
　

　

新ひだか町医療技術者等修学資金
貸付制度の手引き

〈令和４年度版〉

新 ひ だ か 町



貸付けを受ける前に知っておいてほしいこと

制度の概要
　　新ひだか町では、町内における医療技術者や介護・保育従事者の人員確保と質の向
　　上を目的に、将来町内の医療機関等に勤務しようとする方で、その職に就くために
　　養成施設に在学している方に対し、修学資金の貸付制度を設けています。
　　免許取得後、一定期間町内で勤務することにより償還が免除されます。

免許取得後、新ひだか町で働く意志がありますか？
　　新ひだか町で働く意志のない方には貸付けすることができません。　
　　退学・貸付辞退などで貸付けの決定を取り消された場合、町内医療機関等で勤務しな
　　かった場合など修学資金の目的を達成する見込みがないと認められる場合は、３か月
　　以内に貸付金を返還しなければなりません。

　

あなた自身が借りるもの
　　修学資金は、「もらう」ものではなくあなた自身が「借りる」ものです。
　　貸付けを受ける前に、ご自身の進路や将来設計についてご家族の方と充分お話してく
　　ださい。

求人状況は？　
　　職種により町内の求人状況が異なります。卒業後町内で就業できるかどうか十分ご確
　　認のうえ、申請してください。当町で就職先を斡旋することはできません。

進学前には振り込まれません
　　修学資金は、進学後に振込みが始まります。進学前に必要となる「入学金」等には利
　　用できません。

修了までの貸付けを保証するものではありません
　　毎年度貸付けをするかどうか審査します。

作業療法士・保健師・助産師・看護師・准看護師を目指している方は
　☞　〒056-0004　新ひだか町静内緑町4丁目5番1号
　　　　　　 　　　　 新ひだか町保健福祉センター内　健康推進課管理グループ　　　　　　　　　
    　 　　　　　　　   TEL 0146-42-1287

　
　☞　〒056-0004　新ひだか町静内緑町4丁目5番1号
　　　　　　　　　　  新ひだか町保健福祉センター内　健康推進課包括支援グループ　　　　
      　　　　　　　　  TEL 0146-43-1111

保育士・幼稚園教諭を目指している方は 　
　☞　〒056-8650　新ひだか町静内御幸町３丁目2番50号 　
　　　　　　　　　　  新ひだか町役場内　福祉課こども未来グループ
                            　 TEL 0146-49-0288  

  

　　　　（必ず読んでください）

～お問合せ先・申請先～

医師・歯科医師・薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士・理学療法士・

社会福祉士・介護福祉士を目指している方は
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貸付対象となる方

　　将来医療技術者や介護・保育従事者として、町内の医療機関や施設等で従事する意志があ

　　り、医療技術者等養成施設に在学している町内に住所を有する方、または町内に住所を有

　　する方の子弟

貸付対象職種・貸付金額

　　

　　

　　

申請期間 　

　　予約申請⇒令和3年7月1日（木）から8月31日（火）まで（当日消印有効）

   　在学申請⇒令和4年4月1日（金）から5月31日（火）まで（当日消印有効）

　

貸付期間

　　最大６年間。（養成施設におけるそれぞれの正規の修学年数の範囲内）

　　1年ごとに審査をします。（選考基準を満たさなかった場合は、貸付不可となります。）

　　町長が修学資金の貸付けを決定した日の属する月から貸し付けが開始します。

　　卒業前でも、退学・辞退等の場合には、途中で貸付けが終了します。

　　原則1人1養成校までの貸付けです。 　

選考基準 　

　☆家計に関する基準　☞詳しくはP5のQ1・Q2をご覧ください

　　次の計算式（貸付申請者の保護者等※の合計額）により算出される額が154,500円未満

　　の方

　　計算式：令和3年度の市町村民税の課税標準額×6％－市町村民税の調整控除の額

　　※保護者等とは、原則として父母2名、ひとり親の場合はその方、父母ともにいない場合

　　　は扶養義務のある未成年後見人、これらの方がいない場合は主たる生計維持者、いずれ

　　　もいない場合は学生本人のことをいいます。

　　※政令指定都市の場合は「調整控除の額」に3/4を乗じて計算します。

   50,000円以内

150,000円以内

月　　額　職　　種

医師・歯科医師

薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士・
理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・看護師・

准看護師・社会福祉士・介護福祉士・保育士・幼稚園教諭

予約申請は受付終了しました
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手続き方法

　　医療技術者等修学資金貸付申請書（別記様式第1号）に以下の書類を添え申請してください。

　　①養成施設の在学証明書（在学申請の場合のみ）

　　②令和2年度に在学した学校からの推薦書（別記様式第2号）

  　　 ※在学申請の場合は、令和3年度に在学した学校からの推薦書が必要です。

　　③直近の学業成績証明書

　　④家庭状況調査書兼同意書（別記様式第3号）

　　⑤申請者と生計を一にする世帯全員の所得課税状況がわかる書類、納税証明書及び介護保険

　　　料の納付証明書

　　⑥住民票の謄本（世帯全員分、個人番号を除き記載事項省略のないもの）

　　上記書類の他、必要に応じて別途書類を提出していただくことがあります。

　　※④で町の個人情報の収集及び利用について同意があり、町所有の公簿により確認がとれる

　　　場合には、⑤及び⑥の書類の添付が省略可能となります。

身元保証人 　☞詳しくはP6のQ4をご覧ください

　　申請時に、身元保証人2人を定める必要があります。身元保証人は、貸付けを受ける方と連

　　帯して修学資金の債務を負担するものとします。

　

貸付の決定

　　書面審査のほか、必要に応じ面接等による審査を行います。

　　予約申請の方：3月に選考結果を申請者に通知します。貸付けの内定者となった方が、貸付

　　　　　　　　　申請を行った養成施設に在学又は修学することとなったときは、在学証明書

　   　　　　　　　を提出してください。本決定は在学証明書を確認後の4月以降となります。　

      在学申請の方：6月に選考結果を申請者に通知します。

　　貸付決定になりましたら、身元保証書（別記様式第７号）及び身元保証人2人と連署した誓

　　約書（別紙様式第８号）を提出してください。　

貸付方法

　　原則として、毎月貸付額を本人の預金口座に振り込みます。

　　貸付が決定になりましたら、本人名義の預金口座番号等をお知らせください。

次年度以降について

　　次年度以降も貸付けを希望される場合には、貸付申請時と同様の書類を添え、申請が必要で

　　す。継続申請の場合には、書類の一部の添付を省略できることがあります。

借用証書の提出

　　貸付けを受けた方は、修学資金の貸付けが終了したとき又は、修学資金の貸付けの決定を取

　　り消されたときは、身元保証人2人と連署の上、速やかに借用証書（別記様式第10号）を

　　提出してください。
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償還の免除

　　以下の区分に応じ、次に定める日までに、町内の医療機関等において医療技術者等として勤

　　務した場合、貸付期間に相当する期間勤務した時は、修学資金の償還を免除します。

　

　※　すでに町内の医療機関等の医療技術者等が充足されている等の事由により、勤務をすること

　　ができない場合は、勤務することが可能になった日（医療技術者等不足による求人等）から１

　　年以内に勤務するものとし、その勤務した月数分に相当する額の修学資金の償還を免除します。

償還

　　貸付けを受けた方は、次のいずれかに該当する場合には、直ちに償還届（別記様式第14号）
　　を提出し、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して3か月以内に、貸付けを受け
　　た修学資金を償還しなければなりません。

　　①貸付けの決定を取り消されたとき

　　②定められた日までに町内の医療機関等において勤務しなかったとき

　　③町内の医療機関等において医療技術者等として勤務したが、その在職期間が修学資金の貸

　　　付けを受けた期間に満たないで退職したとき

償還の猶予

　　次のいずれかに該当する場合で、町長がやむを得ないと認めるときは、償還が猶予されます。

　　①貸付けの決定を取り消された後も、引き続き養成施設に在学しているとき

　　②養成施設を卒業後、他の養成施設に在学しているとき

　　③災害、疾病その他やむを得ない事由により、償還が困難であると認めるとき

　　（経済的な理由による場合は、「やむを得ない事由」に該当しません。）

利子・違約金

　　修学資金は無利子です。

　　修学資金を償還すべき方が、正当な理由なくその償還期限までに償還しなかった場合、償

　　還すべき額に年10.75％の割合を乗じて算出した額の違約金を支払わなければなりません。

免許を取得し、臨床研修を修了した後（専門医の資
格を有するための研修等で町長が必要と認める場合
は、その研修を修了した後）1年を経過する日

免許を取得した後1年（ただし、浦河赤十字看護専門
学校に在学している方は、免許を取得した後4年）を
経過する日

期　　限区　　分

医師・歯科医師

薬剤師・診療放射線技師・
臨床検査技師・臨床工学技士・

理学療法士・作業療法士・保健師・
助産師・看護師・准看護師・
社会福祉士・介護福祉士・

保育士・幼稚園教諭
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Q&A
Q1　家計に関する選考基準にある「保護者等」とは誰のことを指しますか？

A1　次の表を参考にしてください。

　

ケース1 父母がいる場合

ケース2 ひとり親の場合

ケース3 父母ともにいない場合

ケース4 上記1～3までの方がいない場合

ケース5 上記1～4までの方がいない場合

A2　次の見本を参考にしてください。所得課税証明書でも確認することができます。
 

       町民税・道民税税額納税
　　 決定通知書をお持ちの方は
       こちらをご確認ください。

　 　  　　　　⇒

      給与所得等に係る町民税・
　　道民税特別徴収税額の決定
　　・変更通知書（納税義務者
　　用）をお持ちの方はこちら
　　をご確認ください。　⇩

※政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算します。

区　　分

　　※　社会人の方が申請される場合は、申請者本人のほか、世帯全員及び生計同一のご家族分
　　　も家計基準判定の対象となります。

　　※　家計基準判定は、対象になる方全員の合算額で判定します。

保護者等の定義

父母両方

父または母

扶養義務のある未成年後見人

主たる生計維持者

学生本人

Q2　家計基準の市町村民税の課税標準額や市町村民税の調整控除の額はどのように確認
　　 すれば良いですか？

令和3年度

■3
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A3   次の表を参考にしてください。

同一生計

ケース1 ○

ケース2 ○

ケース3 ○

ケース4 ×

ケース5 ×

Q4　身元保証人の要件はありますか。

A4　身元保証人は、新ひだか町内において独立の生計を営む成年者でなければなりません。

       なお、次の方は身元保証人になることができません。

　　 (1)破産の宣告を受けて復権しない者

　　 (2)成年被後見人又は被保佐人

    　(3)公費の扶助を受けている者

　    (4)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

　　　  るまでの者

　　 修学資金の貸付を受けようとする方が未成年者であるときは、身元保証人のうち1人は

　　 その方の法定代理人でなければなりません。

　　 ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、別に身元保証人を定めること

　　 ができます。

       次の表も参考にしてください。

保証人A 保証人B

ケース1 父親
別生計の

兄 ○

ケース2
単身赴任中

の父親 母親 ×

ケース3 母親
同一生計
の祖母 × 同一生計であるため

Q5　修学資金は、一括で交付を受けることができますか。

A5　修学資金を一括で交付することはできません。原則一月ごとの交付となります。

Q6　留年した場合も、修学資金の貸付けを受けることはできますか。

A6   貸付けが可能な年数は、正規の修業年数ですので、例えば3年制の学校の場合は、3年

　　  を超える年数の貸付けはできません。

Q7　国家試験に不合格になった場合はどうなるのですか。

A7　養成施設を卒業後、3年を経過した後も、なお医療技術者等の免許を取得しない場合は、

　　  修学資金を償還していただくことになります。この場合、３か月以内に一括して償還し

　　  なければなりません。

Q8　一旦町外に就職しても期間内に町内に就職することで償還が免除されますか。

A8　町外に就職した時点で、修学資金の貸付けを受けることを辞退したとみなし、貸付けは

　　  取り消しとなります。この場合、３か月以内に一括して償還しなければなりません。

　　  ただし、浦河赤十字看護専門学校卒業の方は、免許取得後4年以内に町内就職する意思

　　  があれば、その期間まで町外就職することも可能です。

離婚を前提とした別居中の父（母）

例

勤務地の関係（単身赴任・出稼ぎ等）で別居している父（母）

身元保証人の可否

独立の生計を営む成年者であるため

同一生計であるため

通学や病気療養のために一時的に別居している人

家計支持者に扶養されている祖父母等

独立している兄姉や、別生計の祖父母等

Q3　家庭状況調査書に記載する「同一生計内において生活している家族」とはどの範囲を
指しますか？
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チェック欄

⑤家庭状況調査書兼同意書（様式3号）
※

※

※

※

※

　　　※⑤の「家庭状況調査書兼同意書」で、同意を得られており、町所有の公簿により確認ができる

　　　　場合には、⑥～⑨の書類提出は省略可能となります。

予約申請期間は、 令和3年7月1日（木）から8月31日（火）です。（当日消印有効）
在学申請期間は、令和4年4月1日（金）から5月31日（火）です。（当日消印有効）

身元保証人と連署したもの（身元保証人は印鑑登録され
た印を押印）

貸付が決定になりましたら速やかに次の書類の提出をお願いいたします。

④貸付決定者の預金通帳の写し

⑤養成施設の在学証明書

金融機関・支店名・口座番号・口座名義の載っているペー
ジの写しを要する

③課税台帳等の照会に対する同意書

注　　意　　事　　項提　出　書　類

①身元保証書（様式7号）

②誓約書（様式8号）

身元保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類の添付
を要する（身元保証人は印鑑登録された印を押印）

予約申請の場合のみ（令和4年度分）

納期限の経過した町税について完納している
ことの証明書（生計を一にする全員分）

提　出　書　類 注　　意　　事　　項

　　　
申請前に漏れがないか今一度ご確認をお願いします。

提出書類チェックシート

生計を一にする方で65歳以上の方がいる場
合その方の分

世帯全員分で、個人番号を除き記載事項省
略のないもの

在学申請の方のみ②養成施設の在学証明書

③推薦書（様式2号）

④学業成績証明書

①修学資金貸付申請書（様式1号）

⑧介護保険料納付証明書

⑨住民票謄本

⑥所得課税状況がわかる書類

⑦納税証明書

予約申請…令和2年度の在学校から取得
在学申請…令和3年度の在学校から取得

直近の成績がわかるものを学校から取得

生計を一にする全員について記入のこと

生計を一にする全員の令和3年度（令和2年
分）のもの

予約申請は受付終了しました

7


