
奨学金情報（平成２７年１２月１日現在）

団体名 奨学金名称 給付・貸与 支給単位 他奨学金との併給 金額 特定の応募条件 問い合わせ先 電話番号
函館市 函館市奨学金 貸与 月額 可 ¥14,000 子ども未来部子ども企画課 0138-21-3288

北斗市 北斗市奨学金 貸与 月額 可 （１～３年）\15,000【自宅】、\20,000【自宅外】
（４～５年）\34,000【自宅】、\40,000【自宅外】 教育委員会学校教育課 0138-74-2000

松前町教育委員会 松前町奨学資金貸付金 貸与 月額 可 \12,000以内 学校教育課 0139-42-3060

知内町教育委員会 知内町奨学資金貸付 貸与 月額 要確認
（１～３年）\25,000
（４～５年）\30,000

総務学校教育係 0139-25-6855

木古内町 木古内町奨学資金 貸与 月額 可
（１～３年）\10,000

（４～５年）\20,000以内
生涯学習課 01392-2-2224

鹿部町 鹿部町奨学資金 貸与 月額 可 \20,000以内 生涯学習課 01372-7-3124

森町教育振興育英会 森町教育振興育英会 貸与 月額 可
（１～３年）\12,000
（４～５年）\21,000

森町教育委員会学校教育課学校教育係 01374-3-3640

江差町 江差町奨学金 貸与 月額 可
（１～３年）\12,000
（４～５年）\24,000

学校教育課 0139-52-1059

上ノ国町教育委員会 上ノ国町奨学資金 貸与 月額 可 ¥30,000 学校教育グループ 0139-55-2230
せたな町 せたな町奨学資金貸付条例 貸与 月額 可 \17,000～\23,000 せたな町教育委員会企画総務課 01378-4-5111

蘭越町教育委員会 蘭越町奨学資金 貸与 月額 可
（１～３年）\10,000
（４～５年）\30,000

学務課総務係 0136-57-5111

京極町 京極町奨学金 給付 月額 要確認 ¥15,000 京極町教育委員会学務課 0136-42-2700
倶知安町教育委員会 倶知安町奨学生 給付 月額 要確認 \9,000以内 学校教育課 0136-56-8018

泊村 泊村育英資金貸付基金条例 貸与 月額 要確認 ¥15,000 総務課 0135-72-1117

札幌市 札幌市奨学金 給付 月額 可
（１～３年）\5,000
（４～５年）\6,000

教育推進課 011-211-3851

石狩市教育委員会 石狩市奨学金支給事業 給付 月額 可 ¥5,000 本科１～３年のみ対象 学校教育課学校教育担当 0133-72-3171

青森市 青森市奨学金 貸与 月額 不可
（１～３年）\16,000
（４～５年）\33,000

教育委員会事務局学務課 0177-61-4819

弘前市 弘前市奨学金 貸与 月額 不可 ¥13,000 教育委員会教育総務課 0172-82-1639
十和田市教育委員会 十和田市奨学金 貸与 月額 可 ¥15,000 教育総務課 0176-72-2305

平川市 平川市奨学金 貸与 月額 可 ¥20,000 教育委員会学校教育課 0172-44-1111
蓬田村 蓬田村修学奨励金 貸与 月額 可 ¥20,000 教育委員会教育課 0174-31-3111
藤崎町 藤崎町奨学基金 貸与 月額 可 ¥15,000 学務課 0172-69-5010

六ヶ所村教育委員会 六ヶ所村奨学資金制度 貸与 月額 可 \50,000以内 学務課 0175-72-2111

団体名 奨学金名称 給付・貸与 支給単位 他奨学金との併給 金額 特定の応募条件 問い合わせ先 電話番号

一般財団法人　工藤育英会 工藤育英会奨学金 給付 月額 要審査
（１～３年）\15,000
（４～５年）\20,000

石狩・後志・渡島・檜山在住の保護者が
いること 株式会社工藤組内 0138-46-1111

一般財団法人　野崎わかば会 野崎わかば会奨学金 給付 月額 可 ¥30,000 事務局 03-6730-8120
財団法人北海道新聞社会福祉振興基金 道新みらい君・ウェルネット奨学金 給付 一括 可 最大\500,000 事務局 011-210-5751

一般財団法人　小笠原アカデミー教育振興財団 小笠原財団奨学金 貸与 月額 可
（１～３年）\15,000
（４～５年）\20,000

事務局 0138-45-3911

特殊財団法人　工学舎育英会 奨学金 給付 月額 可 ¥10,000 事務局 03-3771-8122
公益財団法人コープさっぽろ社会福祉基金 公益財団法人コープさっぽろ社会福祉基金育英奨学金 給付 月額 可 ¥10,000 本科１～３年のみ対象 011-671-5719

函館ロータリークラブ奨学会 函館ロータリークラブ奨学金 給付 月額 可 ¥15,000
北海道社会福祉協議会 生活福祉資金（教育支援資金） 貸与 月額 可 ¥60,000 生活支援部生活支援課 011-241-3976

公益財団法人樫の芽会 樫の芽会奨学金 貸与 月額
ＪＡＳＳＯ・給付型
奨学金のみ可

¥40,000 事務局 03-3222-6481

公益財団法人佐藤国際文化育英財団 公益財団法人佐藤奨学会 給付 月額 可 ¥16,000 03-5412-7310
公益財団法人山口育英奨学金 山口育英奨学会貸与奨学金 貸与 月額 不可 ¥50,000 0258-95-2002
一般財団法人関育英奨学会 関育英会奨学金 貸与 月額 可 ¥20,000 本科２年のみ（支給は最低修業年限まで） 事務所 048-946-1634
公益財団法人　川村育英会 川村育英会奨学金 給付 月額 可 ¥20,000 本科３年のみ（支給は最低修業年限まで） ＤＩＣ株式会社総務人事部 03-6733-3010
公益財団法人　古岡奨学会 古岡奨学会奨学金 給付 月額 要確認 ¥15,000 ※中学校在学時に申し込む 事務局 03-5496-4361

公益財団法人　梅津奨学院 梅津奨学院奨学金 給付 月額 要確認
（１～３年）\5,000
（４～５年）\7,500

※中学校在学時に申し込む 011-222-0718

あしなが育英会 あしなが育英会奨学金 貸与 月額 可 ¥25,000
病気、災害、自殺など自動車事故以外
で保護者を亡くしたり、重度後遺障害で
働けない家庭

奨学課 0120-77-8565

公益社団法人北海道交通安全推進委員会 交通遺児奨学金 貸与 月額 可 \10,000～\30,000から選択
保護者等が道路における交通事故で死
亡したり、著しい後遺障害のため働けな
くなった家庭

総務担当グループ 011-221-6666

公益財団法人　がんの子どもを守る会 アフラック小児がん経験者・がん遺児奨学金制度 給付 月額 可 ¥25,000
小児がん経験者および、がんで主たる
生計維持者を亡くしたがん遺児 奨学金担当 03-5825-6311

一般財団法人酒井ＣＨＳ振興財団 労災遺児等奨学金 給付 月額 可 ¥30,000 労働災害により経済的に学費の支弁が
困難 事務局 03-5276-1940

財団法人消防育英会 学資金 給付 月額 可
（１～３年）\18,000【自宅】、\23,000【自宅外】
（４～５年）\29,000【自宅】、\41,000【自宅外】

消防活動に従事し、又は協力したため
災害を受け、及び消防職員又は消防団
員で公務により、死亡又は障害の状態
となった保護者のいる家庭

総務部総務課 03-5391-0543

公益財団法人犯罪被害救援基金 公益財団法人犯罪被害救援基金奨学金 給付 月額 可 ¥25,000

人の生命又は身体を害する犯罪行為に
より不慮の死を遂げ、又は重障害を受
けた者の子弟のうち経済的理由により
修学が困難な者

総務部 03-5226-1020
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