資料 ４

社会福祉法人千葉県社会福祉協議会
介護福祉士修学資金等貸付規程
（業務の運営）
第１条 社会福祉法人千葉県社会福祉協議会（以下「本会」という。
）は、千葉県知事
の定める条例、規則及び条件により交付される補助金をもって介護福祉士修学資金
等（以下「修学資金等」という。
）の貸付業務を行うものとする。
２ この貸付規程は、本会が実施する介護福祉士修学資金等の貸付方法、事務手続等
を規定し、修学資金等の適正かつ効率的な運営を図る。
（業務の目的）
第２条 この貸付業務は、介護福祉士及び社会福祉士（以下「介護福祉士等」という。
）
を養成する県内の学校、養成施設に在学する者等で将来県内において介護福祉士等
の業務に従事しようとするものに対し修学資金等を貸し付けることにより、これら
の者の修学等を容易にし、もって福祉・介護人材の育成及び確保並びに定着を支援
することを目的とする。
２ この貸付業務は、次の各号に掲げる事業を実施する。
（１）介護福祉士修学資金貸付事業
社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号。以下「法」という。
）
第４０条第２項第１号から第３号までの規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働
大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設（以下「介護福祉士養
成施設」という。）に在学し、介護福祉士の資格の取得を目指す学生に対し修学資
金（以下「介護福祉士修学資金」という。）を貸し付ける事業
（２）介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業
法第４０条第２項第５号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した
学校又は都道府県知事の指定した養成施設（以下「実務者研修施設」という。
）に
在学し、介護福祉士の資格の取得を目指す学生に対し修学資金（以下「介護福祉
士実務者研修受講資金」という。
）を貸し付ける事業
（３）離職した介護人材の再就職準備金貸付事業
介護職としての一定の知識及び経験を有する者に対し、再就職準備金（以下
「介護人材再就職準備資金」という。）を貸し付ける事業
（４）社会福祉士修学資金貸付事業
法第７条第２号又は第３号の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣の指
定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設（以下「社会福祉士養成施設」
という。
）に在学し、社会福祉士の資格の取得を目指す学生に対し修学資金（以下
「社会福祉士修学資金」という。
）を貸し付ける事業
（貸付対象者、貸付期間及び貸付額）
第３条 修学資金等の貸付対象者、貸付期間及び貸付額は次のとおりとする。
２ 介護福祉士修学資金並びに社会福祉士修学資金（以下「修学資金」という。
）の貸

付対象者は、介護福祉士等養成施設に在学する者で、原則として県内に住所を有す
る者であり、かつ県内で介護業務等に就労する意欲のある者とする。
３ 貸付期間は、介護福祉士等養成施設に在学する期間とする。
４ 修学資金の貸付金額は、月額 50,000 円以内とする。
ただし、次の（１）から（４）に定める額を加算することができるものとする。
（１）入学準備金 初回の貸付時に 200,000 円以内
（２）就職準備金 最終回の貸付時に 200,000 万円以内
（３）国家試験受験対策費用（介護福祉士のみ） 一年度当たり 40,000 円以内
（４）生活費加算 一月当たり貸付対象者の貸付申請時における年齢及び居住地に対
応する区分の額を基本として別表に定める額を基本とする。
５ 介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業の貸付対象者は、実務者研修施設に在学
する者で、原則として県内に住所を有する者であり、かつ県内で介護業務等に就労
する意欲のある者で、その在学期間とし、貸付金額は 200,000 円以内とする。
６ 介護人材再就職準備資金貸付事業の貸付対象者は（１）から（４）までの基準を
全て満たすものとする。貸付額は 400,000 円と貸付対象者が本会に提出した再就職
準備金利用計画書に記載された額のいずれか少ない方の額とし、貸付回数は、一人
当たり一回限りとする。
（１）居宅サービス等（介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 23 条に規定する居宅
サービス等をいう。以下同じ。）を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問
事業（同法第 115 条の 45 第 1 項第 1 号イに規定する第一号訪問事業をいう。以下
同じ。）若しくは第一号通所事業（同号ロに規定する第一号通所事業をいう。以
下同じ。）を実施する事業所において介護職員その他主たる業務が介護等（法第
2 条第 2 項に規定する介護等という。以下同じ。）の業務である者（以下「介護
職員等」という。）としての実務経験を１年以上（雇用期間が通算３６５日以上か
つ介護等の業務に従事した期間が１８０日以上）有する者
（２）介護人材として求められる一定の知識及び経験を有する者として認められる次
のいずれかに該当する者
①介護福祉士
②実務者研修施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者
③介護保険法施行規則第２２条の２３第１項に規定する介護職員初任者研修を
修了した者（介護保険法施行規則の一部を改正する省令（平成２４年厚生労働
省令第２５号）附則第２条の規定に基づき、介護職員初任者研修を修了した者
とみなされるもの（改正前の介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）
第２２条の２３第１項に規定する介護職員基礎研修、１級課程、２級課程を修
了した者をいう。
）を含む。
）
（３）居宅サービス等を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問事業若しくは第
一号通所事業を実施する事業所に、介護職員等として就労した者
（４）直近の介護職員等としての離職日から、介護職員等として再就労するまでの間
に、予め、都道府県福祉人材センターに氏名及び住所等の届出又は登録を行い、
かつ、別紙様式による再就職準備金利用計画書を提出した者

（貸付けの申請）
第４条 修学資金等の貸付けを受けようとする者（以下「申請者」という。）は、修学
資金等貸付申請書に、必要な書類を添えて、本会会長（以下「会長」という。）に
提出しなければならない。
２ 県外に在所する養成施設等に在学する者が申請者であるときは、前項に規定する
書類のほか、誓約書を添付しなければならない。
（連帯保証人）
第５条 申請者は、連帯保証人を立てなければならない。
２ 前項の連帯保証人は、成年の者で独立の生計を営む者でなければならない。この
場合において、申請者が未成年者であるときは、連帯保証人は法定代理人とする。
ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。
３ 前項にかかわらず、協議会が適当と認めた法人を連帯保証人とすることができる。
４ 申請者又は修学資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が連帯保証
人を変更する時は、会長に届け出なければならない。
（選考結果の通知）
第６条 会長は、修学資金等の貸付けを行うこと又は貸付けを行わないことを決定し
たときは、その旨を申請者に通知するものとする。
（修学資金等借用証書）
第７条 借受人は、前条の規定による通知を受けた日から１４日以内に、修学資金等
借用証書を会長に提出しなければならない。
２ 前項の期間内に修学資金等借用証書を提出しない者は、修学資金等の借受けを辞
退したものとみなす。
（修学資金等の交付）
第８条 会長は、
前条第１項の規定により修学資金等借用証書の提出があったときは、
当該貸付決定に係る修学資金等を交付する。
２ 修学資金等の交付は、分割又は一括の方法により交付するものとし、交付の時期
は、修学資金等借用証書記載の期日とする。ただし、特別の事情があるときは、こ
の限りではない。
（貸付けの休止）
第９条 借受人が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分
を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分までの修学資金等の
貸付けを行わないものとする。
（返還）
第１０条 返還は、月賦又は半年賦の方法によるものとする。ただし、一括返還を妨
げないものとする。
２ 返還額の上限は、月賦の場合にあっては 30,000 円、半年賦の場合にあっては
180,000 円（30,000 円×６月)とする。
（免除の申請等）
第１１条 返還債務の免除を受けようとする者は、修学資金等返還免除申請書に免除

を受けようとする理由を証明する書類を添えて会長に提出しなければならない。
２ 会長は、前項の規定による免除の申請があったときは、当該免除の申請について
承認すること又は承認しないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するも
のとする。
（猶予の申請等）
第１２条 返還の猶予を受けようとする者は、修学資金等返還猶予申請書に猶予を受
けようとする理由を証明する書類を添えて会長に提出しなければならない。
２ 会長は、前項の規定による猶予の申請があったときは、当該猶予の申請について
承認すること又は承認しないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するも
のとする。
（届出義務）
第１３条 借受人は、次に掲げる事情が生じた場合には、その旨を直ちに会長に届け
出なければならない
（１）借受人又は連帯保証人の住所・氏名・勤務先その他の重要な事項に変更があっ
たとき
（２）借受人が休学し、復学し、転学し、又は退学したとき
（３）借受人が停学又は退学の懲戒処分を受けたとき
（４）借受人が留年したとき
（５）修学資金等の借受けを辞退するとき
２ 借受人は、返還の義務を負うことがなくなるまで、毎年３月３１日現在の業務従
事届（現況報告書・業務従事期間証明書）を会長に提出しなければならない。
３ 借受人が死亡したときは、その親族又は連帯保証人は、事実を証明する書面を添
えてその旨を直ちに会長に届け出なければならない。
４ 第１項及び前項による届出は、借り受けた修学資金等に係る債務が消滅したとき
は、この限りではない。
５ 借受人が、県内において介護福祉士等の業務に従事したときは業務従事届（現況
報告書・業務従事期間証明書）により、業務従事先を変更したときは住所・氏名・
勤務先等変更届を添えて直ちに会長に届け出なければならない。
（勤務期間の計算）
第１４条 修学資金等の返還免除額及び猶予期間の算定の基礎となる勤務期間の計算
は、介護福祉士等の業務に従事した日の属する月から従事しなくなった日の前日の
属する月までの月数による。
（実施細目）
第１５条 この規程に定めるもののほか、修学資金等の貸付けに関し必要な事項は、
別に定める。
附 則
１ この規程は、平成２８年５月３０日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。
２ 社会福祉法人千葉県社会福祉協議会介護福祉士等修学資金貸付規程（平成２１年
４月１日施行）については、この規程の施行に伴い廃止する。

３

前項により決定された事業の取り扱いについては、なお従前の例によるものとする。
附 則
この規程は、平成２８年１２月２０日に一部改正し、平成２８年４月１日から適用
する。
附 則
この規程は、平成２９年３月１６日から施行し、平成２８年１０月１１日から適用
する。
附 則
この規程は、平成３０年２月２８日に一部改正し、平成２９年４月１日から適用す
る。
附 則
この規程は、平成３１年３月２９日に一部改正し、平成３１年４月１日から適用す
る。

（別表）生活費加算の基準額（第３条第４項（４）関係）
年 齢

級

地

区

分

１級地－１

１級地－２

２級地－１

２級地－２

３級地－１

３級地－２

19 歳以下

42,080

40,190

38,290

36,400

34,510

32,610

20～40

40,270

38,460

36,650

33,020

33,020

31,210

41～59

38,180

36,460

34,740

31,310

31,310

29,590

60～69

36,100

34,480

32,850

29,600

29,600

27,980

70 歳以上

32,340

31,120

29,430

28,300

26,520

25,510

※ 級地区分の適用地域については、
「生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告
示第１５８号）
」に準ずる。

