看護学生・看護職員の修学・就業に関する市町村独自の支援制度（令和4年1月現在）
市町村

八幡平市

葛巻町

名称

対象者

その他要件

看護学校等に在学する人で、八幡平市内の医 八幡平市内で看護師として就業し
八幡平市看護師養成
療施設に看護師として就業しようとする意思のあ ようとするときに、制約を受ける他の
修学資金
る人。
資金を利用していない人。
学校教育法に基づく大学又は文部科学大臣の
指定した学校若しくは厚生労働大臣の指定した
看護職員等養成施設に現に在学している者で、
将来指定施設において看護職員等の業務に従
事しようとするもの。
看護職員等養成修学 1. 保健師、助産師及び看護師
資金
2. 薬剤師
3. 診療放射線技師
4. 臨床検査技師
5. 理学療法士及び作業療法士
6. 栄養士
7. 社会福祉士及び介護福祉士

募集要領に基づく

紫波町奨学金

遠野市

遠野市奨学資金

遠野市に住所を有する者の子弟で、高等学校
以上の学校に在学し、学資の支弁が困難と認め
られるもの。

金ヶ崎町

一関市

住田町

次の要件をすべて満たす者。
１．薬剤師、看護師又は臨床工学技士と し
西和賀町医療従事者 て、西和賀町内で医療業務に従事するた めに
養成修学資金
専門的知識と技術を習得しようとする 者。
２．薬剤師、看護師又は臨床工学技士の 養
成施設に在学、または入学予定の者。

住田町奨学資金

面接により選考を行います

町内に住所を有する者の子弟

釜石市

1. 保健師、助産師、看護師、準看護師、理学
療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工
釜石市医療・福祉等 士、精神保健福祉士などの医療・福祉等従事
従事者奨学資金貸付 者
書類審査により審査を行います
制度
2. 釜石市内の医療・福祉施設で就労を目指
す学生
＊（1）、（2）を満たす人

宮古市

次に掲げる者であって、看護師の免許を取得し、
宮古市立の診療所その他指定医療機関におい
て看護師の業務に従事することを希望するもの。
・本人又はその父母、祖父母、兄弟姉妹その他
生計を一にする親族が奨学資金の貸付けの申 奨学資金の貸付けは、宮古市医
宮古市医師等養成奨
請の際現に宮古市内に住所を有し、かつ、保健 師等養成奨学生選考委員会の
学資金
師助産師看護師法(昭和23年法律第203号) 審議により市長が決定する。
第21条第1号に規定する大学、同条第2号に
規定する学校又は同条第3号に規定する看護
師養成所(以下これらを「養成所等」という。)に
入学することを認められた者又は在学している者

奨学資金の貸付を受けようとする者又はその保
護者のいずれか一方が、岩泉町に住所を有し３
か月以上居住している者

岩泉町

岩泉町奨学資金

久慈市

将来、市内医療施設において看護師の業務に
従事しようとする者であって、次に該当する者。
1. 大学、看護学校に現在在学している学生
（入学予定者を含む）
2. 就業において制約を受ける同様の資金の貸
し付けを受けていない者。
看護師養成奨学資金
3. 市内に住所を有するもの（ただし就学のため
市外へ転居した学生においては保護者の住所が
市内にある者）。
4. 保証人2名を立てられること。
①保証人（父、母、親権者から1名）
②独立して生計を営む成年者1名

野田村

1. 奨学金を望む者又はその保護者が野田村に
住所を有する者
２. 野田村育英会が認める教育施設に入学す
る者又は在学している者
野田村育英会奨学金
３. 学業成績に優れ品行方正である者
４. 身体強健である者
５. 世帯の総所得額が育英会で定める収入基
準以下である者

普代村

看護・介護・保育職養成施設に入学することを
普代村看護・介護・保 認められた者又は現に在学している者で資格取
育職養成奨学資金貸 得後３年以内に普代村に住民登録し、普代村
付条例
に居住する者で、村内及び村外で看護・介護・
保育職の業務に従事しようとする者

一戸町

一戸町育英会

看護師：保護者が町内に居住していること

他との併用

返還免除制
度

2人

随時

月額８万円以内

卒業予定年月まで
の、正規の修学年
限を超えない期間

可

あり

看護学校等を卒業後１年以内に看護師免許を取得
健康福祉課
し、八幡平市内に居住のうえ、市内医療施設で看護師と
0195-74-2111
して５年間継続して従事した場合。

https://www.city.hachimantai.lg.j
p/soshiki/kenko/10565.html

貸付決定から卒業
する月までの間で
あって、正規の修学
年限を超えない期
間

可

あり

学校等を卒業した日から１年以内に看護職員等免許を
取得し、当該免許を取得した日から２年以内に指定施
設で看護職員等の業務に従事し、その従事した期間が、 健康福祉課
修学資金の貸付けを受けた期間に相当する期間に達し
たとき。

https://www.town.kuzumaki.iwat
e.jp

1. 高等学校 月額2万円(県
外3万円)
2. 高等専門学校 月額3万
円
卒業予定年月まで
3. 専修学校(専門) 月額3
３月上旬～下旬
の、正規の修学年
万円
限を超えない期間
4. 短期大 学月額3万円(県
外4万円)
5. 大学 月額3万円(県外4
万円)

可

なし

正規の就学期間

可

なし

死亡又は精神若しくは身体の機能に重度の障害を来し
教育委員会事務局学校教
て、労働能力を喪失し、または著しく制限を受け返還不
https://www.city.tono.iwate.jp
育課
能となったときは、未済額の全部又は一部の返還を免除
0198-62-4412
することができる。

卒業予定年月まで
の、正規の修学年
限を超えない期間

可

あり

一定の期間内に、修学資金の貸付けを受けた期間、西
和賀町内の医療機関又は介護施設で、薬剤師、看護
師又は臨床工学技士として医療業務に従事した場合、
返還が免除されます。

募集要領に基づく 募集要領に基づく

予算の範囲内

予算の範囲内

2月～3月

未定

未定

予算の範囲内

町税等を滞納していない者、
金ケ崎町介護人材確 平成３０年４月１日以降に町内介護サービス 奨学金を対象とした他の制度によ
保対策奨学金返還補 事業所に正職員として就業した保健師、看護
る補助金の交付を受けていない者
助金
師、准看護師
かつ受ける予定がない者等

医療介護従事者
修学資金

貸付期間

薬剤師以外：月額10万円
以内

大学生等40,000円/月
高校生15,000円/月

月額10万円

【入学一時金】
1. 助産師・保健師・看護師・
社会福祉士・・・
１００万円の範囲内
2. 介護福祉士・歯科衛生
士・准看護師・・・・７０万円
の範囲内

保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛
生士、社会福祉士又は介護福祉士（以下「医
奥州市医療介護従事
療介護従事者」という。）の資格を取得するた
者修学資金貸付事業
め、医療介護関係学校等において修学しようとす
る者

助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、介
護福祉士の資格を取得するために大学、学校、
養成所等に入学（在籍）する人で、一関市内
医療介護施設等の医療介護従事者として勤務
しようとする意思のある人

貸付月金額

入学金35万円以内で貸付

紫波町

奥州市

募集期間

薬剤師：月額20万円以内

1. 学業の成績が優秀で性行が
善良である者
紫波町在住者(就学のため町内から転出した者
2. 心身とも健在である者
を含む。)で、高等学校、高等専門学校、専修
3. 経済的な理由により就学が困
学校(専門課程)、短期大学、及び大学に進学
難であると認められる者(世帯の1
を希望する方
年間の収入が一定基準以下の
者）

西和賀町

募集人数

予算の範囲内

【令和４年度】
・助産師または
看護師
６人
・准看護師
５人
・歯科衛生士
３人
・介護福祉士
５人

若干名（予算の
範囲以内）

随時

決まっていない

【月額貸付金】
3. 助産師・保健師・看護師・
社会福祉士・・・７万円の範
囲内
4. 介護福祉士・歯科衛生
士・准看護師・・・・５万円の
範囲内

交付対象者が当該年度に返
還すべき金額の範囲内とし、
144,000円を限度。

・高等学校
月額20,000円
入学一時金50,000円以内
正規の修学期間
・大学、短大、専修学校等
月額45,000円
入学一時金300,000円以内

全ての職種で毎月5万円

可

あり

卒業予定年月まで
の、正規の修学年
限を超えない期間

健康福祉課
0197-85-3412

次の要件をすべて満たした場合は、返還が免除されます。
・卒業後２年以内に、必要な医療介護職員の免許・資
格を取得すること。
・免許・資格取得後１年以内に、奥州市内の医療介護
施設等に就職すること。
健康増進課
・奥州市内の医療介護施設等で免許・資格による業務 0197-24-2111
に次の期間従事すること。
（内線1259）
入学一時金のみ貸付の場合・・・・・・・３年間
月額貸付金のみ貸付の場合・・・貸付期間と同じ
入学一時金と月額貸付金の両方の場合・・５年間

保健福祉センター介護保
険係
0197-44-4560

詳細情報URL

奥州市ホームページ
https://www.city.oshu.iwate.jp/

https://www.city.ichinoseki.iwate
.jp

可

あり

次の要件をすべて満たした場合、最大5年間の返還を免
除します。
①返済計画が10年間であること
教育委員会
②町税等に滞納がないこと
0192-46-3863
③町内の医療機関等（住田町役場除く）に正職員とし
て採用され継続して就労していること
④看護師の資格を取得していること

https://www.town.sumita.iwate.j
p/docs/2016072200017/files/r03
syougakukinmenjyo.pdf

可

あり

地域福祉課 地域福祉係
貸付期間に相当する期間、釜石市内の施設で医療、福
0193-22-0177
祉などに従事した場合、返還が免除されます。

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs
/2018061800055/

http://www.city.miyako.iwate.jp/
kenko/isi_yousei_syogakusei_bos
yu.html

http://www.town.iwaizumi.lg.jp/
docs/2020101200015/

随時

1. 年度貸付金
養成所等に納付する授業
料、入学金等の金額に相当す
る額の範囲内で市長が認める 修了日の属する月
額
までの期間
2. 月額貸付金
月額10万円の範囲内におい
て市長が認める額

可

あり

宮古市立の診療所その他指定医療機関において、貸付
けを受けた奨学資金の種類に応じ、下記ア又はイに定め
る期間看護師の業務に従事したとき。
市健康課
ア 年度貸付金
地域保健医療係
当該貸付金の貸付けを受けた期間の1.5倍に相当する
0193-64-0111
期間
イ 月額貸付金
当該貸付金の貸付けを受けた期間に相当する期間

毎年11月

＊高等学校等（高校、高専
の１～３学年、専修学校の
高等課程）20,000円以内
卒業予定年月まで
＊大学等（大学、短大、大
の、正規の修学年
学院、高専の４～５学年、専
限を超えない期間
修学校の専門課程（修業年
限２年以上））60,000円
以内

可

あり

次のいずれかの要件を満たす場合返還が免除されます。
１ 町内に住所を有し、町内で就業している者又は就業 教育委員会事務局
しようとする者
0194-22-2111
２ 町外に就業している者であっても、町内に住所を有 （506）
し、町民税を納めている者

あり

次の各号のいずれかに該当するとき償還の債務の額の全
部又は一部を免除する。
１.看護学校等を卒業し、看護師免許を取得後、貸付
を受けた期間に相当する期間を超えて、市内医療施設に
保健推進課 管理予防係 ２月公開
看護師として在職したとき。
0194-61-3315
（予定）
2.市内医療施設に在職中に死亡し、又は職務に起因す
る心身の故障のため退職したとき。
3.前２号に掲げる場合のほか、奨学資金を償還し難い
特別の事情があると認められるとき。

全部（全ての条件を満たす者）又は一部（ア～ウの条
件を満たす者は２分の１）の返還を免除することができ
る。
ア 野田村に住所を有し、居住している者
イ 奨学生であった者及びその同一世帯の者が村税及び 教育委員会事務局総務班
http://www.vill.noda.iwate.jp
村の公共料金を滞納していない者
0194-78-2936
ウ 育英会で認める教育施設を卒業し、就業又は企業し
ている者
エ 野田村において、保育士、看護師、（准看護師）、
介護職員として勤務している者

（1）月額80,000円を上限 卒業予定年月まで
２月上旬~３月
とし、1万円単位で希望する
の、正規の修学年
中旬
額。
限を超えない期間
(予定)
（2）貸付利率は無利子

可

・専修学校（専門課程）２
万円
・大学（短大、大学院含む）
・看護師などを養成する学校の
学生３万円

奨学生に採用したと
きから、その者の在
学する学校（学
部）の最短就業年
限の終期まで

可

あり

予算の範囲内

通年

(１) 年度貸付金 看護・介
護職養成施設に納付する入
学金及び授業料の金額に相
当する額の範囲内で村長が定
める額
(２) 月額貸付金 月額６
万円の範囲内で村長が定める
額

卒業するまでの間に
おける正規の修学
年限を超えない期
間

可

あり

予算の範囲内

２月～３月

大学・各種学校
50,000円以内
（月額）

卒業予定年月まで
の、正規の修学年
限を超えない期間

可

あり

奨学生が普代村に住民登録し、普代村に居住のうえ、
普代村内施設に引き続き看護・介護・保育職の業務に
住民福祉課
従事した期間が５年、また、村外施設で引き続き看護・
0194-35-2113
介護・保育職の業務に従事した期間が10年に達したとき

一戸町に住所をおき、町内で就業していること

学校教育課
0195-33-2111

看護学生、看護職員
に特化した制度ではあ
りません。

・他の奨学金との併用
については、可。ただ
し、他団体等の同様
（返還免除）奨学
金は不可。

https://www.town.kanegasaki.iw
2023年度末で終了
ate.jp/articles/2018052200017/

あり

可

備考

https://www.town.nishiwaga.lg.j
p/

医療介護従事者として市内医療介護施設等で５年間
（入学一時金のみの貸付けを受けた人は３年間、月額
貸付金のみまたは入学一時金と月額貸付金の双方の貸
健康づくり課
付けを受けた人は５年間。）勤務した場合、全額免除
地域医療推進係
します。
0191-21-2160
ただし、学校等を卒業した日から２年以内に免許等を取
得し、免許等を取得した日から１年以内に市内医療介
護施設等に勤務した場合に限ります。

３月中旬迄

７名（予定）

担当課連絡先

紫波町教育委員会事務局
学務課
https://www.town.shiwa.iwate.jp
019-672-5219
/soshiki/5/1/seido/index.html

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年分
を限度

【月額貸付金】
・助産師・看護師 65,000円
以内
・准看護師 40,000円以内
・歯科衛生士 45,000円以
内
卒業予定年月まで
前年度の12月～ ・介護福祉士 55,000円以
の、正規の修学年
１月
内
限を超えない期間
【入学一時金】
（学校等に入学する年度の
み）
・助産師・看護師 600,000
円以内
・准看護師・歯科衛生士・介

4月

予算の範囲内

評定平均による成績要件および世
帯収入に関する要件

通年

予算の範囲内

予算の範囲内

特になし

１月

学校等の正規の修
学年限を超えない
期間

返還免除の要件等

https://www.vill.fudai.iwate.jp

https://en3-jg.d1law.com/ichinohe/d1w_reiki/H34
6902100011/H346902100011.ht
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看護学生・看護職員を含むその他の市町村独自の支援制度（令和4年1月現在）
市町村

盛岡市

名称

盛岡市介護職員奨学金返還支援補助金

その他要件

（対象となる方）
市内の介護事業所に勤務し，奨学金を返還している方のうち，次のすべての要件を満たす方です。
・介護事業所の運営法人と期間の定めのない又は1年以上の雇用契約を結んでいる方で，週30時間以上勤務している。
・補助を受ける年度の3月31日時点で雇用継続している。
・日本学生支援機構，交通遺児育英会，あしなが育英会などから，本人の名義で奨学金を借りている。（親名義で借りている教育ローンなどは対象外です）
・自ら奨学金を返還している。

担当課連絡先

詳細情報URL

介護保険課
019-626-7562

https://www.city.morioka.iwate.jp/kenkou/
kaigoiryo/kaigohoken/1025964.html

建設課
都市住宅係
0195-62-2111
（内線325）

http://www.town.iwate.iwate.jp

備考

（補助を受けられる額）
補助を受ける年度に，市内の介護事業所に勤務した期間中返還した分の奨学金のうち，返還月額の2分の1（上限月6,500円）を補助します。

岩手町

岩手町空き家活用型UIJターン推進事業補助金

（対象者）
・町外から移住するため、町内の空き家を購入する方
・町外から移住する方に賃貸するため、リフォーム、改修工事を行う町内の空き家の所有者
※ 対象者は、税金の滞納がなく、５年以上対象住宅へ居住する意思がある方
（対象事業）
・町内の空き家（土地を含む）の購入費用
・町内の空き家の改修費用
※町内業者が実施する改修工事で、年度内に着手、完了し、移住（転入）すること。
※50万円未満の工事、解体・除却のみの工事、外構工事、付随設備などは対象外。
助成金
対象事業費の２分の１（千円未満切り捨て、50万円を上限）

紫波町

紫波町U・Iターン移住支援金

岩手県と連携し、東京圏※1への過度な一極集中の是正と県内中小企業の人手不足解消を目的に、東京圏から紫波町に移住し就業または起業した人の経済的負担を軽減する「移住支
援金」を支給します。
※1 東京圏：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

花巻市ＵＩＪターン者就業奨励金

企画総務部企画課
総合政策室
019-672-6884

http://www.town.shiwa.iwate.jp/sos
hiki/4/2/3/6663.html

商工労政課
0198-41-3536

https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi
/ijyu_teijyu/syugyoshien/1000989.html

ＵＩＪターン者に対し、25万円を支給します。（同一者1回限り）
ただし、岩手県移住支援事業（いわて若者移住支援金）実施要領第３に定めるいわて若者移住支援金又は花巻市移住支援金を申請しようとする者又は受領した者の奨励金の額は、10
万円。
[定義]
◇ＵＩＪターン者
・県外に居住していた方で、市内に転入後に市内事業所※に新規で就職した者。
・1年以内に6ヶ月以上市内の事業所に継続して勤務している者。
・転入後は、市内に継続して居住する意思を有していること。
※・中小企業基本法に規定する中小企業者、同法に規定する中小企業者と同規模の医療法人、学校法人、社会福祉法人
［要件等］
・職業紹介を行う公的機関又は民間の職業紹介事業者の職業紹介によって、期間に定めのない雇用契約により市内事業所に6ヶ月以上継続して雇用され、かつ申請時に継続して雇用さ
れており、
今後も継続してする意思を有していること。
・雇用開始日現在の年齢が満50歳未満であること。
・中小企業基本法に規定する中小企業者、同法に規定する中小企業者と同規模の医療法人、学校法人、社会福祉法人に雇用されていること等（その他、奨励金の支給には要件があり
ます）
東京圏からの移住者のうち、下記の要件を満たすものに対し、世帯に100万円、単身者に60万円を支給します。※花巻市ＵＩＪターン者就業奨励金との併給可。
【移住元要件】要件①・②のいずれも満たす者
要件①（いずれかを満たすこと）
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京圏（条件不利地域を除く）に在住し、東京23区内に通勤
要件②（いずれかを満たすこと）
・住民票を移す直前に連続して1年以上東京23区内に在住
・住民票を移す直前に連続して1年以上東京圏（条件不利地域を除く）に在住し、東京23区内に通勤
※要件①・要件②ともに、東京圏（条件不利地域を除く）に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元に関する要件
とすることができる。

花巻市移住支援金

花巻市定住促進住宅取得等補助金
花巻市

【移住先要件】
以下の①・②のいずれかを満たす者
①就職要件：移住支援対象法人への就業
※対象法人：岩手県のマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に登録された法人
②関係人口要件：以下のいずれかに該当する者
・岩手県の「遠恋副業」の取組により、県内企業・団体と副業を実施したことがある者
・過去に花巻市インターンシップ促進助成金の交付を受け、かつ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて市内事業所に就業または就農した者。
ただし、就業においては、転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・花巻市空き家バンクの利用登録を行い、かつかつ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて市内事業所に就業または就農した者。
ただし、就業においては、転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・花巻市UIJターン者就業奨励金の交付を受けた者

○県外からの子育て世帯（中学生以下のお子様がいらっしゃる方）と市外からの就農希望者が、市内で住宅を取得する際の費用を助成します。
・県外から移住し、空き家バンク登録物件を取得又は賃借した方
・県外から移住した子育て世帯で住宅取得した方
・農業に従事する目的で県内から移住し住宅を取得又は空き家バンク登録物件を取得又は賃借した方
・住宅取得：1/2,最大220万円
・空き家バンク登録物件の賃借：1/2,最大120万円 ※市税に滞納がないこと

https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi
/ijyu_teijyu/1000985.html

花巻市子育て世帯住宅取得奨励金

○親等と同居・近居または生活サービス拠点の範囲内に住宅を取得した、子育て世帯（中学生以下のお子様がいらっしゃる方）に奨励金を交付します。
・30万円（都市機能誘導区域内50万円）※市税に滞納がないこと

花巻市結婚新生活支援補助金

○新婚世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用（家賃・引越費用等）の支援を行います。
・夫婦ともに39歳以下であること。
・夫婦の合計所得が400万円未満であること。
・上限30万円（夫婦ともに39歳以下）
→夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円 ※市税に滞納がないこと

https://www.city.hanamaki.iwate.jp/shisei/
chiiki/1008206/1014403.html

花巻市若者世代空き家取得奨励金

○花巻市空き家バンクに登録された空き家を取得し、居住した39歳以下の方に対し、奨励金を交付します。
・30万円（ただし、同一の建物に対して1回限り）※市税に滞納がないこと

https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi
/ijyu_teijyu/1015064.html

花巻市助産師等確保支援事業補助金

市内の産科医療機関に助産師又は看護師として就職し、３年以上継続して勤務する意思がある方に下記の補助金を交付します。
（ただし、花巻市、北上市、遠野市及び西和賀町内の産科医療機関で助産師又は看護師として産科診療に従事していた場合は、退職後3カ月以上経過していること。また、看護師は、産
科医療機関での看護経験が1年以上であること。）
①就職支援金
一人一回限り
・県外から転入した方、県内在住者で助産師資格取得後６カ月を経過していない方 100万円
・それ以外の方 30万円
②保育料支援金
第１子16,000円、第２子8,000円をそれぞれ上限に、月額保育料の1/2に相当する額
（補助期間は子が満３歳に到達した年度までとなります。)
③家賃支援金
家賃（月額40,000円上限）から住宅手当を控除し、補助率（１年目1/2、2年目1/3、３年目1/4）を乗じて得た額
（補助期間は最大36月間となります。）
④花巻市奨学金返済支援金
花巻市奨学金の返還額の1/2相当額（上限なし）
（補助期間は36月間となります。）
⑤奨学金返済支援金
花巻市が指定する花巻市奨学金以外の奨学金の返還額の1/2相当額（10,000円を上限）
（補助期間は36月間となります。）
なお、補助金の申請は年度ごとに行うことになりますが、初回の申請は、就職日から起算して２月以上１年以内に行っていただく必要があります。

健康づくり課
0198-23-3121
(内線303)

https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kenko_i
ryo_fukushi/chiikiiryo/1010280.html

花巻市助産師就職支援金貸付

助産師として市内の産科医療機関に就職するために岩手県内へ転入した者のうち、分娩等の産科診療に１年以上携わった経験があって、助産師として就職した市内の産科医療機関に３
年以上継続して勤務する意思がある方に就職支援金１００万円を貸し付けます。
（ただし、花巻市、北上市、遠野市及び西和賀町内の産科医療機関で助産師として産科診療に従事していた場合は、退職後3カ月以上経過していること。）
市内の同一の産科医療機関に３年間助産師業務を継続したときは、貸付金の返還を免除します。

健康づくり課
0198-23-3121
(内線303)

https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kenko_i
ryo_fukushi/chiikiiryo/1010280.html

遠野市奨学金返済支援事業費補助金

①市内事業所（公務員を除く）に就業した40歳未満の者に対し、奨学金の返済の一部を補助。
補助率1/2（上限12,000円/月）
補助期間 最大20年間（ただし、満40歳まで）
商工労働課
0198-62-2111

https://www.city.tono.iwate.jp/

遠野市若年者定着促進家賃補助金

①市内事業所（公務員を除く）に就業した45歳未満のＵＩターン者に対し、民間賃貸住宅の家賃の一部を補助。
補助率1/2（上限15,000円/月）
補助期間 最大３年間

奥州市医療介護従事者等奨学金返済支援補助事業

市内の医療介護施設に勤務する医療介護従事者へ奨学金返済の一部（一月当たり12,000円を限度とする。）を補助します。
1 対象者
次のいずれにも該当する方
（１） 返済義務のある奨学金を受けて修学し、２の対象資格を取得した方
（２） 市内の医療施設または介護施設に、資格に基づく業務において週30時間以上勤務している方
（３） 資格取得のために修学した学校等を卒業してから６年以内の方
（４） 奨学金返済に係る他の補助を受けていない方
（５） 奨学金の返済を滞納していない方
（６） 公務員でない方
２ 対象資格
栄養士、管理栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、救急救命士、精神保健福祉士、言語聴覚士、視
能訓練士

遠野市

奥州市

潜在看護師復職支援事業

市内の医療介護施設に就業を見込む者で受講に要する費用に対し、交通費１日当たり3,500円を補助します。
1 対象者
・奥州市内に住所を有するもの
・岩手県看護協会主催の潜在看護職員復職研修を受講するもの
・市税の滞納がないもの

金ケ崎町介護職員就職支援助成金

町内介護サービス事業所へ保健師、看護師、准看護師の正職員として就業した場合、就業時に支度金として１０万円を支給。
新卒者の場合及び他市町村からの転入者にはそれぞれ別途３万円の加算があり。

金ケ崎町介護支援専門員養成補助金

町内の介護サービス事業所が、その所属する職員に対し、介護支援専門員又は主任介護支援専門員の資格取得に必要な研修又は資格試験等を受講又は受験させるために必要な費用の
全部なたは一部を補助した場合に、経費に対し、予算の範囲内で半額補助。

金ケ崎町移住支援金

東京圏（埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。）から金ケ崎町へ移住し、就業又は起業した方に対し移住支援金を支給する。
世帯での移住の場合⇒100万円
単身での移住の場合⇒60万円
起業の場合は、最大100万円の移住支援金に加え、最大200万円の起業支援金の対象。
※対象となるための各種条件あり。

金ケ崎町若年者移住定住促進家賃補助金

事業所等に正社員として勤務している町外居住の若年者（35歳未満）が金ケ崎町内に転入した場合、民間賃貸住宅の賃借に要する費用の一部を最大３６か月補助する。
町内の事業所に勤務している場合⇒上限15,000円／月
町外の事業所に勤務している場合⇒上限7,500円／月
※対象となるための各種条件あり。

金ケ崎町定住促進住宅取得支援補助金

町内の民間賃貸住宅に居住している40歳未満の世帯が、新規で住宅を建設又は取得する場合の経費の一部を最大で10万円補助。
※対象となるための各種条件あり。

介護人材確保奨学金補助金

返還義務のある奨学金（市町村、日本学生支援機構、あしなが育英会等）の貸与を受けて指定養成校等で修学し、介護福祉士等の資格を取得した者が、市内の介護サービス事業所に
就職し定着した場合、奨学金の返還額を補助します。（最大５年、年額上限144,000円）
※対象職種：介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、救命救急士

介護職員就職奨励金交付事業

対象資格等を有する方で、市内の介護サービス事業所等に初めて就職し、対象資格に基づく業務または介護業務に従事し、１年以上その事業所に勤務しており、今後も継続して就業する意
思のある方に就職奨励金（最大40万円）を交付します。
※対象資格等：介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、救急救命士、介護職員初任者研修修了者、実務者研修
修了者

奨学金返還補助金

返還義務のある奨学金（一関市、日本学生支援機構、あしなが育英会、交通遺児育英会、他市町村等）の貸与を受けて学校、養成施設等で修学し、医療従事者等の資格を取得し、
市内の医療機関で資格に基づく業務に1日6時間以上かつ月20日以上従事する者に対し、奨学金の返還額を補助します。（最大５年、年額上限120,000円）
※対象職種（医療従事者）：看護師、准看護師、助産師、保健師又は歯科衛生士

金ヶ崎町

定住推進課
0198-41-3516

健康増進課
0197-24-2111
（内線1259）

https://www.city.oshu.iwate.jp/

保健福祉センター
介護保険係
0197-44-4560

https://www.town.kanegasaki.iwate.jp/artic
les/2018052200017/

都市建設課
0197-42-2111

https://www.town.kanegasaki.iwate.jp/docs
/2019090400018/

長寿社会課高齢福祉係
0191-21-8730
一関市

政策企画課政策推進係
0191-21-8641

市内の対象事業所に常用雇用者として雇用された新規学卒者、U・I・Jターン者で次の要件を満たす方に対し、６万円分の大船渡地域商品券を交付。
①雇用開始日の属する年度の４月１日現在の年齢が35歳未満であること。
②申請日において６か月以上雇用されており、１年を超えて引き続き就労する意思があること。
③風営法第２条に規定する事業を営む事業主に雇用されている者でないこと。
④市税の滞納がないこと。
⑤就職した日から１年６か月を経過していないこと。

商工課
0192-27-3111
（内線111）

https://www.city.ofunato.iwate.jp/soshiki/s
yoko/236.html

看護師確保対策奨学金返還補助金

令和8年3月31日までに町内の医療機関等（住田町役場含む）に正職員として採用され継続して勤務する意思のある看護師、保健師、助産師のいずれかの資格を有する方で奨学金を自
ら返還している方に対し、最大5年間その奨学金の返還額（年246,000円限度）を補助します。

保健福祉課
0192-46-3862

https://www.town.sumita.iwate.jp/docs/20
21053000012/

釜石市福祉人材確保型奨学金返還補助金

奨学金の貸与を受け修学後、釜石市内の事業所等において、釜石市が指定する下記資格に基づく業務に就労し、かつ現在奨学金を返還している方を対象に、奨学金返還額の一部に対し
て補助金を交付。
（対象資格；看護師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、幼稚園教諭）
〇交付金額：年間上限額12万円（返済額が12万円を下回る場合、交付金額は年度内に支払った奨学金返済額）
〇補助期間：3年間を上限

地域福祉課 地域福祉係
0193-22-0177

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/20
18061800055/

釜石市福祉人材確保型定住奨励金

市内に住宅を賃借して移住し、市内の医療・福祉関係の事業所に釜石市が指定する資格に基づき就業する方に対し、奨励金を交付。
※対象資格については、福祉人材確保型奨学金返還補助金と同じ
〇交付金額：48万円（1年間の交付金額）※一人当たり96万円が限度
〇補助期間：2～3年間

大船渡市 大船渡市新規学卒者等就職奨励金

住田町

http://www.city.ichinoseki.iwate.jp

釜石市

(助成金の額)
単年度における助成金の額は、交付の申請書を提出する日の属する年度の前年度において返還した奨学金等(繰上返還額を含む。ただし、利息を除く。)の額とする。ただし、25万円を上限と
する。
助成金の総額は、借受した奨学金等の総額(利息を除く。)に2分の1を乗じて得た額と120万円のいずれか少ない額(以下｢支援上限額｣という。)とする。ただし、既に奨学金を返還中で、返
還残高が支援上限額より少ない場合は、返還残高を支援上限額と見なす。
田野畑村

田野畑村奨学金返還支援助成金(有資格者人財確保
対策)

(支援期間)
助成金の支援を受けることができる期間は、助成総額が支援上限額に達するまでとする。ただし、6年間を上限とする。

総務課
0194-34-2111

https://www.vill.tanohata.iwate.jp/

(支援対象者)
次の各号の要件をすべて満たす者とする。
(1) 村に住民登録し、有資格者を求人した村内の事業所等に、平成28年10月1日以降に正規雇用された者
(2) 村内に就業した日の属する年度において、大学等に在学している期間に就学のために借受した奨学金等の返還予定又は返還中の者
(3) 村税等を滞納していない者
全部（全ての条件を満たす者、上限年間18万円）又は一部（ア～オの条件を満たす者は２分の１以内、上限年間９万円）の返還を免除する。

奨学金返還支援事業補助金

野田村

野田村定住促進事業費補助金

ア
イ
ウ
エ
オ
カ

平成30年４月1日以降に奨学金の返済を開始する者
野田村に住所を有し、居住している者
奨学生であった者及びその同居世帯の者が村税及び村の公共料金を滞納していない者
村長が認める教育施設を卒業し、就業又は企業している者
野田村育英会奨学金返還免除制度の適応を受けていない者
野田村において、保育士、看護師（准看護師）及び介護職員として勤務している者

住宅建築費及び購入費補助金：平成25年４月１日以降に定住した者で、定住後５年以内に、村内に要綱の別表ににあげる住宅を新築又は購入し、5年以上にわたり当該住宅の所在
地に在住する見込みである者（最大合計150万円）
賃貸住宅家賃補助金：平成31年４月１日以降に定住した者で、村内の賃貸住宅に居住した場合の家賃を36月分まで補助する（最大月２万円、家賃月額の３分の１の額）
空き家住宅改修費補助金：平成25年４月１日以降に本村の空き家情報バンクに賃貸を目的として登録した家屋を改修しようとするもので、５年以上にわたり賃貸住宅として使用する見込
みである者（上限50万円）

教育委員会事務局 総務班
0194-78-2936

http://www.vill.noda.iwate.ｊｐ

未来づくり推進課
0194-78-2963

http://www.vill.noda.iwate.ｊｐ

2023年度末で終了

