
社会福祉法人茨城県社会福祉協議会保育士修学資金等貸付規程 
 

（目 的） 

第１条 この規程は、保育士修学資金貸付等制度実施要綱（平成 28 年２月３日付

け厚生労働省発雇児 0203 第３号厚生労働事務次官通知。以下「要綱」という。）、

保育士修学資金貸付等制度の運営について（平成 28 年２月３日付け雇児発 0203

第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「局長通知」という。）及

び茨城県保育士修学資金等貸付事業実施要領（平成 28 年５月 25 日付け子家発第

170 号茨城県保健福祉部長通知）に基づき、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

（以下「本会」という。）が実施する、要綱第１に規定する保育士資格の取得を

目指す学生に対する修学資金（以下「保育士修学資金」という。）、未就学児を持

つ保育士の子どもの保育料（以下「未就学児保育料の一部」という。）、及び潜在

保育士の再就職の準備に必要な費用（以下「潜在保育士就職準備金」という。）

の貸付方法及び事務手続等を規定することにより、貸付の適正かつ効率的な運営

を図ること目的とする。 

 

（保育士修学資金貸付の対象者等） 

第２条 保育士修学資金の貸付対象者は、要綱第３の（１）に規定される児童福祉 

法（昭和 22 年法律第 164 号）第 18 条の６に基づき厚生労働大臣の指定する保育 

士を養成する学校その他の施設（以下「養成施設」という。）に在学する者とする。 

  また、生活費加算の貸付対象者は、貸付申請時に生活保護受給世帯又はこれに

準ずる経済状況にあると茨城県（以下「県」という。）知事（以下「知事」とい

う。）が認める世帯の世帯員である者とする。 

２ 保育士修学資金の貸付け対象者の要件は、次の各号のいずれも満たす者とする。 

 （１）次のア、イのいずれかに該当する者 

  ア 県内に住民登録している者であって、養成施設を卒業した日から１年以内

に保育士登録を行い、県の区域（国立児童自立支援施設等において業務に従

事する場合は、全国の区域とし、東日本大震災等における被災県（岩手県、

宮城県、福島県及び熊本県に限る。以下同じ。）において業務に従事する場

合は、県及び当該被災県の区域とする。以下同じ。）内において、同第８の

（１）の①に規定する返還免除業務（以下「返還免除対象業務」という。）

に従事しようとする者 

  イ 県内の養成施設の学生であって、卒業後に県の区域内において返還免除対

象業務に従事しようとする者 

 （２）学業成績が優秀と認められる者であって、家庭の経済状況等から貸付が必 



要と認められる者 

３ 保育士修学資金の貸付期間は、養成施設に在学する期間とし、原則として２年

間を限度とする。ただし、正規の修学期間が２年間を超える養成施設に在学して

いる者の場合は、要綱第４の２の（１）に掲げる額のうち学費相当分の２年間に

相当する金額の範囲内であれば正規の修学期間を貸付期間とすることができる

ものとする。 

４ 保育士修学資金の貸付額は、月額 50,000 円以内とする。ただし、次の各号に

定める額を加算することができる。 

 （１）入学準備金として、初回の貸付に限り 200,000 円以内 

 （２）就職準備金として、最終回の貸付に限り 200,000 円以内 

 （３）生活費加算として、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に定める額。なお、年齢及び居住 

地が同一の者に係る加算額は、同一年度において同額とする。 

 

（未就学児保育料の一部貸付対象者等） 

第３条 未就学児保育料の一部貸付対象者は、次のいずれかの要件を満たす者とす 

る。ただし、保育士として週 20 時間以上の勤務を要すること。 

（１）未就学児をもつ保育士であって、県の区域内において要綱第３の（３）の 

①に規定する施設又は事業（以下「保育所等」という。）に、新たに勤務する   

者 

 （２）保育所等に雇用されている未就学児を持つ保育士であって、産後休暇又は 

育児休業から復帰する者 

２ 未就学児保育料の一部の貸付期間は、１年間とする。 

３ 未就学児保育料の一部の貸付額は、未就学児保育料の半額とし、月額 27,000

円を上限とする。 

 

（潜在保育士就職準備金貸付対象者等） 

第４条 潜在保育士就職準備金の貸付対象者は、要綱第３の（３）に規定する県の

区域内の保育所等に週 20 時間以上勤務する保育士であって、次の各号に掲げる

要件を全て満たす者とする。ただし、第２条第４項第２号における就職準備金の

加算を受けた者を除く。 

（１）保育士登録後１年以上経過した者又は保育士登録が行われてからの期間が

１年未満の者のうち、養成施設の卒業若しくは保育士試験の合格から１年以

上経過したもの 

（２）要綱第３の（４）の①に規定する施設又は事業を離職した者又は当該施設



又は事業等に勤務経験がない者 

（３）保育所等に新たに勤務する者 

２ 潜在保育士就職準備金の貸付額は、200,000 円以内とする。ただし、国が別に

定める保育士の有効求人倍率が一定以上の地域に本県が該当する場合は、

200,000 円を加算し、400,000 円以内とすることができるものとする。 

３ 潜在保育士就職準備金の貸付回数は、一人当たり一回限りとする。 

 

（貸付金の利子） 

第５条 保育士修学資金、未就学児保育料の一部、及び潜在保育士就職準備金（以

下「修学資金等」という。）は無利子とする。 

 

（貸付けの申請） 

第６条 保育士修学資金の貸付を受けようとする者は、修学資金貸付申請書（第１

号様式）に次の各号に定める書類を添えて、養成施設の長を通じて本会会長（以

下「会長」という。）に申請しなければならない。 

（１）住民票 

（２）申請者の生計を維持する者の所得状況を証する書類 

（３）養成施設の長の推薦書（第４号様式） 

（４）直近の学業成績表 

（５）生活保護受給世帯の者である場合は、居住地の福祉事務所長等が発行する 

生活保護受給証明書及び修学資金の貸付けによる自立助長の効果に関する意 

見書 

（６）中高年離職者（入学時に 45 歳以上の者であって、離職して２年以内の者） 

の場合は、離職して２年以内であることが確認できる書類 

（７）その他会長が必要と認める書類 

２  未就学児保育料の一部の貸付を受けようとする者は、未就学児保育料貸付申請

書（第２号様式）に次の各号に定める書類を添えて、就労する保育所等の長を通

じて会長に申請しなければならない。 

（１）住民票 

（２）保育士登録証の写し 

（３）雇用証明書（第５号様式） 

（４）未就学児に係る保育料が確認できる書類 

（５）その他会長が必要と認める書類 

３  潜在保育士就職準備金の貸付を受けようとする者は、潜在保育士就職準備金貸

付申請書（第３号様式）に次の各号に定める書類を添えて、就労する保育所等の



長を通じて会長に申請しなければならない。 

（１）住民票 

（２）保育士登録証の写し 

（３）雇用証明書（第５号様式） 

（４）準備に要する費用が確認できる書類 

（５）その他会長が必要と認める書類 

 

（連帯保証人） 

第７条 修学資金等の貸付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、連

帯保証人を１名立てなければならない。 

２ 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年の者とする。 

３ 申請者が未成年の場合は、連帯保証人は法定代理人でなければならない。 

４ 連帯保証人は、修学資金等の貸付を受けた者（以下「借受人」という。）と連

帯して債務を負担するものとする。 

５ 借受人は、連帯保証人が死亡し、破産手続開始の決定を受け、その他連帯保証

人として適当でなくなったときは、速やかに連帯保証人変更届（第６号様式）を

会長に届け出、その承認を受けなければならない。 

 

（修学資金等の貸付けの決定） 

第８条 会長は、第５条各項による申請があったときは、茨城県社会福祉協議会保

育士修学資金等貸付制度運営委員会（以下「運営委員会」という。）の選考を経

て貸付けの可否を決定するものとする。ただし、この申請が次の第１号から第４

号に該当する場合は、会長が貸付けの可否の決定を行うことができるものとし、

この結果を運営委員会に報告するものとする。 

（１）生活保護受給世帯の者による申請の場合 

（２）生活費加算を伴う申請の場合 

（３）未就学児保育料の一部の貸付申請の場合 

（４）潜在保育士就職準備金の貸付申請の場合 

２ 会長は、前項の規定により修学資金等の貸付けの可否を決定したときは、その

旨を申請者に通知するものとする。また、前項ただし書の規定の第１号及び第２

号に係る修学資金等の貸付けの可否を決定したときは、併せて福祉事務所長等に

貸付決定通知の写しを送付するものとする。 

３ 生活保護受給世帯の者であって、前項の規定により貸付け決定の通知を受けた

者は、福祉事務所長等が発行する保護変更決定通知書の写し等を会長に提出しな

ければならない。 



４ 生活保護受給世帯でない者が生活費加算を伴う保育士修学資金の貸付け申請

をした場合、会長は、当該申請者が生活保護受給世帯に準ずる経済状況にある者

であるか否かについて、運営委員会の開催前までに知事に協議するものとする。 

５ 運営委員会の設置について必要な事項は会長が別に定める。 

 

（貸付契約） 

第９条 前条の規定による貸付決定の通知を受けた者は、通知を受けた日から 15

日以内に、修学資金等借用証書（様式第７号。以下「借用証書」という。）を会

長に提出しなければならない。 

２ 前項の期間内に契約を締結しない者は、本規程による貸付金の借受けを辞退し

たものとみなす。 

 

（貸付金等の交付） 

第 10 条 会長は、前条第１項の規定により契約を締結したときは、速やかに当該

貸付決定に係る修学資金等を口座振替の方法により交付するものとする。 

２ 保育士修学資金及び未就学児保育料の交付は、原則として年４回交付するもの

とする。 

 

（貸付契約の解除及び貸付の休止） 

第 11 条 会長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金等の

貸付契約を解除するものとする。 

（１）修学資金等辞退届（第８号様式）を提出し、貸付を受けることを辞退した 

とき 

（２）死亡したとき 

（３）心身の故障等のため修学又は就業を継続する見込みがなくなったと認めら 

れるとき 

（４）退学又は退職したとき 

（５）学業成績又は素行が著しく不良になったと認められるとき 

（６）その他修学資金貸付の目的を達成する見込みがないと認められるとき 

２ 会長は、保育士修学資金の借受人が貸付期間中に休学し、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月の翌月分から復学した日の属す

る月までの保育士修学資金の貸付を行わないものとする。この場合において、こ

れらの月の分として既に貸付けされた保育士修学資金があるときは、その保育士

修学資金は当該借受人が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸付され

たものとみなす。 



３ 会長は、未就学児保育料の借受人が貸付期間中に休職し、又は停職の処分を受

けたときは、前項の規定を準用するものとする。 

４ 会長は、第１項の規定により貸付契約を解除したとき又は前項の規定により修 

学資金の貸付を休止したときは、その旨を借受人に対し通知するものとする。ま

た、前項の規定により修学資金の貸付の休止を受けた者が、復学したため、貸付

を再開するときも同様とする。 

 

（返還債務の当然免除） 

第 12 条 会長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けた修学

資金等の返還債務（履行期の到来していないものに限る。次条において同じ。） 

の全部を免除する。 

（１）保育士修学資金 

  ア 養成施設を卒業した日から１年以内に保育士登録を行い、県の区域内にお

いて局長通知７の（１）の①及び②に規定する従事先施設等において児童の

保護等の業務（以下「返還免除対象業務」という。）に従事し、かつ５年間

（過疎地域（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法

律第 19 号）第２条第１項に規定する区域又は同法の規定により過疎地域と

みなされる区域をいう。）において当該業務に従事した場合及び中高年離職

者が当該業務に従事した場合においては３年間。以下「返還免除対象期間」

という。）引き続き（災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により当

該業務に従事できなかった場合は、引き続き当該業務に従事しているものと

みなす。ただし、当該業務従事期間には算入しない。以下同じ。）当該業務

に従事したとき 

  イ 返還免除対象業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、

又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなっ

たとき 

（２）未就学児保育料の一部及び潜在保育士就職準備金 

  ア 県内の保育所等において児童の保護等の業務に従事し、かつ２年間引き続

き当該業務に従事したとき 

  イ アの業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務

に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき 

 

（返 還） 

第 13 条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する

事由が生じた日の属する月の翌月から会長が定める期間（第 16 条各項の規定に



より返還債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合

算した期間）内に修学資金等を返還しなければならない。 

（１）第 11 条の規定により修学資金等の貸付契約が解除された場合 

（２）保育士修学資金の借受人が、養成施設を卒業した日から１年以内に保育士登 

録簿に登録しなかったとき 

（３）修学資金等の借受人が前条各号に規定する返還免除対象業務等に従事しなか 

ったとき、又は従事する意思がなくなったとき 

（４）業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなっ 

たとき 

２ 貸付を受けた修学資金等の返還は、前項各号の事由が発生した日、借受人が養

成施設を卒業した日、又は保育所等を退職した日の属する月の翌月から起算して

修学資金等の貸付を受けた期間の２倍に相当する期間（第 16 条の規定により返

還が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間）内に返

還しなければならない。 

３ 返還は、月賦又は半年賦の均等払い又は一括払いによるものとする。ただし、

均等払いにおいて繰り上げて返還することを妨げない。 

４ １回当たりの返還額は、原則、返還債務を返還回数で除した額とし、会長が別

に定めるものとする。 

 

（返還計画書等） 

第14条 借受人は第11条第１項の規定により契約を解除された場合及び養成施設

を卒業したときは、当該事由の発生した日から 15 日以内に修学資金等返還計画

書（第９号様式）（以下「返還計画書」という。）を会長に提出しなければならな

い。 

２ 会長は、前項の返還計画書を審査の上、借受人に修学資金等の返還方法及び返 

還額を通知するものとする。 

３ 会長は、第１項の返還計画書が提出されないときは、第９条第１項の規定によ

り提出のあった借用証書に記載された方法により、修学資金等を返還させるもの

とし、借受人に返還方法及び返還額を通知するものとする。 

 

（返還計画の変更届等） 

第 15 条 借受人は、前条第２項及び第３項の規定により通知を受けた返還額及び

返還方法を変更しようとするときは、修学資金等返還計画変更届（第 10 号様式。

以下「返還計画変更届」という。）を会長に提出し、承認を受けなければならな

い。 



２ 会長は、前項の返還計画変更届を審査の上、借受人に修学資金等の返還額及び

返還方法を通知するものとする。 

 

（返還債務の履行猶予） 

第 16 条 会長は、借受人が第 11 条第１項の規定により契約を解除された後も引き

続き貸付決定時に在学していた養成施設に在学しているときは、保育士修学資金

に係る返還の債務の履行を猶予することができる。 

２ 会長は、借受人が次のいずれかに該当することを届け出たときは、当該各号に

掲げる事由が継続している期間、履行期限の到来していない修学資金等の返還の

債務を猶予できるものとする。なお、猶予する期間は、原則として１年間とする。 

 （１）県内において、第 12 条各号に規定する児童の保護等の返還免除対象業務等 

に従事しているとき 

 （２）災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき 

 

（返還猶予の申請等） 

第 17 条 借受人は、第 16 条各項の規定により修学資金等の返還債務の履行の猶予

を申請するときは、猶予の事由が発生した日から 15 日以内に、修学資金等返還

猶予申請書（第 11 号様式）に、次の各号に定める書類を添えて、会長に提出し

なければならない。 

 （１）養成施設に在学している場合 

    養成施設長による在学証明書 

 （２）返還免除対象業務等に従事している場合 

    業務従事届（第 12 号様式） 

 （３）災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由の場合 

    やむを得ない事由であることを証する書類 

２ 会長は、前項の各号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、その旨を当該借受

人に通知するものとする。 

３ 借受人は、業務従事先を変更したときは業務従事先等変更届（第 13 号様式）

に業務従事期間証明書（第 14 号様式）を添えて直ちに会長に届け出なければな

らない。 

 

（返還債務の裁量免除） 

第 18 条 会長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けた修学

資金等の返還債務の全部又は一部を免除することができる。 



（１）死亡、心身の故障により修学資金等を返還することができなくなったとき 

    返還の債務の額（既に返還を受けた金額を除く）の全部又は一部 

（２）長期間所在不明となっている場合等修学資金等を返還させることが困難で

あると認められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日

から５年以上経過したとき 

返還の債務の額の全部又は一部 

（３）県の区域内において２年以上第 12 条第１項第１号に規定する返還免除対象 

業務に従事したとき 

返還の債務の額の一部 

（４）県の区域内において１年以上第 12 条第１項第２号に規定する保育所等にお 

ける児童の保護等の業務に従事したとき 

返還の債務の額の一部 

２ 前項第３号及び第４号の規定により免除する返還債務の額は、以下の貸付金の

区分ごとに次のとおり算出するものとする。 

（１）保育士修学資金貸付 

裁量免除の額は、本県の区域内において、要綱第８の（１）に規定する    

業務に従事した月数を、保育士修学資金の貸付けを受けた月数の２分の５

（中高年離職者については２分の３）に相当する月数で除して得た数値（こ 

の数値が１を超えるときは１とする）を返還の債務の額に乗じて得た額とす

る。 

（２）未就学児をもつ保育士に対する保育料の一部貸付 

     裁量免除の額は、本県の区域内において、要綱第８の（３）に規定する

業務に従事した月数を 24 で除して得た数値（この数値が１を超えるときは、

１とする）を返還の債務の額に乗じて得た額とする。 

 （３）潜在保育士就職準備金貸付 

     裁量免除の額は、本県の区域内において、要綱第８の（４）に規定する

業務に従事した月数を 24 で除して得た数値（この数値が１を超えるときは、

１とする）を返還の債務の額に乗じて得た額とする。 

 

（返還免除の申請等） 

第 19 条 返還債務の免除を受けようとする借受人は、修学資金等返還免除申請書

（第 15 号様式）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、その旨を当該借受人に通 



知するものとする。 

 

（届出義務等） 

第 20 条 修学資金等の借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やか

にその旨を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・氏名その他の重要な事項に変更があったと 

き（第 16 号様式）。 

（２）借受人が養成施設を卒業したとき（第 17 号様式） 

（３）借受人が養成施設を休学し、復学し、留年し、停学し、又は退学その他の 

処分を受けたとき（第 18 号様式） 

（４）借受人が就労した従事対象施設等又は保育所等を休職し、停職し、復職し、 

又は退職したとき（第 19 号様式） 

２ 借受人が死亡したときは、連帯保証人は、借受人死亡届（第 20 号様式）に事

実を証明する書類を添えて会長に届け出なければならない。 

３ 第１項各号及び前項による届出は、借受けた修学資金に係る債務が消滅したと

きは、この限りではない。 

 

（勤務期間の計算） 

第 21 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、保育士の業務に従事した日の属する月から業務しなくなった日の前日の属

する月までの月数による。 

 

（延滞利子等） 

第 22 条 借受人は、正当な理由がなく返還期限までに修学資金等を返還しなかっ

たときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還

すべき額につき年 3.0 パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければな

らない。ただし、返還すべき日とは、最終返還日の属する月の末日とする。 

 

（委 任） 

第 23 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

 

   附 則 

この規程は、平成 28 年６月 10 日から施行し、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４月１日から適用する。 

  

附 則 

この規程は、平成 30 年３月 15 日から施行し、平成 28 年 10 月 5 日から適用する。 

 

附 則 

この規程は、令和２年３月 11 日から施行する。 

 

附 則 

１ この規程は、令和２年 12 月 11 日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

２ 改正後の規定の適用の際、現に貸し付けられている貸付金に係る延滞利子につ

いては、改正後の規定第 22 条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 

 

附 則 

１ この規程は、令和３年 12 月 21 日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

２ 改正後の規定は、この規程の適用の日以後に新たに締結する契約について適用

し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。 

 


