）

相談・受付窓口 

総合研究棟Ⅱ １階 学務部学生支援チーム①番窓口 

０５９－２３１－９０６１ 

menjyosyogaku@ab.mie-u.ac.jp 



＜    は新着＞ 

災 害 の 名 称 対 象 と な る 地 域【災 害 救 助 法 適 用 地 域】 

Ｒ元.８．２８ 

令和元年８月の前線に伴

う大雨（九州豪雨） 

佐賀県  佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、

嬉野市、神埼市、神崎郡吉野ヶ里町、三養基郡基山町、三養基郡上峰町、

三養基郡みやき町、東松浦郡玄海町、西松浦郡有田町、杵島郡大町町、

杵島郡江北町、杵島郡白石町、藤津郡太良町 

Ｈ３０．９．６ 

北海道胆振東部地震 

北海道  札幌市 函館市 小樽市 旭川市 室蘭市 釧路市 帯広市 北見市

夕張市 岩見沢市 網走市 留萌市 苫小牧市 稚内市 美唄市 

芦別市 江別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 根室市 

千歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 登別市  

恵庭市 伊達市 北広島市 石狩市 北斗市 

 

【阿寒郡】 鶴居村  

【足寄郡】 足寄町 陸別町  

【厚岸郡】 厚岸町 浜中町  

【網走郡】 美幌町 津別町 大空町 

【虻田郡】 ニセコ町 真狩村 留寿都村 洞爺湖町 喜茂別町 京極町 倶知安町 

豊浦町 

【石狩郡】 当別町 新篠津村 

【磯谷郡】 蘭越町 

【岩内郡】 共和町 岩内町 

【有珠郡】 壮瞥町  

【浦河郡】 浦河町  

【雨竜郡】 妹背牛町 秩父別町 雨竜町 北竜町 沼田町 幌加内町 

【枝幸郡】 浜頓別町 中頓別町 枝幸町 

【奥尻郡】 奥尻町 

【河西郡】 芽室町 中札内村 更別村  

【河東郡】 音更町 士幌町 上士幌町 鹿追町  

【樺戸郡】 月形町 浦臼町 新十津川町 

【上磯郡】 知内町 木古内町  

【上川郡】 鷹栖町 東神楽町 当麻町 比布町 愛別町 上川町 東川町 美瑛町 

和寒町 剣淵町 下川町 新得町 清水町 標茶町 弟子屈町 

【亀田郡】 七飯町 

【茅部郡】 鹿部町 森町  

【久遠郡】 せたな町 

【釧路郡】 釧路町  

【様似郡】 様似町  

【沙流郡】 日高町 平取町  

【標津郡】 中標津町 標津町  

【島牧郡】 島牧村 

【積丹郡】 積丹町 

【斜里郡】 斜里町 清里町 小清水町  

【白老郡】 白老町 

【白糠郡】 白糠町  

【寿都郡】 寿都町 黒松内町 

【瀬棚郡】 今金町 

【別紙】 



 

【増毛郡】 増毛町 

【宗谷郡】 猿払村 

【空知郡】 南幌町 奈井江町 上砂川町 上富良野町 中富良野町 南富良野町 

【天塩郡】 遠別町 天塩町 豊富町 幌延町 

【十勝郡】 浦幌町 

【常呂郡】 訓子府町 置戸町 佐呂間町  

【苫前郡】 苫前町 羽幌町 初山別村  

【中川郡】 美深町 音威子府村 中川町 幕別町 池田町 豊頃町 本別町 

【新冠郡】 新冠町  

【爾志郡】 乙部町 

【野付郡】 別海町  

【日高郡】 新ひだか町  

【檜山郡】 江差町 上ノ国町 厚沢部町 

【広尾郡】 大樹町 広尾町  

【二海郡】 八雲町 

【古宇郡】 泊村 神恵内村 古平町 

【幌泉郡】 えりも町  

【松前郡】 松前町 福島町  

【目梨郡】 羅臼町 

【紋別郡】 遠軽町 湧別町 滝上町 興部町 西興部村 雄武町  

【山越郡】 長万部町 

【夕張郡】 由仁町 長沼町 栗山町 

【勇払郡】 占冠村  

【勇払郡】 厚真町 安平町 むかわ町  

【余市郡】 仁木町 余市町 赤井川村 

【利尻郡】 利尻町 利尻富士町 

【留萌郡】 小平町 

【礼文郡】 礼文町  


