　　　郡上市介護職員奨学金返済支援補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この告示は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）に規定する介護サービス事業所（以下「事業所」という。）で介護に従事する人材の確保及び就職した事業所への定着を図るため、修学するに当たり借り入れた奨学金を返済する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、郡上市補助金等交付規則（平成１６年３月１日規則第３９号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（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）　事業所　法に基づき本市で営業する介護サービス事業所
（２）　介護職員　事業所で入浴、排泄、食事などの高齢者の生活全般を援助する者、又は介護サービスを受けるための計画を立て調整する者
（３）　常勤　次のいずれの要件も満たす者
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項の規定により明示された労働条件のうち、同項第１号の３に規定する就業の場所が市内の事業所
イ　正規従業員として雇用期間の定めのない雇用であって、当該事業所における勤務時間が、法で定められた当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（週３２時間を下回る場合は週３２時間を基本とする。）に達していること。
（４）　奨学金　介護職員が学校在学期間中の学費に充てることを主な目的として、勤務条件等による返済免除制度の無い介護職員本人の名義で借り受け、本人自らが奨学金を返済している資金のうち別表に定めるもの
（５）　住民登録　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第５条に規定する本市の住民基本台帳に記録され、現に居住していること（外国人住民にあっては、永住者の在留資格又は特別永住者の資格をもって記録され、現に居住している場合に限る）。
（６）　市税等　市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税をいう。
（対象者）
第３条　この要綱による補助金の交付の対象者（以下「対象者」という。）は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。
（１）　市内の事業所に就職し、常勤の介護職員として直接雇用され、５年以上継続して勤務する意思のある者
（２）　雇用された日が申請日から起算して満１年を経過しない者。ただし、２回目以降の申請にあっては、採用日から起算して１年を超えて継続して勤務する者
（３）　申請日に住民登録があり、当該年度の３月１日現在引き続き住民登録している者
（４）　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する大学（短期大学を含む）、専修学校、高等学校を卒業し、奨学金の貸与を受けた者
（５）　本制度による補助金の交付を受けたことがない者
ただし、前年度以前に交付決定を受けた者が、前年度と同じ事業所に引き続き雇用されている場合で、継続して当該年度分の申請を行うときを除く
（６）　補助金の交付を受けようとする期間において、本制度以外の制度等によって類似の補助制度を受けていない者
（７）　対象者に市税等の未納がない者
（補助金の額）
第４条　補助金の交付対象経費は、奨学金の返済費用のうち、当該年度中に対象者本人が返済した額とする。
２　補助金の額は、前項に規定する本人が返済した額と２０万円と比較して少ない方の額とする。ただし、千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額とする。
（補助金の交付対象期間）
第５条　補助金の交付対象期間は、交付申請日の属する年度において、第３条の規定を満たした月から、当該年度末までとする。
２　前項に規定する補助金の交付に係る申請、交付決定、請求等の手続きは年度ごとに行うものとし、連続する５年間を限度とする。
（申請及び交付決定）
第６条　補助金の支給を受けようとする対象者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる書類を市長に申請しなければならない。
（１）　郡上市介護職員奨学金返済支援補助金交付申請書(様式第１号)
（２）　第３条第１号、第２号に該当することを証明する雇用証明書(様式第２号)
（３）　補助金の交付を受けるための宣誓書兼同意書(様式第３号)
（４）　その他市長が必要と認める資料
２　市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の確認により第３条各号に掲げる要件について審査し、補助金の支給の可否及び交付すべき補助金の額を決定し、郡上市介護職員奨学金返済支援補助金交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。
（変更交付申請等）
第７条　前条第２項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「決定者」という。）は、交付申請の内容を変更する場合は、郡上市介護職員奨学金返済支援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等添付し、速やかに市長に申請しなければならない。
２　市長は、前項の規定による変更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、郡上市介護職員奨学金返済支援補助金変更交付決定通知書（様式第６号）により、決定者に変更の決定を通知するものとする。
（請求及び支払）
第８条　第６条第２項及び前条第２項の規定により補助金の額が決定し、勤務実績及び返済額が確定したときは、決定者は当該年度の３月末までに、次に掲げる書類を市長に提出し、当該確定に係る補助金を請求するものとする。
（１）　郡上市介護職員奨学金返済支援補助金実績報告書（様式第７号
　　　）
（２）　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資料
（３）　郡上市介護職員奨学金返済支援補助金交付請求書（様式第８号
　　　）
２　市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
３　年度の途中で第３条の規定を満たさなくなった場合は、補助金を支給しない。ただし、事業所の都合によって第３条の規定を満たさなくなった場合は、第３条の規定を満たした月までを支給対象とする。
（届出の義務）
第９条　交付決定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、郡上市介護職員奨学金返済支援補助金退職等届出書（様式第９号）により、直ちに市長に届け出なければならない。
（１）　当該申請年度中に介護施設等を退職したとき
（２）　１か月以上の療養休暇等の長期休暇を取得したとき
（３）　就業場所又は従事する業務に変更が生じた場合
（決定の取消し等）
第１０条　市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び補助金の全部又は一部を返還させることができる。
（１）　虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けた場合
（２）　前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めた場合
（３）　補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に反した場合
２　市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したとき及び返還を命ずるときは、郡上市介護職員奨学金返済支援補助金交付決定取消及び返還命令書（様式第１０号）により通知し、返還を命ずるときには期限を定めて交付した補助金を返還させるものとする。

附　則
この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

別表（第２条関係）
日本学生支援機構奨学金（第１種・第２種）
清流の国ぎふ大学生等奨学金
郡上市青少年育英奨学資金
社会福祉協議会が実施する教育支援金・生活福祉資金
母子父子寡婦福祉資金貸付金
交通遺児育英会奨学金
あしなが育英会奨学金
その他市長が認める奨学金



様式第１号（第６条関係）
年　　月　　日
郡上市長　様
住　所　　　　　　　　　　　
申請者　氏　名　　　　　　　　　　　
連絡先　　　　　　　　　　　

郡上市介護職員奨学金返済支援補助金交付申請書

郡上市介護職員奨学金返済支援補助金交付要綱第６条の規定に基づき、次のとおり申請します。
記

１　交付申請額　　　　　　　　　　円（千円未満切捨て）
（年間返済金額と２０万円を比較して少ない方の額）
２　返済計画書
返済月
返済予定金額
返済月
返済予定金額
４月
　　　　　　　　　円
１０月
　　　　　　　　　円
５月
　　　　　　　　　円
１１月
　　　　　　　　　円
６月
　　　　　　　　　円
１２月
　　　　　　　　　円
７月
　　　　　　　　　円
１月
　　　　　　　　　円
８月
　　　　　　　　　円
２月
　　　　　　　　　円
９月
　　　　　　　　　円
３月
　　　　　　　　　円
年間返済予定額の合計
　　　　　　　　　円
３　添付書類
（１）第３条第１号に該当することを証明する雇用証明書（様式第２号）
（２）貸与機関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資料
（３）補助金に係る同意書（様式第３号）
（４）その他市長が必要と認める資料


様式第２号（第６条関係）

雇用証明書
年　　月　　日
郡上市長　様

法　人　名　　　　　　　　　　　　　　　
法人所在地　　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　
連　絡　先　　　　　　　　　　　　　　　

次の者は、当法人に在職し、介護職員として勤務していることを証明します。

氏　　　名

生年月日
年　　月　　日
住　　　所
郡上市
就業先
名称

住所
従事する業務

採用年月日
年　　月　　日
雇用形態
勤務日数　　　　　　日／月
勤務時間　　　　　時間／週
雇用期間の定め　　有り ／ 無し
備　　　考




様式第３号（第６条関係）


宣誓書兼同意書

郡上市長　様

私は、郡上市介護職員奨学金返済支援補助金交付要綱に係る補助金交付申請にあたって、次の事項について宣誓及び同意します。

記

宣誓事項
私は今後５年以上継続して介護職員として勤務する意思のあることを宣誓します。

同意事項
①私の住民記録の登録について、郡上市が確認すること。
②市税等の納付状況について、郡上市が確認すること。
③私の当該制度の利用について、郡上市が介護サービス事業所等関係機関に照会すること。


年　　月　　日　　　　　

住所　郡上市　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　



様式第４号（第６条関係）
指令第　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

郡上市長　　　　　　　　　　


郡上市介護職員奨学金返済支援補助金交付決定通知書

年　　月　　日付けで申請があった郡上市介護職員奨学金返済支援補助金の交付について、次のとおり決定します。

記

１　交付決定額　　金　　　　　　　　円

　　２　そ　の　他
次の事項に該当した場合は、届け出を行ってください。
①　交付申請の内容に変更があった場合
②　当該申請年度中に介護施設等を退職したとき
③　１か月以上の療養休暇等の長期休暇を取得したとき



様式第５号（第７条関係）
年　　月　　日
郡上市長　様

住　所　　　　　　　　　　
申請者　氏　名　　　　　　　　　　
連絡先　　　　　　　　　　


郡上市介護職員奨学金返済支援補助金変更交付申請書

郡上市介護職員奨学金返済支援補助金交付要綱第７条の規定に基づき、次のとおり変更申請します。

記

変更内容
変更前

変更後


添付書類
（１）変更内容に関する資料等
（２）その他市長が必要と認める資料



様式第６号（第７条関係）
指令第　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

郡上市長　　　　　　　　　　


郡上市介護職員奨学金返済支援補助金変更交付決定通知書

年　　月　　日付けで申請があった郡上市介護職員奨学金返済支援補助金の変更交付について、次のとおり決定します。

記

交付決定額　　金　　　　　　　　円



様式第７号（第８条関係）
年　　月　　日
郡上市長　様
住　所　　　　　　　　　　　
申請者　氏　名　　　　　　　　　　　
連絡先　　　　　　　　　　　

郡上市介護職員奨学金返済支援補助金実績報告書

郡上市介護職員奨学金返済支援補助金交付要綱第８条の規定に基づき、次のとおり実績報告します。
記
１　返済額
返済月
返済金額
返済月
返済金額
４月
　　　　　　　　　円
１０月
　　　　　　　　　円
５月
　　　　　　　　　円
１１月
　　　　　　　　　円
６月
　　　　　　　　　円
１２月
　　　　　　　　　円
７月
　　　　　　　　　円
１月
　　　　　　　　　円
８月
　　　　　　　　　円
２月
　　　　　　　　　円
９月
　　　　　　　　　円
３月
　　　　　　　　　円
年間返済額の合計
　　　　　　　　　円
２　勤務状況について（当該年度３月１現在）
就業先
名称

住所
従事する業務

３　添付書類
（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資料
（２）その他市長が必要と認める資料


様式第８号（第８条関係）
年　　月　　日
郡上市長


郡上市介護職員奨学金返済支援補助金交付請求書

申請者　住所　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　印　

年　　月　　日付け指令第　　　号で決定を受けた補助金について、郡上市介護職員奨学金返済支援補助金交付要綱第８条の規定により請求します。

記

請求金額　金　　　　　　　　　円

振込先
フリガナ


口座名義


振込先金融機関
銀行
金庫
農協
本　店
支　店
出張所

預金種別
普通・当座・その他（　　　　　　　　）

口座番号




様式第９号（第１０条関係）
年　　月　　日
郡上市長　様
住　所　　　　　　　　　　
申請者　氏　名　　　　　　　　　　
連絡先　　　　　　　　　　

郡上市介護職員奨学金返済支援補助金退職等届出書

郡上市介護職員奨学金返済支援補助金交付要綱第９条の規定に基づき、次のとおり届出します。

届出内容
〇印
理　由
期日等
理由等

退職
退職日
年　　月　　日


１か月以上の長期休暇
休暇開始
年　　月　　日
休暇終了（予定）
年　　月　　日


就業先又は従事する業務の変更
異動日
年　　月　　日
名称

業務

※該当するものに○をつけてください。
・退職した場合には、補助金は支給されません。
・１月以上の長期休暇を取得した場合には、理由によって補助金が支給されないことがあります。
・勤務先が変更となった場合、補助金は支給されません。


様式第１０号（第１１条関係）
第　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　様
郡上市長　　　　　　　　印


郡上市介護職員奨学金返済支援補助金交付決定取消及び返還命令書

年　　月　　日付け指令第　　　号により通知した郡上市介護職員奨学金返済支援補助金交付決定の全部（一部）を取り消し、次のとおり返還を命ずる。

交付決定額
　　　　　　　　　　　　　円
取り消し額
返還金額
　　　　　　　　　　　　　円
返還期限
年　　　月　　　日
取り消しを命ずる理由
返還を命ずる理由



