
 
平成 30 年度 第 7 回 福原学園経営戦略会議 審議資料 ４ 

令和 5年 2月 14日 

関係各位 

学校法人福原学園 九州共立大学 

九州女子大学 

九州女子短期大学 

 

大規模災害にかかる災害救助法の適用地域に居住する本学志願（入学）への救済策 

「入学検定料(受験料)免除」及び「入学金免除」の特別措置の実施について 

                                      

九州共立大学・九州女子大学・九州女子短期大学では、大規模災害にかかる災害救助法が適用され

た地域に居住する志願者の経済的負担を軽減し、進学機会の確保を図るため、令和 4年度に実施する

入学試験において、以下のとおり、入学検定料（受験料）免除の特別措置を実施いたします。 

また、被災された入学者には、入学金免除の特別措置を実施いたします。 

これらの特別措置により、本学は志願者及び被災された入学者に総合的な支援を行っていきます。 

 

 

入学検定料（受験料）の免除 

災害救助法が適用された地域に居住する志願者の入学検定料(受験料)を全額免除します。 

願書記載の住所が災害救助法適用地域内であれば対象とします。また、被災後の転居等により、

願書記載の住所（現住所）が災害救助法適用地域外の場合も、罹災証明等を提出することで対象

となります。 

 

入学金の免除 

入学検定料(受験料)の免除措置により受験・合格した方で、罹災証明等の提出により次の

いずれかに該当する場合、入学金を全額免除します。 

 ①主たる家計維持者が居住する自宅家屋が全壊もしくは半壊した場合。 

 ②主たる家計維持者が死亡もしくは行方不明の場合。 

 

対象地域 

以下の災害救助法の適用地域 

○「令和 4年 7月 14日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について」 

○「令和 4年 8月 3日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について」 

○「令和 4年台風第 15号に伴う災害にかかる災害救助法の適用について」 

○「令和 4年台風第 14号に伴う災害にかかる災害救助法の適用について」 

○「令和 4年 12月 17日からの大雪による災害にかかる災害救助法の適用について」 

○「令和 4年 12月 22日からの大雪による災害にかかる災害救助法の適用について」 

○「令和 4年山形県鶴岡市の土砂崩れにかかる災害救助法の適用について」 

○「令和 5年 1月 24日からの大雪による災害にかかる災害救助法の適用について」 

 

  対象入学試験 

  令和 4年度に実施する入学試験のうち災害後に実施された入学試験 

 

 

 

 

≪この件に関するお問い合わせ先≫ 

九州共立大学・           入試広報課 TEL ０９３－６９３－３３０５ 

九州女子大学・九州女子短期大学  入試広報課 TEL ０９３－６９３－３２７７ 
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大規模災害にかかる災害救助法適用地域からの本学志願者の 

入学検定料(受験料)、入学金の免除について 

 

１．入学検定料（受験料）の免除について 
 

 
（１）特別措置の対象となる入学試験 

令和 4年度中に九州女子大学・九州女子短期大学が実施する入学試験（編入学・再入学

含む）のうち災害後に実施された入学試験 
 

（２）措置内容 

      入学検定料（受験料）の全額免除 
 

（３）免除の対象者 

①対象となる災害救助法が適用されている地域に居住する志願者。 

②被災後の転居等により、現住所が災害救助法適用地域外の場合、罹災証明等を提出す

ることで対象となります。 
 

（４）申請方法 

インターネット出願の手続き完了後に、本学ホームページからダウンロードまたは大学

に請求し取り寄せた「入学検定料（受験料）免除申請書」を出願書類とともに提出してく

ださい。「大規模災害にかかる入学検定料（受験料）免除申請書」に基づき、入学検定料(受

験料)を返還いたします。 
 

（５）申請書類 

  ①入学検定料（受験料）免除申請書 

②罹災証明書（写し可）[上記（３）．②に該当する方] 

※申請時に罹災証明書等が取れない場合は、住宅の被害状況写真、免許証等の住所

確認ができるものにて一旦受付します。後日、必ず書類を提出してください。 

 

２．入学金の免除について 
 

 
（１）入学金免除の対象となる入学時期 

令和 5年 4月入学（編入学・再入学含む） 
 

（２）措置内容 

      入学金の全額免除 
 

（３）免除の対象者 

      入学検定料（受験料）の免除措置対象者で受験・合格し、罹災証明等の提出により次の

いずれかに該当される方。 

      ①主たる家計維持者が居住する自宅家屋が全壊もしくは半壊した場合 

      ②主たる家計維持者が死亡もしくは行方不明の場合 
 

（４）申請方法 

      合格通知書等の入学手続書類と一緒に「入学金免除申請書」を送付します。入学金納入

期限までに本学まで郵送してください。なお、入学金以外の授業料や教育充実費等は、期

限までにお振込をお願いいたします。 
 

（５）申請書類 

①入学金免除申請書 

②罹災証明書（写し可）[上記（３）．①に該当する方］ 

※申請時に罹災証明書等が取れない場合は、住宅の被害状況写真等の状況が確認

できるものにて一旦受付します。後日、必ず書類を提出してください。 

 なお、出願時に既に罹災証明書を提出している場合は不要です。 

③死亡又は行方不明を証明する書類（写し可）[上記（３）．②に該当する方] 
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令和  年  月  日 
九 州 女 子 大 学 学長 殿 
九州女子短期大学 学長 殿 
 
 

大規模災害にかかる入学検定料（受験料）免除申請書 
 
 大規模災害にかかる災害救助法適用地域に該当しますので、下記のとおり入学検定料（受験料）の

免除を申請します。 
 

記 
 
１．申請者等 
 

受験大学名                           
 

受験番号                            
 

申請者氏名                           
 

保護者氏名                           
 

保護者住所（現在）                       
 

保護者住所（被災時）                      
 

連絡先（ＴＥＬ）                        
 
２．振込先 
    銀行名            銀行            支店 
 
    普通預金口座番号                        
 
    （フリガナを必ずご記入ください） 

    口座名義人                           
 
３．該当する災害（ﾚ印を記入） 
    □ 令和 4年 7月 14日からの大雨による災害 

    □ 令和 4年 8月 3日からの大雨による災害 

    □ 令和 4年台風第 15号に伴う災害 

    □ 令和 4年台風第 14号に伴う災害 

    □ 令和 4年 12月 17日からの大雪による災害 

    □ 令和 4年 12月 22日からの大雪による災害 

    □ 令和 4年山形県鶴岡市の土砂崩れによる災害 

    □ 令和 5年 1月 24日からの大雪による災害 
 
 現住所と被災時の住所に相違がある場合は、罹災証明書の提出が必要です。 
 申請時に罹災証明書が取れない場合は、住宅の被害状況写真、免許証等の住所確認ができるものを

添付してください。 
 
 ※ 入学検定料(受験料)を返還する際、振込人名義は「学校法人 福原学園」となります。 
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令和  年  月  日 
 
九 州 女 子 大 学 学長 殿 
九州女子短期大学 学長 殿 
 
 

大規模災害にかかる入学金免除申請書 
 
 大規模災害により下記被災状況等に該当しますので、必要書類を添えて入学金の免除を申請します。 
 

記 
 
１．申請者等 

 
入学大学名                           
 
受験番号                            
 
申請者氏名                           

 
保護者氏名                           

 
保護者住所（現在）                       

 
保護者住所（被災時）                      

 
連絡先（ＴＥＬ）                        

 
２．振込先 
    銀行名            銀行            支店 
 
    普通預金口座番号                        
 
    （フリガナを必ずご記入ください） 

    口座名義人                           
 
３．該当する災害（ﾚ印を記入） 
   □ 令和 4年 7月 14日からの大雨による災害 

   □ 令和 4年 8月 3日からの大雨による災害 

   □ 令和 4年台風第 15号に伴う災害 

   □ 令和 4年台風第 14号に伴う災害 

   □ 令和 4年 12月 17日からの大雪による災害 

   □ 令和 4年 12月 22日からの大雪による災害 

   □ 令和 4年山形県鶴岡市の土砂崩れによる災害 
   □ 令和 5年 1月 24日からの大雪による災害 
 
４．被災状況等（ﾚ印を記入） 
   □ 災害救助法適用地域において、主たる家計維持者が居住する自宅家屋が全壊もしくは半壊 
   □ 災害救助法適用地域において、主たる家計維持者が死亡もしくは行方不明 
  
  ※ 入学金を返還する際、振込人名義は「学校法人 福原学園」となります。 


