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１ 保育補助者雇上費貸付事業の概要 

 

（１）保育補助者雇上費貸付事業とは 

保育所等における保育士の負担を軽減し、保育士の離職防止を図ることを目的として、保育士資

格を持たない保育補助者の雇い上げに必要な費用の貸付けを行うものです。 

 ※保育所等は後述「保育所等の範囲」参照 

 

（２）貸付対象者 

保育補助者雇上費貸付を受けることができる者（施設又は事業者）は、次に掲げる要件を備えて

いなければなりません。また、他から同種の資金を既に借り受けている場合は貸付けを受けること

はできません。 

以下のいずれかの要件を満たす県内の施設又は事業者であること。 

① 新たに保育補助者の雇上げを行う以下の施設又は事業者 

ア 保育所及び幼保連携型認定こども園 (地方公共団体が運営するものを除く。) 

イ 小規模保育事業を行う者  

ウ 事業所内保育事業を行う者 

エ 企業主導型保育事業を行う者 

※ イ、ウは、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の算定対象となる方を雇上げる

場合は貸付対象となりません。 

※ エは、企業主導型保育事業費補助金の算定対象となる方を雇上げる場合は貸付対象とな

りません。 

② 特に保育士の負担軽減に資する取組を行っている①ア、イ、ウ、エの施設又は事業者であ

って、宮崎県知事が適当と認める者 

※ 保育補助者であっても、保育士配置基準の特例（平成２８年３月２８日付け厚生労働省

雇用均等・児童家庭局長通知）を適用して保育士と見なしている者を対象として貸付申請す

ることはできません。 

※ 雇上げる保育補助者は週３０時間以上の勤務を要します。 

 

（３）貸付額及び貸付期間 

貸付けする金額は次のとおりです。 

年額２９５万３千円以内（３年間を限度） 

 

（４）貸付申請手続き 

資金の貸付けを希望する方は、貸付申請書（様式第１―２号）に必要な事項を記入し、次に掲げ

る②～⑦の書類を添付し、居住する市町村の児童福祉担当課を経由して、宮崎県社会福祉協議会福



祉人材センター福祉人材貸付相談室へ提出してください。 

① 貸付申請書（様式第１―２号） 

② 誓約書（様式第２―２号） 

③ 住民票（保育補助者、（マイナンバーの記載のないもの）） 

④ 連帯保証人の所得証明書 

⑤ 保育補助者の要件を証する書類 

ア 保育業務に従事経験がある者・・・在職証明書（１４４０時間以上従事） 

イ 家庭的保育者       ・・・研修修了証書の写し 

ウ 子育て支援員研修修了   ・・・研修修了証書の写し 

※ 勤務開始後に直近の子育て支援員研修を受講予定の者は、研修終了後に研修修了証書

の写しを提出してください。 

エ 保育に関する 40 時間以上の実習を受けた者・・・保育補助者実習等終了証明書の写し 

※ 勤務開始後に実習を受ける者は、実習を開始した日から補助対象となり、実習終了後に保

育補助者実習等終了証明書の写しを提出してください。 

⑥ 個人情報取扱同意書（様式第 10号） 

⑦ 労働条件通知書等、労働条件が確認できる書類 

⑧ その他会長が必要と認める書類 

 

（５）貸付対象者の選考及び貸付契約の締結 

貸付けを希望する方の申請により審査を行い、貸付決定通知書を受けた方と借用証書により貸

付契約を締結しますので次の書類を県社協会長（以下、「会長」という。）へ提出してください。 

① 借用証書（様式第 14―２号） 

※ 借受人、連帯保証人は印鑑証明書１部を添付 

② 振込口座届出書（様式第 15―２号） 

※ 振込口座が確認できる通帳のコピー１部を添付 

 

（６）連帯保証人 

連帯保証人が必要となります。 

※ 貸付資金を確実に返済できる収入等がある方を連帯保証人としてください。 

 

（７）貸付けの休止 

保育補助者が休職したときは、休職した日の属する月の翌月分から復職した日の属する月の分

までの資金の貸付けを休止します。 

 

 



（８）貸付契約の解除 

次の場合、貸付契約が解除となります。 

① 保育補助者が退職し、かつ、直ちに貸付要件を満たす新たな保育補助者の雇上げを行わ

なかったとき又は新たな保育補助者を雇上げても、当該保育補助者が保育資格を取得する

又はそれに準ずる者として宮崎県知事が認めることが著しく困難であるとき。 

② 保育補助者が心身の故障のため勤務を継続する見込みがなくなったと認められるときで

あって、かつ、直ちに貸付要件を満たす新たな保育補助者の雇上げを行わなかったとき又

は新たな保育補助者を雇上げても、当該保育補助者が保育資格を取得する又はそれに準ず

る者として宮崎県知事が認めることが著しく困難であるとき。 

③ 保育補助者が死亡し、 かつ、直ちに貸付け要件を満たす新たな保育補助者の雇上げを

行わなかったとき又は新たな保育補助者を雇上げても、当該保育補助者が保育士資格を取

得する又はそれに準ずる者として宮崎県知事が認めることが著しく困難であるとき。 

④ 資金の貸付期間中に貸付契約の解除を申し出たとき。 

⑤ その他貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。 

 

（９）返還の債務の当然免除 

次の場合、貸付けを受けた資金の返還の債務を免除します。                                                                               

① 貸付けを受けた県内の保育所等において、保育補助者が保育の補助等に従事し、かつ、

貸付けを受ける期間中に保育士資格を取得したとき又は当該貸付終了後 1年の間に保育士

資格を取得することが見込まれるとき。その他これに準ずる者として宮崎県知事が認める

とき 

② 業務に従事している期間中に、保育補助者が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に従事できなくなったとき。 

 

（10）返還 

次の場合、事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸付けを受けた期間の２．５倍に

相当する期間内（１年間借り受けた場合は２年６か月以内、３年間借り受けた場合７年６か月以

内の期間）に返還しなければなりません。（経済状況等やむを得ない事情により期間内の返還が困

難と会長が認めた場合は、貸付期間の４倍に相当する期間を設定します。）返還方法は、月賦また

は半年賦です。ただし、繰り上げ償還を行うことを妨げません。 

① 貸付契約が解除されたとき。 

② 貸付けを受けた保育所において、保育補助者を児童の保護等に従事させなかったとき 

③ 貸付けを受けた保育所において、児童の保護等に保育補助者を従事させる意思がなくな

ったとき。 

④ 保育補助者が業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務を継続することが



できなくなったとき。 

（11）延滞利子 

返還すべき者が正当な理由なく返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日

から起算して返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額に年５％の割合で計算した延滞利子

を支払わなければなりません。 

 

（12）返還の債務の履行猶予 

次の場合、その事由が継続している期間、返還の債務の履行を猶予することができます。 

（１）保育補助者が貸付けを受けた保育所において児童の保護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。 

 

（13）返還の債務の裁量免除 

次の場合、貸付けを受けた資金（既に返還を受けた金額を除く。）の返還の債務の全部又は一部

を免除することができます。 

① 死亡又は障害により貸付けを受けた資金を返還することができなくなったとき 

返還の債務の額の全部又は一部。 

② 県内において貸付けを受けた保育所の保育補助者が１年以上児童の保護等に従事した

とき  

返還の債務の額の一部。 

③ 長期間所在不明となっている場合等、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または一部 

※ 返還の債務の裁量免除は、その適用を機械的に行うことなく、借受人の状況を十分に

把握のうえ、個別に適用します。この場合、貸付けを受けた期間以上所定の業務に従事

した者であっても、本人の事由により免職された者、特別な事情がなく恣意的に退職し

た者については、適用しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



保育所等の範囲 

 

 

 

 

 

ア 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第７条に規定する保育所 

                         

イ  学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第１条に規定する「幼稚園」のうち、教育時間の終了後

等に行う預かり保育等の教育活動を常時実施している施設又はウに定める「認定こども園」への

移行を予定している施設 

                             

ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第

77号。以下「認定こども園法」という。）第２条第６項に規定する「認定こども園」 

                            

エ 児童福祉法第６条の３第９項から第 12 項までに規定する事業であって、同法第 34 条の 15 第

１項の規定により市町村が行うもの及び同条第２項の規定による認可を受けたもの 

                        

オ 児童福祉法第６条の３第 13 項に規定する「病児保育事業」であって、同法第 34 条の 18 第１

項の規定による届出を行ったもの 

 

カ 児童福祉法第６条の３第７項に規定する「一時預かり事業」であって、同法第 34条の 12第１

項の規定による届出を行ったもの 

 

キ 子ども・子育て支援法（昭和 24 年法律第 65 号）第 30 条第１項第４号に規定する離島その他

の地域において特例保育を実施する施設 

 

ク 児童福祉法第６条の３第９項から第 12項までに規定する業務又は第 39条第１項に規定する業

務を目的とする施設であって児童福祉法第 34 条の 15 第２項、第 35 条第４項の認可又は認定こ

ども園法第 17 条第１項の認可を受けていないもの（認可外保育施設）のうち、地方公共団体に

おける単独保育施策（いわゆる保育室・家庭的保育事業に類するもの）において保育を行ってい

る施設 

 

ケ 企業主導型保育事業                 



２ 保育補助者雇上費貸付申請手続・契約等の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【返還】貸付細則第 16 条 

【返還免除】貸付細則第 13 条 

宮
崎
県
社
会
福
祉
協
議
会 

申 
 

請 
 

者 

・誓約書（様式第２－２号） 

・保育補助者の住民票（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの記載のないもの） 

・保育補助者の要件を証する書類 

・連帯保証人の所得証明書 

・保育補助者の要件を証する書類 

・個人情報取扱同意書（様式第 10 号） 

・労働条件通知書等、労働条件が確認できる書類 

・その他会長が必要と認める書類 

 

決定通知 

 

※契約完了 

入    金 

・返還の債務の免除申請書（様式第 23-2 号） 

・保育士証の写し又は取得見込みを証する書類 

・借用証書(様式第 14-2 号) 

・振込口座届出書（様式第 15-２号） 

 

右記の書類 (※要審査) 
貸付申請書（様式第１－２号） 

市
町
村
（
保
育
担
当
窓
口
） 

決定通知 



３ 提出書類一覧 

貸付けを受けた方は、返還を免除されるか、又は返還を完了するまで様々な届出等を行う必要が

あります。 

これらの届出等は、事実の発生した日から３０日以内に必ず届出を行うようにしてください。 

ここに例示のないケースについては、個別にお問い合わせください。 

 

１ 申請をするとき 

提出書類 様式等 提出時期 

貸付申請書（保育補助者雇上費） 第１－２号 

貸付けを希望する 

時期 

誓約書 第２－２号 

保育補助者の住民票（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの記載のないもの）  

連帯保証人の所得証明書  

保育補助者の要件を証する書類 

① 保育業務に従事経験有…在職証明書 

（従事経験は 1440時間以上） 

 ② 家庭的保育者    …研修修了証書の写し 

 ③ 子育て支援員研修修了…研修修了証書の写し 

※ 勤務開始後に子育て支援員研修を受講予定の者

は研修終了後に研修修了証書の写しを提出 

④ 保育に関する 40時間以上の実習をうけた者 

…保育補助者実習等修了証明書の写し 

 ※ 勤務開始後に実習を受ける者は、実習を開始し

た日から補助対象となり、実習終了後に保育補助

者実習等修了証明書の写しを提出 

 

個人情報取扱同意書 第 10号 

労働条件通知書等、労働条件が確認できる書類  

その他会長が必要と認める書類  

 

２ 貸付決定を受けたとき 

提出書類 様式等 提出時期 

借用証書 第 14-2号 
県社協会長が指定す

る日までに 
申請者及び連帯保証人の印鑑証明書  

振込口座届出書 第 15-2号 

 

 



３ 返還の免除を受けたいとき 

提出書類 様式等 備考 

返還の債務の免除申請書 第 23-2号 
免除理由を証明する

書類を添付すること 

 

４ 返還の猶予を受けたいとき 

提出書類 様式等 提出時期 

返還猶予申請書 第 36-2号 
猶予理由を証明する

書類を添付すること 

返還猶予事由変更届出書 第 37-2号 直ちに 

 

５ 返還を行うとき 

提出書類 様式等 提出時期 

返還方法申出書 第 31-2号 直ちに 

返還方法変更申出書 第 32-2号  〃 

 

６ その他、以下の事由が生じたとき 

事由 提出書類 様式等 提出時期 

休職・復職・停職・退職 

休職・復職・停職・

退職・借受け辞退

届 

第 21-1号 事由発生後直ちに 

資金の借受けを辞退 

休職・復職・停職・

退職・借受け辞退

届 

第 21-1号 直ちに 

保育補助者が死亡したとき 
保育補助者死亡届

出書 
第 22-2号 すみやかに 

住所・氏名・電話番号・勤務先が

変更になったとき（借受人・連帯

保証人） 

住所等変更届出書 第 40-2号 変更後直ちに 

連帯保証人死亡等により保証人

を変更するとき 

連帯保証人変更届 第 17-2号 
 

変更後すぐ 

 印鑑証明書  

本人の状況を報告するとき 借受人現況報告書 第 42-2 
県社協会長が指定す

る日までに          

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

４ 各 種 様 式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 保育補助者雇上費貸付に関するＱ＆Ａ 

（１）貸付対象、貸付申請に関すること 

問１ 貸付対象者は、どのような施設又は事業所ですか。 

（答）貸付対象者は、宮崎県内のいずれかの要件を満たす施設又は事業者です。 

 ア 新たに保育補助者の雇上げを行う以下の施設又は事業者 

  ① 保育所及び幼保連携型認定こども園（地方公共団体が運営するものを除きます。） 

  ② 小規模事業を行う者  

  ③ 事業所内保育事業を行う者 

③  企業主導型保育事業を行う者 

 イ 特に保育士の業務負担軽減に資する取組を行っている上記①～④の施設又は事業者であって、宮

崎県知事が適当と認める者 

 

問２  雇用する保育補助者はどのような要件を備えていることが必要ですか。  

（答）次のいずれかに該当する方で、週３０時間以上勤務できる方です。 

 ア 保育所又は認定こども園で保育業務に従事経験がある方で、経験時間が 1,440 時間以上ある方

（ ６時間／日×２０日×１２ヶ月で１，４４０時間以上としています。） 

 イ 市町村長が行う研修を修了し、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると認められる家庭的保

育者 

 ウ 宮崎県が定めた研修「基本研修」および「専門研修」を修了し、保育や子育て支援分野の各事業

に従事するために必要な知識や技能を修得したと認められる子育て支援員 

 エ 保育に関する 40 時間以上の実習を受けた者又はこれと同等の知識及び技能があると宮崎県が認

める者 

 オ 勤務開始後に子育て支援員研修を受講予定の方 

 カ ウの場合は研修修了証の写しを申請時に、エの場合は別途定める保育補助者実習等修了証明書を、

オの場合は、勤務開始後、直近の子育て支援員研修を受講し、研修修了証の写しを提出してくださ

い。 

（答）当該認可外保育所が都道府県等に届出がされており、監査基準施設であれば実務経験の時間数と

して加算することができます。 

 

（答）新たに保育補助者を雇上げる場合の貸付ですので、既に雇用している保育補助者の場合は貸付対

問３ 児童福祉施設等での実務経験の時間数は、認可外保育所での実績を含んでもよいですか。 

問４ 既に保育補助者を雇用しており、今後、保育士の資格を取得させることにしました。貸付申請は

できますか。 



象となりません。ただし、雇上げた日が貸付申請を行う年度内の場合は、貸付申請はできます。 

 

問５ 保育補助者を雇上げたいのですが、保育士資格取得を目指している養成施設の学生を雇上げる

ことは可能ですか。 

（答）週あたり３０時間の就労時間が確保できれば、保育士養成施設に在学する学生を雇い上げても差

し支えありません。 

 

（答）詳細は宮崎県ホームページ等で確認できます。 

 

資格が特になく、子育ての経験だけで家庭的保育者の資格を得たい方は、基礎研修と認定研修を

受講するという方法がありますが、詳細は、厚生労働省や市町村のホームページ等で確認してくだ

さい。 

 

（答）保育補助者の要件は、子育て支援員研修等の必要な研修を受講した者又はこれと同等の知識及び

技能があると都道府県等が認めた者としていましたが、新たに平成３０年９月１３日付で国から新

たな保育補助者の要件として「保育に関する 40 時間以上の実習を受けた者又はこれと同等の知識

及び技能があると都道府県等が認める者」が付加されました。 

   実習項目及び実習内容等については県社会福祉協議会福祉人材貸付相談室へ問い合わせてくだ

さい。（貸付相談室  0985-61-2424） 

 

（答）以下のとおりです。 

ア 短大卒業又は同等以上の方は、児童福祉施設での勤務経験の有無に関わらず受験資格が得られま

す。 

 イ 高等学校等の卒業の方は、児童福祉施設等での２年間かつ２，８８０時間の実務経験が必要です。

但し、平成３年３月までに高校を卒業した方及び平成８年３月までに高校の保育科を卒業した方に

ついては、児童福祉施設等での勤務経験の有無を問いません。 

 ウ ア、イ以外の方は児童福祉施設等で５年間かつ７，２００時間の実務経験が必要です。 

問６ 子育て支援員研修を受講する手続きについて教えてください。 

問７ 「家庭的保育者」の研修の詳細を教えてほしい。 

問８ 保育補助者の要件に「保育に関する 40時間以上の実習を受けた者」とありますが、具体的には

どのような実習となりますか。 

問９ 保育補助者の最終学歴による保育士試験の受験資格要件について教えてください。 



 

問 10 保育補助者雇上費貸付の申請者は保育園等の園長でよいですか。 

（答） 法人等の代表者である理事長の申請とします。 

 

（２）返還免除に関ること 

問 11 返還の債務の当然免除は、貸付期間中に保育士資格を取得したときとありますが、保育士試験

に合格又は保育士登録、いずれで資格取得とするのですか。 

（答）保育士登録をもって資格取得とします。保育士試験に合格の後、速やかに保育士登録の手続きを

取る必要があります。登録が完了した日の属する月までの貸付となります。 

 

問 12 当然免除要件の「当該貸付終了後１年の間に保育士資格を取得することが見込まれるとき」と

は、どのような場合ですか。 

（答）保育士試験の受験科目が残り１～２科目である場合や養成施設に通う学生が保育補助者で、既に

１年間（４年課程の場合は３年間）指定保育士養成施設に通っている場合を想定しています。保育

士資格取得の見込みの判断は、都道府県等が行います。 

 

問 13 保育補助者が貸付期間内に保育士資格を取得しました。保育補助者は、資格取得後、当該保育

所等での勤務を継続する必要がありますか。 

（答）保育補助者が保育士登録を完了した時点で貸付契約は終了となります。その後の勤務継続は任意

です。 

 

（３）返還に関すること 

問 14 雇上げていた保育補助者が貸付期間内に退職しました。新たに保育補助者を雇上げたいが、新

たな雇上げまで猶予期間がありますか。 

（答）保育補助者が退職し、かつ、直ちに新たな保育補助者の雇上げを行わなかったときは、貸付契約

の解除になります。したがって、雇上げ期間に不連続期間が生じないよう後補充をすることが必要

です。保育補助者が退職するまでの期間に新たな保育補助者を決定できなければ、貸付契約は解除

となり、貸付金は返還となります。   

 

問 15 雇上げていた保育補助者を保育所等における保育士配置に係る特例措置により「みなし保育士」

とした場合、貸付契約はどうなりますか。 

（答） みなし保育士とした期間は貸付休止とし、その期間の貸付金は返還となります。この場合、事

実発生の翌月から貸付休止とし、保育補助者復帰の事実が発生した場合、その翌月からの貸付再開

となります。雇上げた保育補助者がみなし保育士としての状態が継続すれば貸付契約を解除します。 

（４）その他 



（答）当該保育所等に保育補助者が勤務する期間で、保育士登録を行った日の属する月までとします。

ただし、勤務を開始した日から起算して３年間を限度とします。 

 

問 17 貸付金はどのような使途になりますか。 

（答）保育補助者の給与や諸手当、福利厚生費、社会保険料の事業者負担分等です。 

 

（答）貸付期間の起算日は保育補助者を雇上げた日ですが、認可外保育所の期間は貸付対象となりませ

ん。認可となった日を保育補助者雇上げた日とし、貸付期間の起算日とします。 

 

問 19 雇上げた保育補助者が「療育支援加算の対象」の場合、貸付契約上問題がありますか。 

（答） 療育支援加算は保育補助者を対象とした加算であるので、貸付契約上の問題はありません。 

 

問 20 保育補助者雇上費貸付は年額となっていますが、貸付金の交付はどのようにするのですか。 

（答）年２回に分けて交付します。保育士登録により貸付が終了しますので、月割りで貸付金を交付す

る場合があります。 

 

問 21 雇上げた保育補助者が保育士資格の登録が修了し、貸付契約が終了しました。その後、新しく

保育補助者を雇上げた場合、貸付申請ができますか。 

（答） 新たに貸付申請ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16 貸付期間はどのようになりますか。   

問 18 現在は認可保育所ですが、保育補助者を雇上げた時期は認可外保育所でした。貸付期間はい

つからになりますか。 



６ 社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会保育士修学資金等貸付実施細則 

（趣旨） 

第１条 この貸付実施細則は、「保育士修学資金の貸付け等について」（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）及び「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）、宮崎県保育士修

学資金貸付等事業実施要領に基づき、社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会（以下「本会」という。）

が実施する保育士修学資金等貸付事業（以下「貸付事業」という。）について、その貸付方法や事務

手続等を規定し、貸付事業の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。 

（貸付事業） 

第２条 本会が実施する貸付事業は次の各号のとおりとする。 

(1) 保育士修学資金貸付 

児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）第 18 条の６に基づき都道府県知事

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。）に在学し、保育士の

資格の取得を目指す学生に対し修学資金を貸し付ける事業 

(2) 保育補助者雇上費貸付 

保育士資格を持たない保育所等（次条第２項第２号に掲げる施設又は事業所をいう。）に勤務す

る保育士の補助を行う者（以下「保育補助者」という。）を新たに雇い上げる施設又は事業者その

他保育士の業務負担軽減を行っている施設又は事業者として宮崎県が適当と認める施設又は事業

者に対し必要な費用を貸し付ける事業 

(3) 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付 

未就学児を持つ保育士に対し子どもの保育料の一部を貸し付ける事業 

(4) 就職準備金貸付 

保育士資格を有する者であって保育士として勤務していない者（以下「潜在保育士」という。）

に対し就職のための準備に必要な費用を貸し付ける事業 

（貸付対象者、貸付期間及び貸付額等）   

第３条 保育士修学資金貸付の貸付対象者、貸付期間及び貸付額等は次の各号のとおりとする。 

(1) 貸付対象者は、養成施設に在学する者（養成施設における修学の支援を目的として国又は県が実

施する他の事業等の対象となった者を除く。）で、次の①から③の要件を満たす者とする。 

① 次のアからウまでのいずれかに該当する者 

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、宮崎県内（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する。また、宮崎県において貸付を受け、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、宮崎県及び当該被災県とする。以下同じ）において児童の保護等に

従事しようとする者 

イ 宮崎県内の市町村に住民登録している者又は宮崎県内の市町村に住民登録していな いが

宮崎県内の養成施設に修学する場合（通信制を除く。）等であって、卒業後宮崎県内において

児童の保護等に従事しようとする者 

ウ 成績優秀であり、かつ家庭の経済状況等から真に修学資金の貸付けが必要と認められる者 

(2) 貸付対象者の選定にあたっては次の①から③のとおり取り扱うものとする。 



① 養成施設から推薦を求める等により公正かつ適切に行う。 

② 第 13 条第２項第１号③の規定による返還免除期間が３年となる中高年離職者については離職

証明等の客観的判断の可能な書類により離職状況を確認する。 

③ 東日本大震災等の被災者にあっては、成績優秀、家庭の経済状況等の要件を問わず、養成施設

から被災地出身者であることを確認の上、適切に行う。   

(3) 貸付期間は養成施設に在学する期間とし次の①及び②のとおり取り扱うものとする。 

① 貸付期間は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

ている場合であって、第４号に掲げる額のうち学費相当分として当該修学期間に貸し付ける額の

合計が 120万円以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。 

② 貸付期間が２年を超えることとなった場合の「修学資金の貸付けを受けた期間」は「２年」と

読み替えるものとする。 

(4) 貸付額は月額 50,000 円以内とする。ただし、次の①及び②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 貸付けの初回に 200,000円以内 

② 就職準備金 卒業時に 200,000円以内 

(5) 修学資金は、養成施設に支払う授業料、実習費、教材費等の納付金の他参考図書、学用品、交通

費等に充当するものであるので、貸付金については前項に定める金額の範囲内であれば授業料等養

成施設に対する納付金の額にかかわらず、本人の希望する額を貸し付けることができる。 

２ 保育補助者雇上費貸付の貸付対象者、貸付期間及び貸付額等は次の各号のとおりとする。 

(1) 貸付対象者は、宮崎県の区域内（以下「県内」という。）の次の（２）又は（３）のいずれかの

要件を満たす施設又は事業者とする。 

(2) 新たに保育補助者の雇上を行う以下の施設又は事業者   

① 法第７条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園（地方公共団体が運営するものを除

く。） 

② 法第６条の３第 10項に規定する小規模保育事業を行う者 

③ 法第６条の３第 12項に規定する事業所内保育事業を行う者 

④ 子ども・子育て支援法第 59の２第１項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、「平成 29

年度企業主導型保育事業等の実施について」の別紙「平成 29 年度企業主導型保育事業費補助金

実施要綱」の第２の１に定める企業主導型保育事業（（３）ケにおいて「企業主導型保育事業」

という。）を行う者                      

(3) 特に保育士の業務負担軽減に資する取組を行っている上記（２）の①から④の施設又は事業者で

あって、宮崎県知事が適当と認める者 

① 当該貸付を受けようとする者は、貸付申請時において、保育補助者が保育士資格の取得を目指

すことが確認できる書類（当該事由を明記した雇用契約書や誓約書等）を提出すること。 

② 保育補助者は、子育て支援員研修など保育に関する一定の研修を受講している者か、それと同

等以上であると宮崎県知事が認める者であること。なお、ここでいう「一定の研修」は、当該貸

付を受けようとする保育所への勤務開始後、受講することとしても差し支えないこと。 

③ 保育補助者は、保育に関する 40 時間以上の実習を受けた者又はこれと同等の知識及び技能が

あると都道府県等が認める者であること。なお、「保育に関する 40時間以上の実習」は、当該貸

付を受けようとする保育所への勤務開始後、実習を受けても差し支えないこと。   実習の方



法等については、別に定めることとする。 

④ 保育補助者は、週 30時間以上の勤務を要することとする。 

⑤ 当該貸付を受けようとする者は、貸付申請時において、保育補助者を新たに配置することによ

り、具体的にどのように保育士の勤務環境が改善されるかについての計画を本会会長（以下「会

長」という。）に提出すること。 

⑥ 当該貸付を受けようとする者は、上記④の計画に基づき、保育士の勤務環境改善を行うこと。 

(4) 貸付期間は、当該保育所に保育補助者が勤務する期間とする。ただし、勤務を開始した日から起

算して３年間を限度とする。 

(5) 貸付額は年額 2,953,000円以内とする。なお、貸付に当たっては、本条第２項第２号②③の貸付

対象については、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 29 条に規定する地域型保育

給付費又は同法第 30 条に規定する特例地域型保育費の支給の算定の対象となる者の雇い上げに係

る費用を除き、本条第２項第２号④の貸付対象については、企業主導型保育事業費補助金において

当該補助金の算定の対象となる者の雇い上げに係る費用を除くこととする。                                 

(6) 保育補助者雇上費は、保育補助者の給与や諸手当のほか、福利厚生費や社会保険料の事業主負担

分等に充当するものでもあるので、貸付金については、前項に定める金額の範囲内であれば保育補

助者の給与額の如何を問わず、保育補助者雇上費の貸付けを受ける者の希望する額を貸し付けるこ

とができる。   

３ 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付の貸付対象者、貸付期間及び貸付額等は次の各号

のとおりとする。 

(1) 貸付対象者は、以下の①又は②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とする。 

① 未就学児を持つ保育士であって、県内の以下に掲げる施設又は事業所（以下「保育所等」とい

う。）に新たに勤務する者           

ア 児童福祉法第７条に規定する保育所                         

イ  学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第１条に規定する「幼稚園」のうち、教育時間の終了

後等に行う預かり保育等の教育活動を常時実施している施設又はウに定める「認定こども園」

への移行を予定している施設                             

ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律

第 77号。以下「認定こども園法」という。）第２条第６項に規定する「認定こども園」                            

エ 法第６条の３第９項から第 12 項までに規定する事業であって、同法第 34 条の 15 第１項の

規定により市町村が行うもの及び同条第２項の規定による認可を受けたもの                        

オ 法第６条の３第 13 項に規定する「病児保育事業」であって、同法第 34 条の 18 第１項の規

定による届出を行ったもの    

カ 法第６条の３第７項に規定する「一時預かり事業」であって、同法第 34条の 12第１項の規

定による届出を行ったもの      

キ 子ども・子育て支援法第 30 条第１項第４号に規定する離島その他の地域において特例保育

を実施する施設               

ク 法第６条の３第９項から第 12項までに規定する業務又は第 39条第１項に規定する業務を目

的とする施設であって法第 34 条の 15 第２項、第 35 条第４項の認可又は認定こども園法第 17

条第１項の認可を受けていないもの（認可外保育施設）のうち、地方公共団体における単独保



育施策（いわゆる保育室・家庭的保育事業に類するもの）において保育を行っている施設 

ケ 企業主導型保育事業                 

② 県内の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) 貸付期間は、未就学児を持つ保育士が当該保育所等に勤務する期間とする。ただし、勤務を開始

した日から起算して１年間を限度とする。  

(3) 貸付額は未就学児の保育料の半額とし、月額 27,000円を上限とする。                          

(4) 保育料の一部貸付に当たっては、貸付けを受ける者の保育料に充当する場合のみ貸付けるものと

する。                  

４ 就職準備金貸付の貸付対象者、貸付額及び貸付回数は次の各号のとおりとする。 

（1）貸付対象者は、以下の①から②のいずれも満たす者とする。ただし、保育士として週 20 時間以

上の勤務を要することとする。また、本条第１項第４号②保育士修学資金貸付における就職準備金

の加算を受けた者を除くこととする。             

① 以下に掲げる施設又は事業（以下「当該施設等」という。）のうち、県内の当該施設等を離職

後、３ケ月以上経過した者、県外の当該施設等を離職した者又は当該施設等に勤務経験のない者                       

ア 法第７条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園                             

イ 法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業  

ウ 法第６条の３第 10項に規定する小規模保育事業    

エ 法第６条の３第 12項に規定する事業所内保育事業 

オ 学校教育法第１条に規定する幼稚園            

② 県内の保育所等に新たに勤務する者           

(2) 貸付額は、200,000円以内とする。 

(3) 貸付回数は、同一の貸付対象者に対し一回限りとする。  

(4) 就職準備金の貸付を受けようとする者は、貸付申請時において就職準備金の使途を明示しなけれ

ばならない。 

（就職準備金の使途の例） 

・保育所等への就職によって転居が伴う場合における転居費用 

・転居先の賃貸物件の借り上げに伴う礼金や仲介手数料 

・保育所等で使用する被服費 

・保育所等の勤務に復帰するに当たり研修等を受けた際の研修費用 

・保育所等への通勤に要する移動用自転車等の購入費  

・申請者の子どもが保育所等を利用する際に必要となる費用 

・子どもの預け先を探す際の活動に必要となる費用 など 

（貸付方法及び利子） 

第４条 本事業による貸付けは、本会会長と貸付対象者との契約により行うものとする。                                

２ 利子は無利子とする。 

（貸付申請） 

第５条 第２条第１号から第４号の貸付けを受けようとする者（以下「申請者」という。）は、貸付申

請書（様式第１―１～４号）に次の各号に掲げる書類を添えて、第１号に掲げる貸付については、在

籍する養成施設の長を、第２号から第４号に掲げる貸付については居住する市町村長を経由して本会



会長（以下「会長」という。）に提出しなければならない。 

(1) 保育士修学資金貸付 

① 誓約書（様式第２―１号） 

② 推薦状（様式第３号） 

③ 世帯全員の住民票 

④ 世帯全員及び連帯保証人の所得証明書（学生、生徒及び未就学児等所得のない者を除く。）  

⑤ 個人情報取扱同意書（様式第 10号） 

⑥ その他会長が必要と認める書類 

（2）保育補助者雇上費貸付 

① 誓約書（様式第２―２号） 

② 保育補助者の住民票 

③ 連帯保証人の所得証明書  

④ 保育補助者の要件を証する書類 

⑤ 労働条件通知書等、労働条件が確認できる書類 

⑥ 個人情報取扱同意書（様式第 10号）    

⑦ その他会長が必要と認める書類  

（3）未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付 

① 誓約書（様式第２―３号） 

② 世帯全員の住民票 

③ 世帯全員及び連帯保証人の所得証明書（学生、生徒及び未就学児等所得のない者を除く。）  

④ 保育士証の写し 

⑤ 保育料決定通知書の写し 

⑥ 雇用（内定）に関する証明書（様式第９―１号） 

⑦ 育児休業等の期間に関する証明書（様式第 46号） 

⑧ 個人情報取扱同意書（様式第 10号） 

⑨ その他会長が必要と認める書類 

（4）就職準備金貸付 

① 誓約書（様式第２―４号） 

② 住民票 

③ 世帯全員及び連帯保証人の所得証明書（学生、生徒及び未就学児等所得のない者を除く。）  

④ 保育士証の写し 

⑤ 就職準備金利用計画書（様式第５号） 

⑥ 雇用（内定）に関する証明書（様式第９―２号） 

⑦ 保育所等で勤務した経験がある場合は、直近の保育所等で勤務したことを証明する書類 

⑧ 個人情報取扱同意書（様式第 10号） 

⑨ その他会長が必要と認める書類 

２ 申請者が未成年であるときは、申請書に当該貸付申請者の法定代理人（親権者、未成年後見人等）

が連署しなければならない。 

（連帯保証人） 

第６条 貸付申請者は連帯保証人を１名立てなければならない。 



２ 申請者が未成年である場合には連帯保証人は法定代理人（親権者、未成年後見人等）でなければな

らない。ただし、申請者が児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設又は自立支援ホーム

に入所している児童若しくは里親又はファミリーホームに委託中の児童であって、法定代理人を保証

人として立てられないやむを得ない事情がある場合、児童養護施設等の施設長（里親委託児童の場合

は児童相談所長）の意見書等により、貸付を行うことで申請者の修業環境の確保が図られる場合には、

保証人は法定代理人以外の者でも差し支えない。                         

（貸付けの選考及び決定） 

第７条 会長は、在籍する養成施設の長又は居住する市町村の長を経由して申請者から提出された貸付

申請について内容を審査の上、貸付の可否を決定し、申請者に貸付決定通知書（様式第 11―１～４号）

又は貸付不承認通知書（様式第 12―１～４号）を、養成施設の長又は市町村長に貸付決定者等一覧（様

式第 13―１,２号）を通知するものとする。 

（借用証書等の提出） 

第８条 前条の規定により貸付けの決定の通知を受けた者は、会長が定める日までに借用証書（様式第

14－１～４号）に次に掲げる書類を添えて、会長に提出しなければならない。 

 （1）振込口座届出書（様式第 15－１～４号） 

  (2) 借受人及び連帯保証人の印鑑証明書 

２ 決定の通知を受けた者が前項の日までに借用証書等を会長に提出しなかったときは、その者は資金

の貸付けを辞退したものとみなす。 

 （貸付金の交付） 

第９条 貸付金の交付は口座振込みによるものとし、貸付金の分割交付のお知らせ（様式第 16―１～４

号）により借受人に通知するものとする。なお、振込回数は次のとおりとする。 

（1）保育士修学資金貸付、保育補助者雇上費貸付、未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付

は年２回 

 (2) 就職準備金貸付は年１回 

２ 貸付金が適正な使途に活用されていないと認められる場合、会長は貸付けを一時停止することがで

きるものとする。 

（保育料の改定に伴う貸付額の変更） 

第 10 条 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付の決定後、貸付期間中に保育料の改定に伴

い保育料が変更されたときには、未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付変更申請書（様式

第６号）に保育料の変更を証明する書類を添付の上、居住する市町村の長を経由して提出しなければ

ならない。ただし、保育料が増額になった者のうち、貸付額の増額を希望しない者については申請書

の提出は不要とする。 

２ 会長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査の上貸付額の変更を決定し、申請者及び

市町村長に通知するものとする。 

３ 前項の規定により、貸付額の変更の決定を受けた者は、変更後の金額に基づいた借用証書を、会長

が定める期日までに提出しなければならない。 

４ 貸付額の変更決定に伴い、既に交付した貸付金に過不足が生じた場合は、次回交付時に調整するも

のとする。ただし、既に交付を終えている者については、別途追給又は返還の手続きをとるものとす

る。 

（連帯保証人の変更） 



第 11 条 連帯保証人を変更しようとするとき又は会長が連帯保証人を不適当と認めて変更を命じたと

きは、直ちに連帯保証人変更届（様式第 17―１～４号）に連帯保証人の所得証明書を添えて会長に提

出しなければならない。 

（貸付契約の解除及び貸付の休止） 

第 12 条 会長は修学資金の借受人が次の各号のいずれかに該当するとき又は借受人が貸付期間中に貸

付契約の解除を申し出たときは、その契約を解除するものとする。この場合にあって、(1)及び(4)に

ついては、当該事由が生じた日を持つて契約が解除されたものとみなすこととする。また、修学資金

の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の貸付けは行わないものとする。 

（1）退学したとき 

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき 

(3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき 

(4) 死亡したとき 

(5) その他修学資金貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき 

２ 会長は、保育補助者雇上費貸付について、保育補助者が次の各号のいずれかに該当するとき又は借

受人が貸付期間中に貸付契約の解除を申し出たときは、その契約を解除するものとする。また、保育

補助者が疾病その他の理由により休職したときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月から当該事

由が解消した日の属する月の分まで貸付けを行わないものとする。 

(1) 保育補助者が退職し、かつ、直ちに新たな保育補助者の雇上げを行わなかったとき又は新たな保

育補助者を雇上げても、当該保育補助者が保育士資格を取得する又はそれに準ずる者として宮崎県

知事が認めることが著しく困難であるとき 

(2) 保育補助者が心身の故障のため勤務を継続する見込みがなくなったと認められるときであって、

直ちに新たな保育補助者の雇上げを行わなかったとき又は新たな保育補助者を雇上げても、当該保

育補助者が保育資格を取得する又はそれに準ずる者として宮崎県知事が認めることが著しく困難で

あるとき 

(3) 保育補助者が死亡し、かつ、直ちに新たな保育補助者の雇上げを行わなかったとき又は新たな保

育補助者を雇上げても、当該保育補助者が保育士資格を取得する又はそれに準ずる者として宮崎県

知事が認めることが著しく困難であるとき 

(4) その他保育補助者雇上費貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき 

３ 会長は、未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部資金貸付について、借受人が次の各号のいず

れかに該当するとき又は借受人が貸付期間中に貸付契約の解除を申し出たときは、その契約を解除す

るものとする。また、借受人が疾病その他の理由により休職したときは、当該事由が生じた日の属す

る月の翌月から当該事由が解消した日の属する月の分まで貸付けを行わないものとする。 

(1) 退職したとき 

(2) 心身の故障のため勤務を継続する見込みがなくなったと認められるとき 

(3) 死亡したとき 

(4) その他保育料の一部貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき 

４ 会長は、就職準備金貸付について、借受人が次の各号のいずれかに該当するとき又は借受人が貸付

期間中に貸付契約の解除を申し出たときは、その契約を解除するものとする。 

(1) 退職したとき 



(2) 心身の故障のため勤務を継続する見込みがなくなったと認められるとき 

(3) 死亡したとき 

(4) その他就職準備金貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき 

（返還の債務の当然免除） 

第 13 条 会長は本事業による借受人が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、貸付額に係る

返還の債務を免除するものとする。 

２ 保育士修学資金貸付については次のとおりとする。 

（1）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、別表に定める従事区域及び従事先施設

等において児童の保護等に従事し、かつ次に定める期間引き続きこれらの業務に従事したとき 

① ②又は③に該当しない者が当該業務に従事した場合  ５年間 

② 過疎地域自立促進特別措置法（平成 12 年法律第 15 号）第２条第１項及び第 33 条に規定する

過疎地域において当該業務に従事した場合  ３年間 

③ 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）が当該業務に従事

した場合 ３年間 

（2）前号に定める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 

（3）本条第２項第１号の場合、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

きなかったとき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。 

（4）従事する保育所等の法人における人事異動等により修学資金の借受人の意思によらず宮崎県外に

おいて当該業務に従事した期間については当該業務従事期間に算入するものとする。 

（5）保育士登録を行った者が県内の従事先施設等において児童の保護等に従事することができなかっ

た場合であって、養成施設卒業後１年以内に別表に定める職種以外の職種に採用された者について

は会長が本人の申請（様式第 26 号）に基づき保育所等の業務従事施設等の職種に従事する意思が

あると認めた場合、第２項第１号に規定する「養成施設を卒業した日から１年以内」を「養成施設

を卒業した日から２年以内」と読み替えるものとする。 

（6）非常勤・パートの業務に従事した者については、当該保育所等に在籍した日数が 1,825日以上で

あり、かつ業務に従事した日数が 900日以上であることとする。 

ただし、本条第 1項第 1号②及び③に該当する者については当該保育所等に在籍した日数が 1,095

日以上であり、かつ業務に従事した日数が 540日以上であることとする。 

なお、同時に２つ以上の保育所等において業務に従事した日数は通算しないものとする。 

３ 保育補助者雇上費貸付については次のとおりとする。 

（1）県内の保育所等において保育補助者が保育の補助等に従事し、かつ貸付けを受ける期間中に保育

士資格を取得したとき又は当該貸付終了後１年の間に保育士資格を取得することが見込まれると

きその他これに準ずるものとして宮崎県知事が認めるとき。 

（2）前号に定める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。 

４ 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部資金貸付及び就職準備金貸付については次のとおり

とする。                    

（1）借受人が県内の保育所等において児童の保護等に従事し、かつ２年間引き続き当該業務に従事し



たとき。 

（2）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。 

（3）従事する事業所の法人における人事異動等により借受人の意思によらず、宮崎県外（以下、「県

外」という。）において当該業務に従事した期間については当該業務従事期間に算入するものとす

る。 

また、転職等の理由により東日本大震災等における被災県において当該業務に従事した期間につ

いても当該業務従事期間に算入するものとする。 

（4）前各号に定める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。 

（返還の債務の裁量免除） 

第 14 条 会長は、本事業による借受人が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、貸付額（既

に返還を受けた金額を除く。）に係る返還の債務を当該各号に定める範囲内で免除できるものとする。 

(1) 死亡し、又は障害により貸付けを受けた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。以下同じ。）の全部または一部 

（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または一部 

（3）保育士修学資金貸付の借受人が従事先施設等において２年以上児童の保護等に従事したとき 

返還の債務の額の一部 

（4）保育補助者雇上費貸付の対象となった保育補助者が貸付けを受けた保育所において１年以上児童

の保護等に従事したとき  

返還の債務の額の一部 

（5）未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付の借受人が、宮崎県内等において１年以上児童

の保護等に従事したとき  

返還の債務の額の一部 

（6）就職準備金の借受人が、宮崎県内等において１年以上児童の保護等に従事したとき               

返還の債務の額の一部 

２ 前項第１号及び第２号に規定する返還の債務の裁量免除は、相続人又は連帯保証人へ請求を行って

もなお、返還が困難であるなど、真にやむを得ない場合に限り、個別に適用するものとする。 

３ 第１項第３号から第６号に規定する返還の債務の裁量免除は、その適用を機械的に行うことなく、

借受人の状況を十分把握の上、個別に適用する。この場合、貸付けを受けた期間以上所定の業務に従

事した者であっても、本人の責による事由により免職された者、特別な事情がなく恣意的に退職した

者等については、適用しないものとする。 

４ 裁量免除については、事業ごとに以下の算定方法を用いる。 

(1) 保育士修学資金貸付 

    裁量免除の額は、県内の従事先施設等において児童の保護等に従事した月数を、修学資金等の貸

付けを受けた月数の２分の５（中高年離職者等については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た額とする。 

 (2) 保育補助者雇上費貸付                           



    裁量免除の額は、県内の従事先施設等において児童の保護等に従事した月数を、保育補助者雇上

費の貸付けを受けた月数の３分の４に相当する月数(この月数が 24 に満たない場合は、24 とする)

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た額とする。 

(3) 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付及び就職準備金貸付 

   裁量免除の額は、県内の従事先施設等において児童の保護等に従事した月数を、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た額とする。 

（返還の債務の免除申請及び決定） 

第 15 条 第 13 条に規定する返還債務の当然免除又は第 14 条に規定する返還債務の裁量免除を受けよ

うとする者（以下「免除申請者」という。）は、返還の債務の免除申請書（様式第 23―１～４号）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、前項の規定により返還の債務の免除申請があったときは、その内容を審査するものとする。 

３ 会長は、返還の債務の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返還

債務免除決定通知書（様式第 24―１～４号）又は返還債務免除不承認決定通知書（様式第 25―１～

４号）によりその旨を免除申請者に通知するものとする。 

（返還） 

第 16 条 保育士修学資金貸付による借受人が、次の各号のいずれかに該当する場合（災害、疾病、負

傷その他やむを得ない事由がある場合を除く。）には、当該各号に規定する事由が生じた日の属する

月の翌月から起算して本条第３項の第１号に定める期間（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を合算した期間とする。）内に、貸付けを受けた金額を返還しなければな

らない。 

（1）貸付け契約が解除されたとき 

（2）当該養成施設を卒業した日から１年以内に保育士として登録せず、又は宮崎県の区域内の従事先

施設等において児童の保護等に従事しなかったとき 

（3）県内の従事先施設等において児童の保護等に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 保育補助者雇上費貸付、未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付及び就職準備金貸付につ

いて、次の各号のいずれかに該当する場合（災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由がある場合を

除く。）には、借受人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起算して本条第３

項第２号及び第３号に定める期間（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

期間を合算した期間とする。）内に、貸付けを受けた金額を返還しなければならない。 

（1）貸付契約が解除されたとき 

（2）借受人が県内の従事先施設等において児童の保護等に従事しなかった（保育補助者雇上費貸付の

場合は、貸付けを受けた保育所で保育補助者が児童の保護等に従事しなかったとき）とき 

（3）借受人が県内の従事先施設等において児童の保護等に従事する（保育補助者雇上費貸付の場合は、

貸付けを受けた保育所で保育補助者を従事させる）意思がなくなったとき 

（4）借受人が(保育補助者雇上費貸付については保育補助者)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 

３ 返還の期間は次の各号とする。 

（1）保育士修学資金貸付 

貸付けを受けた期間の２．５倍に相当する期間とする。 



（2）保育補助者雇上費貸付 

貸付けを受けた期間の２．５倍に相当する期間とする。ただし、経済状況等やむを得ない事由に

より当該期間での返還が困難であると会長が認めた場合は、貸付期間の４倍に相当する期間とする。 

（3）未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部資金貸付及び就職準備金貸付 

15か月間 

４ 返還方法は、半年賦又は月賦の均等払い方式とする。ただし、繰り上げ償還を行うことを妨げない。  

（返還の債務の履行猶予） 

第 17 条 会長は、本事業による借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、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貸付額に係る返還の債務の履行を猶予できるも

のとする。 

２ 保育士修学資金貸付 

（1）当然猶予   

修学資金の借受人が、修学資金の貸付け契約を解除された後も引き続き当該養成施設に在学して

いる期間は、修学資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。 

（2）裁量猶予   

修学資金の借受人が次の①②に該当する場合には、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の返還の債務の履行を猶予できるものとする。 

① 県内の従事先施設等において第 13 条第２項第１号に規定する児童の保護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 

３ 保育補助者雇上費貸付 

(1) 県内の従事先施設等において第 13条第３項第１号に規定する児童の保護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 

４ 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部資金貸付及び就職準備金貸付 

(1) 県内の従事先施設等において第 13条第４項第１号に規定する児童の保護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 

（返還猶予申請及び決定） 

第 18条 返還の債務の履行猶予を受けようとする者（以下「猶予申請者」という。）は、返還猶予申請

書（様式 36―１～４号）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、猶予申請者から前条第２項から第４項に規定する返還債務の返還猶予について申請があっ

たときは、その内容を審査するものとする。 

３ 会長は、返還の債務の履行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、

返還猶予決定通知書（様式 38―１～４号）又は返還猶予不承認決定通知書（様式第 39―１～４号）

によりその旨を猶予申請者に通知するものとする。 

（届出義務） 

第 19 条 保育士修学資金貸付の借受人は、次の各号に掲げる事情が生じた場合には、その旨を直ちに

会長に届出なければならない。 

（1）休学し、復学し、転学し、又は退学したとき（様式第 20号） 

（2）停学又は退学の処分を受けたとき（様式第 20号） 



（3）留年したとき（様式第 20号） 

（4）修学資金の借受けを辞退するとき（様式第 20号）  

(5) 猶予を受けている理由に変更が生じたとき（様式 36―１） 

(6) 休職、復職、停職、退職又は資金の借受けを辞退するとき（様式第 21―２） 

(7) 借受人及び法定代理人又は連帯保証人の氏名・住所・電話番号・勤務先に変更があったとき（様

式第40―１号） 

(8) 前号に該当する場合であって、借受人の勤務先の変更のみであるときは、この届出を省略できる。  

  (9) 県内の従事先施設等において児童の保護等に従事したとき（様式第29―１号） 

(10) 県内の従事先施設等を変更したとき（様式第41―１号）  

(11) 修学資金の貸付けを受けた者が養成施設を卒業し、保育士登録簿に登録を行ったとき（登録証

の写し）  

(12) 第16条第１項第２号から第４号の規定に該当したとき。ただし、借受人本人が死亡したときを除

く（様式第31―１号） 

(13) 当該養成施設を卒業した日から１か月を経過した時点で県内の従事先施設等において児童の保

護等に従事していないとき（様式第43号） 

２ 保育補助者雇上費貸付、未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付及び就職準備金貸付の借

受人は、次の各号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出なければならない。 

(1) 猶予を受けている理由に変更が生じたとき（様式 36―２～４号） 

(2) 休職、復職、停職、退職又は資金の借受けを辞退するとき（様式第 21―１、２） 

(3) 借受人又は連帯保証人の氏名・住所・電話番号・勤務先に変更があったとき（様式第40―２～４

号） 

(4) 前号に該当する場合であって、保育補助者雇上費貸付を除く借受人の勤務先の変更のみであると

きは、この届出を省略できる。  

(5) 県内の従事先施設等において児童の保護等に従事したとき（様式第29―２～４号）。 

(6) 従事先施設を変更したとき（様式第41―２～３号） 

(7) 第16条第２項第２号から第４号の規定に該当したとき。ただし、借受人本人が死亡したときを除

く（様式第31―２～４号） 

３  法定代理人又は連帯保証人は、借受人が死亡したときは、遅滞なく借受人死亡届出書（様式第22―

１～４号）にその事実を証明する書類（死亡診断書等の写し）を添えて届出るものとする。 

４ 会長は、借受人及び連帯保証人に対し前項に規定する届出書類のほか、貸付の目的を達成するため

に必要な書類等の提出及び報告を求めることができるものとする。 

（現況報告）  

第20条 保育士修学資金等貸付実施細則第17条の規定による返還債務の履行猶予を受けている者は、毎

年勤務状況について、会長が定める日までに借受人現況報告書（様式第42―１～４号）に次に掲げる

書類を添えて、会長に提出しなければならない。 

 （1） 保育士として児童の保護等に従事している場合にあっては、返還免除対象業務従事期間証明書

（様式第第30―１～３号） 

 （2） 前号以外の場合にあっては、その状況を証明する書類 

（勤務期間の計算） 

第 21 条 修学資金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（当該月の勤務日数の４分の３以上であること。それ以外は翌月からとする。

以下同じ。）から業務に従事しなくなった日の前日の属する月までの月数とする。 

（延滞利子） 

第22条 修学資金等の貸付けを受けた者が正当な理由がなく資金を返還しなければならない日までに

これ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５パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収するものとする。  

２ 当該延滞利子が、払い込みの請求及び督促を行うための経費等これを徴収するのに要する費用に満

たない少額なものと認められるときは、当該延滞利子を債権として調定しないことができる。  

 

附則 

この実施細則は、平成 28年 12月 16日から施行する。 

この実施細則は、平成29年１月30日から施行する。 

この実施細則は、平成29年３月31日から施行する。 

ただし、第３条第３項第１号、同条第４項第１号及び第４号の規定は、平成28年10月11日から適用

する。 

この実施細則は、平成30年４月１日から施行する。 

この実施細則は、平成30年９月13日から施行する。 

ただし、第３条第２項第３号③は、平成30年４月１日から適用する。 

この実施細則は、令和２年２月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 宮崎県社会福祉協議会保育士修学資金貸付等実施細則第 13条に定める従事先施設等 

（１） 保育士修学資金貸付 

宮崎県社会福祉協議会保育士修学資金貸付等実施細則第 13 条に定める「従事区及び従事

先施設等」とは、以下のとおりとする。 

１ 従事区域 

①宮崎県の区域  

②以下の施設等において業務に従事する場合は、全国の区域  

国立児童自立支援施設等  

※国立高度専門医療研究センター又は独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であっ

て法第 27条第２項の委託を受けた施設、肢体不自由児施設「整肢療護園」及び重症心身障害

児施設「むらさき愛育園」を含む。 

③東日本大震災等等における被災県（岩手県、宮城県、福島県及び熊本県に限る。） 

２ 従事先施設等 

 要綱第８の（１）の①に規定する「従事先施設」とは、次のアからコの施設等とする。 

ア 法第６条の２の２第２項に規定する「児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定

める施設」、同条第４項に規定する「児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定め

る施設」、第７条に規定する「児童福祉施設（保育所を含む）」、第 12条の４に規定する「児

童を一時保護する施設」及び同法第 18条の６に規定する「指定保育士養成施設」 

イ 学校教育法第１条に規定する「幼稚園」のうち次に掲げるもの 

・ 教育時間の終了後等に行う教育活動（預かり保育）を常時実施している施設 

・ ウに定める「認定こども園」への移行を予定している施設 

    ウ 認定こども園法第２条第６項に規定する「認定こども園」 

    エ 法第６条の３第９項から第 12 項までに規定する事業であって、第 34 条の 15 第１項の

規定により市町村が行うもの及び同条第２項の規定による認可を受けたもの 

    オ 法第６条の３第 13 項に規定する「病児保育事業」であって、第 34 条の 18 第１項の規

定による届出を行ったもの 

    カ 法第６条の３第２項に規定する「放課後児童健全育成事業」であって、第 34 条の８第

１項の規定によ り市町村が行うもの及び同条第２項の規定による届出を行ったもの 

    キ 法第６条の３第７項に規定する「一時預かり事業」であって、第 34条の 12第１項の規

定による届出を行ったもの 

    ク 子ども・子育て支援法第 30 条第１項第４号に規定する離島その他の地域において特例

保育を実施する施設 

    ケ 法第６条の３第９項から第 12項までに規定する業務又は第 39条第１項に規定する業務

を目的とする施設であって法第 34 条の 15 第２項、第 35 条第４項の認可又は認定こども

園法第 17 条第１項の認可を受けていないもの（認可外保育施設）のうち、次に掲げるも

の 

     ⅰ）法第 59条の２の規定により届出をした施設 

     ⅱ）ⅰ）に掲げるもののほか、宮崎県知事が事業の届出をするものと定めた施設であって、

当該届出をした施設 

     ⅲ）雇用保険法施行規則（昭和 50 年労働省令第３号）第 116 条に定める事業所内保育施



設設置・運営等支援助成金の助成を受けている施設 

     ⅳ）「看護職員確保対策事業等の実施について（平成 22年３月 24日医政発 0324第 21号）」

に定める病院内保育所運営事業の助成を受けている施設 

     ⅴ）国、宮崎県又は市町村が設置する法第６条の３第９項から 12 項までに規定する業務

又は法第 39条第１項に規定する業務を目的とする施設 

    コ 子ども・子育て支援法第 59条の２第１項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、

「平成 28年度企業主導型保育事業等の実施について」の別紙「平成 28年度企業主導型保

育事業費補助金実施要綱」の第２の１に定める企業主導型保育事業                  

 ３ 業務内容 

   児童の保護等に従事するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ及び書類提出先 

 

社会福祉法人 宮崎県社会福祉協議会 

福祉人材センター 福祉人材貸付相談室 

〒８８０－８５１５ 

宮崎県宮崎市原町２番２２号 

電話 ０９８５－６１－２４２４ 

FAX  ０９８５－２６－２８２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


