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新型コロナウイルス感染症拡大の影響により家計が急変した学生に
対する支援について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による家計急変等（※）により経済
的に困窮している学生に対し、下記の支援を行うこととしましたので、支援
を希望される学生は所定の期限までに文末の回答フォームにより学生生活係
（ gakusei@ml.jaist.ac.jp ）へメールでご連絡願います。
※家計急変等の基準
国及び地方公共団体が、新型コロナウイルス感染症に係る影響による収入
減少があった者等を支援対象として実施する公的支援の受給証明書が提出で
きる場合又は事由発生後の所得が昨年度の所得と比較し１／２以下となって
いる場合
記
１

令和２年度前期分授業料の納付期限の猶予について
令和２年度前期分授業料の納付期限を令和２年７月３１日（金）まで猶
予することとしました。（令和２年６月修了者は６月２４日（水）までと
します。）
ついては、納付期限の猶予を希望する学生は、５月２２日（金）１５時
までに文末の回答フォームによりご連絡願います。
なお、対象となる学生は、令和２年５月２０日（水）に預金口座からの
引落し等により前期分授業料の納付を予定されている者及び前期分授業料
免除申請者です。
※納付期限の猶予を希望しない場合は、６月２２日（月）（前期分授業
料免除申請者は７月２０日（月））に預金口座から引き落させていた
だきます。
※納付期限の猶予を希望する場合は、７月３１日（金）までに会計課
窓口での現金支払い又は本学指定の銀行口座への振込（手数料は本

人負担）となります。
２

令和２年度前期分授業料免除について
（１）新型コロナウイルス感染症拡大の影響により家計が急変し、授業
料の納付が困難となった学生について
当該状況に該当する者に対し、授業料免除を検討しています。
ついては、該当者をあらかじめ把握したく、令和２年度前期分授
業料免除を希望する学生は、５月１３日（水）１７時までに文末の
回答フォームによりご連絡願います。
なお、対象となる学生は、令和２年５月２０日（水）に預金口座
からの引落し等により前期分授業料の納付を予定されている者※
（前期分授業料免除申請者を含まない。）
※授業料免除を希望しない場合は、６月２２日（月）に預金口座か
ら引き落させていただきます。
（２）既に令和２年度前期分授業料免除申請を行っている学生について
既に令和２年度前期分の授業料免除申請を行っている学生のうち、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により更に家計が悪化し、授
業料の納付が一層困難となった場合も、５月１３日（水）１７時ま
でに文末の回答フォームによりご連絡願います。
※令和２年度前期分の授業料免除申請者には、６月上旬に審査結果
を通知し、７月２０日（月）に預金口座から引き落させていただ
きます。

なお、今回の回答をもって授業料免除を決定するものではありません
ので、念のため申し添えます。
また、授業料免除に係る具体的な手続きについては、追って連絡いた
します。
-----------------------（回答フォーム）-----------------------------------希望する支援の番号に〇を付してください
支援１
【
】
支援２（１）【
】
支援２（２）【

】

（１）学生番号
（２）氏
名
（３）新型コロナウイルス感染症拡大の影響により家計が急変し、経済的
に困窮することとなった理由（具体的に記載してください。）

May 12, 2020
Dear Students,
President
Financial Support for Students those who are Facing Financial Difficulties
as a result of COVID-19
JAIST has decided to support students who has been facing sudden
changes in household finances as a result of COVID-19 as follows.
If you need this support, please fill in the form below and send it to
Student Welfare Section(gakusei@ml.jaist.ac.jp) by due date mentioned
in each item.
Criterion of sudden changes in household finances
・those who are available to submit a certification of receipt of public
assistance which supports people who has income reduction as a result
of COVID-19 issued by Japanese government or local government.
・those household income after outbreak of COVID-19 has been
decreased to less than a half compared to the last year.
1. Payment extension of tuition for 1st Semester 2020
The deadline will be extended to Friday, July 31, 2020.
(* for those who are graduating in June, the dead line will be Wednesday,
June 24.)
Applicable students are whose tuition is scheduled to withdraw from bank
account on Wednesday, May 20 and so on, or students who have applied
for Tuition Fee Reduction of 1st Semester 2020.
If you do not wish to postpone your payment, the tuition will be automatically
withdrawn on Monday, June 22. (On Monday, July 20 for students who receive
Tuition Fee Reduction of 1st Semester)
If you wish the payment extension support, please pay in cash at Accounting Section or
pay by bank transfer to designated bank account by Friday, July 31. (Transfer fee will be
charged to a sender.)
【Due date: 3 p.m., May 22.】
2. Tuition exemption for 1st Semester 2020
(1) Students who are facing difficulty of paying tuition as a result of sudden

changes in household finances due to COVID-19.
JAIST would like to know how many of students have been facing the financial
difficulties in order to consider tuition exemption, so if you need a support of
tuition exemption for 1st Semester 2020, please submit the form below.
Applicable students are whose tuition is scheduled to withdraw from bank
account on Wednesday, May 20 and so on. (Excluding students who have
applied for Tuition Fee Reduction of 1st Semester 2020)
If you do not wish to postpone your payment, the tuition will be automatically
withdrawn on Monday, June 22.
【Due date: 5 p.m., May 13.】
(2). Student who have already applied for tuition fee reduction of 1st Semester
2020
Students those who have applied for tuition fee reduction of 1st Semester 2020
and also have been facing financial difficulties of paying tuition as a result
of COVID-19, please submit the form below.
*Those who applied for Tuition Fee Reduction of 1st Semester 2020, the result
will be informed at the beginning of June and the tuition will be automatically
withdrawn on Monday, July 20.
【Due date: 5 p.m., May 13.】
Please note that answering this survey is only a survey not to guarantee the
tuition exemption.
For more details for exemption of tuition, we will announce separately.
---------------------------- (Survey form)----------------------------------------Place a circle to a support you request.
Support 1

【

】

Support 2-(1) 【

】

Support 2-(2) 【

】

(1). Student number:
(2). Name:
(3). Specific reason why you have been facing financial difficulties due to COVID-19
------------------------------------------------------------------------------------------

