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返　　　　　還

東社協で書類受理後、審査し、
貸付の可否を決定します。
その間約３週間を要します。

貸付金は一括で交付します。 介護業務等従事中は返還の
猶予が可能です。

介護業務等に５年間従事した
場合、返還が免除されます。

実務者養成施設を退学した、所定期間を満たさずに介護業務等を辞めた等の場合には、全額返還となります。

介護・福祉の仕事に関心があるみなさん！資格取得のチャンスです！

介護福祉士実務者養成施設（以下、実務者養成施設という。）に在学する
方を対象に修学資金を貸付けし、介護福祉士の資格取得を応援します！
実務者養成施設卒業後、介護福祉士の資格を取得し、都内の指定施設
等で介護業務等に５年間従事した場合には、全額返還が免除されます！

介護福祉士等修学資金貸付制度
のご案内

介護福祉士等修学資金貸付制度
のご案内

社会福祉法人東京都社会福祉協議会介護福祉士実務者養成施設在学者向け

申込みから返還または返還免除までの流れ

実務者養成施設に在学し、次の❶～❻の要件をすべて満たしている方
❶ ア）都内在住、イ）都内の実務者養成施設１）に在学中、ウ）都内の介護事業所等にて勤務しているのいずれかを満たす方
❷ 申込日前日までに、介護福祉士国家試験の受験資格として認められる介護等の業務に３年以上従事した
❸ 学業が優秀である
❹ 経済的援助を必要としている（別途、基準あり）
❺ 他県が実施する介護福祉士等修学資金を借り受けていない
❻ 卒業後、都内の指定施設等２）で介護業務等３）に従事する意思がある

1） 文部科学大臣及び厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた実務者養成施設をいいます。
2） 裏面「よくあるお問合せ」をご参照ください。
3） 介護福祉士として行う介護業務、相談業務または施設長の業務をいいます。

貸 付 額　20万円以内
利　　子　無利子
貸付期間　実務者養成施設の正規の修学期間

実務者養成施設卒業後、介護福祉士資格を取得・登録のうえ、都内の指定施設等で介護業務等に５年間継続して従事すれば、返還が
免除されます。

返還免除の要件を満たさない場合、全額返還となります。決められた返還期間内に返還されない場合、延滞利子を徴収します。

申込時期　３月（交付４月）、４月（交付６月）、９月（交付 10 月）、12 月（交付翌年１月）
申込方法　入学予定または在学中の実務者養成施設を通じて東京都社会福祉協議会（以下、東社協という。）にお申込みください。
　　　　　お申込みには、実務者養成施設長の推薦が必要です。
連帯保証人　１名立ててください。（別途、要件あり）

詳細は、
「東京都福祉人材センター」
ホームページをご覧ください！

貸付対象

貸付内容

返還免除

返　　還

申 込 み



よく
あるお問合せ

＊平成28年1月現在の都内の実務者養成施設一覧です。平成28年2月以降に募集を開始する実務者養成施設や都外の実務者養成施設は含まれておりません。
　また、本制度の貸付対象外となる実務者養成施設についても除いています。
＊最新の都内の実務者養成施設一覧は東京都福祉保健局のホームページで確認することができます。（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/koza/youseishisetsutouichiran.html）

詳細は在学している実務者養成施設または東京都福祉人材センターまでお問合わせください。

社会福祉法人東京都社会福祉協議会　東京都福祉人材センター（受付時間  平日9時～17時）

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、デイサービスセ
ンター、訪問介護事業所、障害者支援施設、知的障害児・
肢体不自由児施設等があります。

指定施設とはどのような施設ですか。

生活福祉資金や母子福祉資金、職業訓練による実務者研修
コースなど、国庫補助により実施されている貸付事業と併
用することはできません。

他の奨学金等と併用することはできますか。

できません。国家資格を取得・登録のうえ指定施設等で介
護業務等に従事しなければ、返還免除とはなりません。

可能です。ただし、返還免除を受けるには、都内の指定施
設で介護業務等に従事する必要があります。
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A
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A
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国家資格を取得せずに特別養護老人ホームの介護職員となっ
た場合、返還免除を受けることはできますか。

神奈川県から都内の実務者養成施設に通いたいと思いますが、
東京都の介護福祉士等修学資金に申込むことは可能ですか。

TEL　03-5211-2860 ㈹　　HP　http://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/index.html
平成28年1月作成

都内介護福祉士実務者養成施設一覧（52校55課程）

（平成28年1月現在）

学校法人三幸学園
　東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト

介護福祉士実務者養成研修 通信 6月

東京介護学院
　東京都品川区北品川2-11-1ベイテラス北品川206

実務者研修課程 通信 6月

公益財団法人介護労働安定センター
　東京都荒川区荒川7-50-9 センターまちや5階

実務者研修課程 通信 6月

株式会社ケアサービスひかり
　東京都羽村市小作台1丁目3番9号 宇津木ビル201号

実務者養成研修 通信 6月

日本福祉教育専門学校
　東京都新宿区高田馬場2-16-3

介護福祉士実務者研修通信課程 通信 9月

メディプラ　けあの学校
　東京都港区港南2-14-14 インターシティフロント7階

― 通信 6月

株式会社藤仁館福祉教育研究所
　  東京都豊島区西池袋3-27-12 池袋ウェストパーク

ビル9階

介護福祉士実務者研修科（通信課程） 通信 6月

介護福祉士実務者研修科（通学課程） 昼間 6月

KOYAMA College
　東京都中央区銀座7丁目4-12 銀座メディカルビル9階

実務者養成講座 通信 6月

有限会社プログレ総合研究所
　東京都豊島区西池袋3-27-12 池袋ウェストパークビル9階

介護福祉士実務者研修科（通学課程） 昼間 6月

サンシャイン総合学園秋葉原校
　東京都千代田区神田佐久間町3丁目15番藤井ビル

実務者研修通信課程 通信 6月
実務者研修通学課程 昼間 6月

大原学園介護福祉士実務者養成施設
　東京都千代田区西神田1-2-10

通信課程 通信 6月

大原医療秘書福祉保育専門学校
　東京都千代田区神田神保町2-10-33

実務者養成夜間課程 夜間 6月

株式会社やさしい手
　東京都目黒区大橋2-24-3 中村ビル4階

実務者研修 通信 6月

三幸福祉カレッジ
　東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト7F

実務者養成研修 通信 6月

三幸福祉カレッジ新宿教室
　東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト

実務者養成研修 昼間 6月

三幸福祉カレッジ池袋教室
　東京都豊島区南池袋2-11-9 後藤ビル5F

実務者養成研修 昼間 6月

三幸福祉カレッジ錦糸町教室
　東京都墨田区江東橋4-16-1 鈴勘第3ビル4F

実務者養成研修 昼間 6月

三幸福祉カレッジ北千住教室
　東京都足立区千住1-23-2 カーニープレイス千住ビル6F

実務者養成研修 昼間 6月

三幸福祉カレッジ立川教室
　東京都立川市曙町2-23-3 立川三和ビル3F

実務者養成研修 昼間 6月

三幸福祉カレッジ八王子教室
　東京都八王子市横山町5-15 三井生命八王子ビル4F

実務者養成研修 昼間 6月

三幸福祉カレッジ町田教室
　東京都町田市森野1-33-11 町田森野ビル

実務者養成研修 昼間 6月

聖進学院
　東京都中央区日本橋富沢町8-10

実務者養成講座 通信 6月

福祉の教室ほっと倶楽部新宿駅前校
　東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急柏木ビル

― 昼間 6月

ハクビ
　東京都豊島区北大塚1丁目16番6号大塚ビル2階

実務者研修 通信 6月

日本総合福祉アカデミー
　東京都渋谷区道玄坂2-10-7新大宋ビル1号館7階

介護福祉士実務者養成コース 通信 6月

第一学院専門カレッジ
　東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館5F

介護福祉士実務者研修通信課程 通信 6月

株式会社ニチイ学館
　東京都千代田区神田駿河台2-9

介護福祉士実務者研修 通信 6月

介護の学校
　東京都町田市原町田4-7-12

介護福祉士実務者研修（通信） 通信 6月

株式会社ユーキャン
　東京都新宿区高田馬場4-2-38

実務者研修＋介護福祉士合格指導コース 通信 8月

さくらケア福祉カレッジ駒沢
　東京都世田谷区駒沢4-23-18 駒沢エイトビル7F

昼間通学コース 昼間 6月

通信コース 通信 6月

読売理工医療福祉専門学校
　東京都港区芝5丁目26番16号

ケアキャリア養成科ケアキャリアコース 昼間 12月

首都医校
　東京都新宿区西新宿一丁目7番3号

介護福祉士実務者研修科 夜間 8月
10月

エージェントケアカレッジ品川校
　東京都品川区北品川5-12-1 フラワー御殿山ハイツ2階

介護福祉士実務者研修通信課程 通信 6月

くるみ福祉カレッジ
　東京都豊島区南池袋2-10-1

介護職員実務者研修（通信課程） 通信 6月

株式会社ソラスト
　東京都港区港南1-7-18 DBC品川東急ビル

介護福祉士実務者研修（通信課程） 通信 6月

浴風会ケアスクール
　東京都杉並区高井戸西1-12-1

実務者研修（通信課程） 通信 6月

高齢者生協合連合会
　東京都豊島区東池袋1－44－3　ISPタマビル7階

実務者研修講座 通信 7月

ヒューマンライフケアカレッジ東京新宿校
　東京都新宿区歌舞伎町2-46-5KMビル2階

― 通信 6月

日本ケアカレッジ
　東京都墨田区両国1-12-8両国ミハマビル3F

介護福祉士実務者研修講座 通信 6月

東京豊島IT医療福祉専門学校
　東京都豊島区南池袋2-8-9

介護福祉士実務者研修（通信課程） 通信 6月

未来ケアスタッフ養成スクール
　  東京都港区愛宕2丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズ

MORIタワー33階
介護職員実務者研修（通信課程） 通信 6月

医療法人財団暁あきる台病院介護学院
　東京都あきる野市秋川6-5-1

介護職員実務者研修課程（通信） 通信 6月

介護教室ケアマイスター
　東京都新宿区東五軒町6-21トーハン別館

実務者研修講座 通信 6月

クリエ福祉アカデミー
　東京都調布市小島町1-35-8 スリジェビル4階

実務者研修講座 通信 6月

SUN荒川ふくし塾
　東京都荒川区荒川5-1-13山路ビル2階

介護福祉士実務者養成研修（通信課程） 通信 6月

東京YMCA医療福祉専門学校
　東京都国立市富士見台2-35-11

介護実務者研修科 通信 6月

長谷川アカデミー
　東京都豊島区東池袋3-1-1　サンシャイン60-57F

介護福祉士実務者研修講座 通信 6月

アルファ医療福祉専門学校
　東京都町田市森野2-15-13

実務者研修課程（通信科） 通信 6月

大起
　東京都荒川区町屋5-10-9

介護福祉士実務者研修講座 （通信課程） 通信 6月

GAライフケア新宿駅前校
　東京都渋谷区代々木2-4-9

実務者研修コース（通信） 通信 6月

ベネッセ
　東京都新宿区西新宿2-3-1

介護福祉士実務者研修   通信課程 通信 6月

セントカレッジ
　東京都中央区日本橋1-7-9

介護福祉士実務者養成研修 通信 6月


