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高等教育の修学支援新制度における機関要件の確認について 

 

令和２年９月 17 日 

学 事 課 

大学教育振興担当 

 

１ 要 旨 

  国の定めた高等教育の修学支援新制度の対象となる大学等になるための要件（以下「機関要件」と

いう。）を満たしていることを毎年度確認する必要があり，令和３年度に対象となる大学等であるか

どうか機関要件の確認を行った結果を報告する。 

   

２ 機関要件の確認結果（環境県民局所管） 

  次の大学等について機関要件を満たしていることを確認 

  大学等が機関要件を満たし，支援措置の対象となる大学等であるかどうかの「確認」を受けること

で，在籍する学生が授業料等減免と給付型奨学金支給の対象となる。 

 

  

○ 県立広島大学（継続） 

   

○ 私立専門学校：４５校（継続３９校，新規６校：詳細は，別紙のとおり） 

 

  ※ 申請された大学等については，全て機関要件を満たしていることを確認 

 

 ≪機関要件≫ 

 ☑ 実務経験のある教員等による授業科目が標準単位の１割以上配置されていること 

 ☑ 法人の理事等に外部人材を複数名任命していること 

 ☑ 厳格かつ適正な成績管理を実施・公表していること 

 ☑ 貸借対照表，損益計算書等の財務諸表の情報，定員充足状況や進学・就職の状況など，教育活動

に係る情報を開示していること 

 ☑ 経営に課題のある法人の設置する大学等は対象外 

・法人の貸借対照表の「運用資産－外部負債」が直近の決算でマイナス 

  ・法人の事業活動収支計算書の「経常収支差額」が直近３カ年連続でマイナス 

  ・直近３カ年連続で定員充足率が８割未満（経過措置として専門学校は６割未満） 

 

３ 確認日 

  令和２年９月 11 日（金） 

対象大学等の確認は全国一斉に実施（県 HP で公表するとともに，文部科学省の HP にも掲載） 
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私立専門学校 機関要件確認校リスト（45 校） 

 

○広島市（29 校） 

学校名 設置者名 所在地 

広島美容専門学校 学校法人上野学園 中区千田町３丁目 15－１ 

広島ビジネス専門学校 学校法人上野学園 中区国泰寺町２丁目５－23 

広島会計学院専門学校 学校法人上野学園 中区千田町１丁目２－26 

広島外語専門学校 学校法人上野学園 中区千田町１丁目３－12 

広島県理容美容専門学校 学校法人広島理容美容学園 中区国泰寺町１丁目８－24 

広島ＹＭＣＡ専門学校 学校法人広島ＹＭＣＡ学園 中区八丁堀７－11 

広島製菓専門学校 学校法人古沢学園 中区加古町１-19 

専門学校ﾏｲﾝﾄﾞﾋﾞｭｰﾃｨｰｶﾚｯｼﾞ 学校法人翠学園 中区大手町３丁目８-11 

広島医療秘書こども専門学校 学校法人三幸学園 中区上八丁堀７-15 

ﾄﾘﾆﾃｨｶﾚｯｼﾞ広島医療福祉専門学校 学校法人木村学園 中区上幟町８－18 

広島高等歯科衛生士専門学校 一般社団法人広島県歯科医師会 東区二葉の里三丁目２－４－３Ｆ 

小井手ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｭｰﾃｨ専門学校 学校法人小井手学園 南区金屋町１－20 

穴吹デザイン専門学校 学校法人穴吹学園 南区松川町２－24 

広島ﾘｿﾞｰﾄｱﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ専門学校 学校法人三幸学園 南区稲荷町１－27 

広島ﾋﾞｭｰﾃｨｰｱﾝﾄﾞﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校 学校法人三幸学園 南区大須賀町 15－24 

広島デンタルアカデミー専門学校 学校法人三宅学園 南区大須賀町 19－11 

広島情報専門学校 学校法人電子開発学園九州 南区比治山本町 16－35 

ＭＳＨ医療専門学校 学校法人ＭＳＨ医療学園 西区天満町６－５ 

朝日医療専門学校広島校 学校法人朝日医療学園 西区己斐本町１丁目 25－15 

広島公務員専門学校 学校法人上野学園 西区横川町１丁目４－30 

広島酔心調理製菓専門学校 学校法人原田学園 西区福島町２丁目４－１ 

広島情報ビジネス専門学校 学校法人上野学園 西区横川町２丁目 10－４ 

広島コンピュータ専門学校 学校法人上野学園 西区横川新町７－12 

広島工業大学専門学校 学校法人鶴学園 西区福島町２丁目１－１ 

ＩＧＬ医療福祉専門学校 学校法人ＩＧＬ学園 安佐南区伴東１丁目 12－18 

専門学校広島工学院大学校 学校法人古沢学園 安佐南区大塚東３丁目２－１ 

広島医療保健専門学校 学校法人古沢学園 安佐南区大塚東３丁目２－１ 

日本ウェルネススポーツ専門学校広島校 学校法人タイケン学園 安芸区中野２丁目 21－26－８ 

広島国際学院専門学校 学校法人広島国際学院 安芸区上瀬野 517－１ 
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○呉市（２校） 

学校名 設置者名 所在地 

国家公務員共済組合連合会呉共済

病院看護専門学校 
国家公務員共済組合連合会 呉市西中央３丁目２－４ 

呉市医師会看護専門学校 一般社団法人呉市医師会 呉市朝日町 15－24 

 

 

○尾道市（２校） 

学校名 設置者名 所在地 

尾道福祉専門学校 社会福祉法人尾道さつき会 尾道市久保町 1760－１ 

尾道市医師会看護専門学校 一般社団法人尾道市医師会 尾道市栗原東２丁目４－33 

 

 

○福山市（９校） 

学校名 設置者名 所在地 

穴吹ビューティ専門学校 学校法人穴吹学園 福山市入船町２丁目２－３ 

穴吹医療福祉専門学校 学校法人穴吹学園 福山市東町２丁目３－６ 

穴吹情報デザイン専門学校 学校法人穴吹学園 福山市東町２丁目３－６ 

穴吹調理製菓専門学校 学校法人穴吹学園 福山市東町２丁目２－24 

福山市医師会看護専門学校 一般社団法人福山市医師会 福山市三吉町南２丁目 11－25 

広島県東部美容専門学校 一般社団法人広島県東部美容協会 福山市西町二丁目 16－15 

専門学校福山歯科衛生士学校 一般社団法人福山市歯科医師会 福山市南蔵王町６丁目 19－34 

福山医療専門学校 学校法人福山医療学園 福山市引野町南１丁目６－45 

穴吹動物専門学校 学校法人穴吹学園 福山市東町２丁目３－６ 

 

 

○安芸郡（３校） 

学校名 設置者名 所在地 

広島福祉専門学校 学校法人中川学園 安芸郡海田町大正町２-27 

専門学校福祉リソースカレッジ広島 学校法人古沢学園 安芸郡府中町石井城１丁目10-15 

専門学校広島自動車大学校 学校法人古沢学園 安芸郡府中町本町２丁目９-12 

 

※網掛けは，新規機関要件確認校。 
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高等教育の修学支援新制度について 

 

１ 授業料及び入学金の減免制度の概要 

（１）授業料等の減免額 

   機関要件の確認を受けた大学等が，以下の上限額まで授業料等の減免を実施。減免に要する費用

を公費支出 

  ≪授業料等減免の上限額（年額）（住民税非課税世帯の場合）（昼間制）≫ 

区 分 
国公立 私 立 

入学金 授業料 入学金 授業料 

大学 282,000 円 535,800 円 260,000 円 700,000 円 

短期大学 169,200 円 390,000 円 250,000 円 620,000 円 

高等専門学校 84,600 円 234,600 円 130,000 円 700,000 円 

専門学校 70,000 円 166,800 円 160,000 円 590,000 円 

※夜間制，通信課程の上限額は別途定められている。 

 

（２）支援対象となる学生 

   住民税非課税世帯及びこれに準ずる世帯の学生（学業成績・学修意欲，資産，国籍・在留資格に

関する要件等あり）。 

なお，住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生に対しては，住民税非課税世帯の学生等の２/３（年

収約 300 万円以下）又は，１/３（年収約 300 万円～約 380 万円以下）を支援。 

 

（３）機関要件の確認者等 

設置者の区分・学校の種類 機関要件確認者 広島県所管の対象学校数等 

国立 大学・短大・高専・専門学校 国 ― 

私立 大学・短大・高専 国 ― 

公立 大学・短大・高専・専門学校 
都道府県又は市町村 

（設置者） 
３校（県立広島大学，三次看護専門
学校，農業技術大学校) 

私立 専門学校 都道府県 62 校（休校等を除く） 

 

２ 給付型奨学金の概要 

  学生が学業に専念するため，必要な学生生活費を賄えるよう，返済不要の給付型奨学金が支給さ 

れる。費用については，国が全額負担し，（独）日本学生支援機構が学生に直接支給する。 

   ≪給付型奨学金の給付額（年額）（住民税非課税世帯の場合）≫ 

区 分 
国公立 私 立 

自宅生 自宅外生 自宅生 自宅外生 

大学・短大 

・専門学校 
350,400 円 800,400 円 459,600 円 909,600 円 

高等専門学校 210,000 円 410,400 円 320,400 円 519,600 円 

※支援対象となる学生は，授業料等の減免と同じ 

参考 


