
   気仙沼市保育士等奨学金返済支援事業補助金交付要綱  

 

 

 （趣旨）  

第１条  気仙沼市は，保育及び幼児教育に従事する人材の確保を図るた

め，奨学金を利用して保育士資格又は幼稚園教諭免許を取得し，気仙

沼市内（以下「市内」という。）の保育施設等に就職した者に対し，

その奨学金の返済額の一部について，予算の範囲内において気仙沼市

保育士等奨学金返済支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交

付するものとし，その交付等に関しては気仙沼市補助金等交付規則（平

成 18 年気仙沼市規則第 37 号。以下「規則」という。）に定めるもの

のほか，この要綱の定めるところによる。  

 （定義）  

第２条  この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号

に定めるところによる。  

(１ ) 保育施設等  次に掲げる施設のうち市内に設置されているもの

をいう。  

ア  児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 39 条第１項に規定す

る保育所  

イ  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）第２条第６項に規定する認

定こども園  

ウ  子ども・子育て支援法第 30 条第１項第４号に規定する特例保育

を行う施設  

エ  児童福祉法第 40 条に規定する児童厚生施設  

オ  児童福祉法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業を行う

施設  

カ  児童福祉法第６条の３第 10 項に規定する小規模保育事業を行

う施設  

キ  児童福祉法第６条の３第 11 項に規定する居宅訪問型保育事業

を行う施設  

ク  児童福祉法第６条の３第 12 項に規定する事業所内保育事業を

行う施設  

ケ  アからクまでに掲げる施設のほか，県による認可外保育施設指

導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている児童福祉施設  



コ  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  

(２ ) 常勤  次に掲げる要件のいずれにも該当していることをいう。  

ア  労働基準法施行規則（昭和 22 年厚生省令第 23 号）第５条第１

項第１号の３の規定により明示された就業の場所が保育施設等で

あり，かつ，従事すべき業務が保育又は幼児教育であること。  

イ  次に掲げる要件の全てを満たす者であること。  

(ア )  保育施設等を設置する事業者との間で期間の定めのない労

働契約又は期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の

期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものを締結

している者であること。  

(イ )  (ア )に規定する事業者の設置する保育施設等において１日

６時間以上かつ月 20 日以上常態的に継続して勤務する者であ

ること。  

(３ ) 指定保育士養成施設等  児童福祉法第 18 条の６第１号に規定

する指定保育士養成施設又は教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文

部省令第 26 号）第 31 条第１項に規定する指定教員養成機関であっ

て幼稚園教諭を育成するものとして指定を受けたものをいう。  

(４ ) 奨学金  補助金の交付を受けようとする者が指定保育士養成施

設等の就学時又は在学期間中の学費に充てることを主な目的として，

本人の名義で借り受けた貸付金のうち次のいずれかに該当するもの

をいう。  

 ア  別表に定める貸付金  

 イ  ア以外の貸付金で，無利子又は低廉な利率で貸し付けされてお

り，市長がアに準ずると認めたもの  

（補助対象者）   

第３条  この要綱による補助金交付対象者（以下「補助対象者」という。）

は，次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならな

い。  

(１ ) 奨学金を利用して保育士資格又は幼稚園教諭免許状を取得して

いること。  

(２ ) 奨学金の返済を行った日の属する年度に，市内の保育施設等に

常勤の保育士又は幼稚園教諭として，採用された者であること。  

(３ ) 自ら奨学金を返済していること。  

(４ ) この要綱による補助を受けたことがないこと。ただし，補助金

の交付を受けようとする期間の属する年度の前年度以前に交付決定



を受けたものが前年度と同じ事業者に引き続き雇用されている場合

において，継続して当該年度分の申請を行うときは，この限りでは

ない。   

(５ ) 補助金の交付を受けようとする期間において，この要綱以外の

要綱その他の規程による奨学金の返済事業を対象とした類似の補助

制度の補助を受けていないこと。  

(６ ) 地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第３条第２項に規定す

る一般職でないこと。ただし，同法第 22 条第５項に規定する臨時的

任用職員については，この限りでない。  

（補助対象期間）  

第４条  この要綱による補助の対象となる期間（以下「補助対象期間」

という。）は，第６条に規定する申請を初めて行った日の属する年度

において，前条各号に掲げる要件のいずれにも該当した日から，３カ

年度目に当たる年度の末日又は奨学金の返済が終了した日のいずれか

早い日までとする。  

２  前項の規定にかかわらず，補助対象期間の中途において退職した場

合又は前条各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなった場合には，

当該退職した日又は該当しなくなった日を補助対象期間の終期とする。 

（補助対象経費及び補助金の額）  

第５条  この要綱による補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」

という。）は，第２条第４号に定める奨学金の返済額とする。ただし，

繰上返済等による返済額は，補助対象経費に含まないものとする。  

２  補助対象期間が１年に満たない場合は，就労月数に１の年度の返済

額を 12 で除して得た数を乗じて得た額を補助対象経費とする。ただし，

就労日数が１月に満たない月は就労月数に含まないものとする。  

３  補助金の額（以下「補助額」という。）は，補助対象経費の２分の

１に相当する額とし，その額に１円未満の端数が生じる場合は，当該

端数を切り捨てるものとする。ただし，補助額は，１の年度につき 10

万円を限度とする。  

（交付申請）  

第６条  規則第４条第１項の規定による交付申請書の様式は，保育士等

奨学金返済支援事業補助金交付申請書（様式第１号）によるものとし，

その提出期限は，市長が定める。  

２  前項に規定する交付申請書に添付しなければならない書類は，次の

とおりとする。  



(１ ) 雇用証明書（様式第２号）  

(２ ) 保育士証又は幼稚園教諭免許状の写し  

(３ ) 奨学金を貸与する機関（以下「貸与機関」という。）の発行す

る奨学金の貸与証明書その他奨学金の貸与を受けていることを証明

すると市長が認める書類  

(４ ) その他市長が必要と認める書類  

（交付決定）  

第７条  市長は，前条第１項の交付申請書を受理したときは，その内容

を審査し，速やかに交付又は不交付の決定をし，保育士等奨学金返済

事業補助金交付決定通知書（様式第３号）又は保育士等奨学金返済事

業補助金不交付決定通知書（様式第４号）により，当該申請者に通知

する。  

 （交付の条件）  

第８条  規則第６条の規定による付する条件は，次のとおりとする。  

(１ ) 第３条に規定する要件を満たし，補助対象者となったときに就

職している保育施設等に，補助対象者となった日から継続して３年

以上勤務すること。  

(２ ) 補助対象期間に，勤務の内容や条件に変更があった場合は，速

やかに市長に報告し，その指示を受けること。  

(３ ) 第 13 条又は規則第 18 条の規定に基づき，市長が補助金の交付

の決定の全部又は一部を取り消した場合において，当該取消しに係

る部分に関し，既に補助金が交付されているときは，補助金を返還

すること。  

(４ ) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める条件  

 （内容の変更）  

第９条  第７条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付

対象者」という。）は，第６条の規定による申請の内容を変更する申

請（以下「変更交付申請」という。）を行うときは，保育士等奨学金

返済支援事業補助金変更交付申請書（様式第５号）に当該変更に係る

資料を添えて，速やかに市長に提出しなければならない。  

２  市長は，前項の変更交付申請があったときは，その内容を審査し，

適当と認めるものについては，変更の決定をし，保育士等奨学金返済

支援事業補助金変更交付決定通知書（様式第６号）により，交付対象

者に通知するものとする。  

（実績報告）  



第 10 条  規則第 14 条の規定による実績報告書の様式は，保育士等奨学

金返済支援事業補助金実績報告書（様式第７号）によるものとし，補

助金の交付決定のあった日の属する年度の４月から３月までの期間に

ついて，市長が定める期日までに提出するものとする。  

２  前項に規定する実績報告書に添付しなければならない書類は，次の

とおりとする。  

(１ ) 貸与機関が発行する奨学金の返済証明書又は奨学金の返済を証

明するものであると市長が認める書類  

(２ ) その他市長が必要と認める書類  

 （交付額の確定）  

第 11 条  市長は，前条の実績報告書を受理したときは，その内容の審査

を行い，当該実績報告に係る期間における補助金の額を確定し，保育

士等奨学金返済支援事業補助金交付確定通知書（様式第８号）により，

速やかに交付対象者に通知するものとする。  

（補助金の請求及び交付）  

第 12 条  前条の規定により交付すべき補助金の額の通知を受けた者は，

市長が定める期日までに，保育士等奨学金返済支援事業補助金交付請

求書兼口座振替依頼書（様式第９号）に，保育施設等に在籍している

ことを証明する資料を添えて，市長に提出するものとする。  

 （決定の取消し）  

第 13 条  市長は，交付対象者が，補助金の交付決定のあった日の属する

年度中に保育施設等を退職したときは，補助金の交付の決定の全部又

は一部を取り消すことができる。ただし，健康上その他相当な理由が

あると市長が認めたときはこの限りではない。  

 （委任）  

第 14 条  この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が定める。 

   附  則  

 この要綱は，公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 



別表（第２条関係）  

名称等  

気仙沼市奨学金  

気仙沼育英会奨学金  

日本学生支援機構奨学金（第一種，第二種）  

交通遺児育英会奨学金  

あしなが育英会奨学金  

宮城県母子父子寡婦福祉資金貸付金（就学）  

宮城県社会福祉協議会生活福祉資金（教育支援費）  

宮城県保育士修学資金貸付金  

 


