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○高知県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則

平成５年４月１日規則第39号

改正

平成６年11月４日規則第72号

平成９年７月８日規則第93号

平成11年１月22日規則第１号

平成11年３月30日規則第28号

平成12年３月28日規則第54号

平成12年７月14日規則第176号

平成12年７月14日規則第181号の２

平成12年９月29日規則第195号

平成13年３月21日規則第13号

平成17年３月25日規則第38号

平成17年10月14日規則第135号

平成18年３月31日規則第46号

平成18年12月12日規則第128号

平成19年８月17日規則第88号

平成21年２月13日規則第３号

平成21年９月29日規則第76号

平成23年12月16日規則第70号

平成24年３月30日規則第28号

平成25年４月１日規則第20号

平成26年３月25日規則第14号

平成26年８月12日規則第86号

平成27年４月１日規則第36号

平成28年４月19日規則第27号

平成29年３月28日規則第18号

平成30年３月20日規則第15号

高知県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則をここに公布する。

高知県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則
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（趣旨）

第１条 この規則は、高知県介護福祉士等修学資金貸与条例（平成５年高知県条例第２号。以下「条

例」という。）第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（施設等）

第２条 条例第２条第２号の規則で定める施設及び事業は、次に掲げるとおりとする。

(１) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支援事業

のうち同条第４項に規定する放課後等デイサービスを行う事業所、同法第42条に規定する障害

児入所施設及び同法第43条に規定する児童発達支援センター

(２) 身体障害者更生施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成17年法律第123号。以下この条において「障害者総合支援法」という。）附則第41条第１項の

規定に基づきなお従前の例により運営をすることができることとされる障害者総合支援法附則

第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号。以下この号において「旧

身障法」という。）第29条に規定する身体障害者更生施設をいう。）、身体障害者療護施設（障

害者総合支援法附則第41条第１項の規定に基づきなお従前の例により運営をすることができる

こととされる旧身障法第30条に規定する身体障害者療護施設をいう。）及び身体障害者授産施

設（障害者総合支援法附則第41条第１項の規定に基づきなお従前の例により運営をすることが

できることとされる旧身障法第31条に規定する身体障害者授産施設をいう。）

(３) 精神障害者生活訓練施設（障害者総合支援法附則第48条の規定に基づきなお従前の例によ

り運営をすることができることとされる障害者総合支援法附則第46条の規定による改正前の精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。以下この号において「旧精神

法」という。）第50条の２第２項に規定する精神障害者生活訓練施設をいう。）、精神障害者

授産施設（障害者総合支援法附則第48条の規定に基づきなお従前の例により運営をすることが

できることとされる旧精神法第50条の２第３項に規定する精神障害者授産施設をいう。）及び

精神障害者福祉工場（障害者総合支援法附則第48条の規定に基づきなお従前の例により運営を

することができることとされる旧精神法第50条の２第５項に規定する精神障害者福祉工場をい

う。）

(４) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第38条第２項に規定する救護施設及び同条第３項に規

定する更生施設

(５) 知的障害者更生施設（障害者総合支援法附則第58条第１項の規定に基づきなお従前の例に

より運営をすることができることとされる障害者総合支援法附則第52条の規定による改正前の
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知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号。以下この号において「旧知障法」という。）第21条

の６に規定する知的障害者更生施設をいう。）、知的障害者授産施設（障害者総合支援法附則

第58条第１項の規定に基づきなお従前の例により運営をすることができることとされる旧知障

法第21条の７に規定する知的障害者授産施設をいう。）及び知的障害者通勤寮（障害者総合支

援法附則第58条第１項の規定に基づきなお従前の例により運営をすることができることとされ

る旧知障法第21条の８に規定する知的障害者通勤寮をいう。）

(６) 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の２の２に規定する老人デイサービスセンター、

同法第20条の３に規定する老人短期入所施設、同法第20条の４に規定する養護老人ホーム、同

法第20条の５に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の６に規定する軽費老人ホーム及び

同法第29条第１項に規定する有料老人ホーム

(７) 介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス（以下この

項において「指定居宅サービス」という。）に該当する同法第８条第２項に規定する訪問介護

(８) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律（平成26年法律第83号）附則第11条又は第14条第２項の規定によりなおその効力を有するも

のとされた同法第５条の規定による改正前の介護保険法（以下この項において「旧介護保険法」

という。）第53条第１項に規定する指定介護予防サービス（第11号において「旧指定介護予防

サービス」という。）に該当する旧介護保険法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護

(９) 指定居宅サービスに該当する介護保険法第８条第３項に規定する訪問入浴介護及び同法第

53条第１項に規定する指定介護予防サービス（以下この項において「指定介護予防サービス」

という。）に該当する同法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問入浴介護

(10) 指定居宅サービスに該当する介護保険法第８条第７項に規定する通所介護又は指定居宅サ

ービスに該当する同法第８条第９項に規定する短期入所生活介護若しくは指定介護予防サービ

スに該当する同法第８条の２第７項に規定する介護予防短期入所生活介護を行う施設（老人福

祉法第20条の２の２に規定する老人デイサービスセンター及び同法第20条の３に規定する老人

短期入所施設を除く。）

(11) 旧指定介護予防サービスに該当する旧介護保険法第８条の２第７項に規定する介護予防通

所介護を行う施設（老人福祉法第20条の２の２に規定する老人デイサービスセンターを除く。）

(12) 指定居宅サービスに該当する介護保険法第８条第８項に規定する通所リハビリテーション

若しくは指定介護予防サービスに該当する同法第８条の２第６項に規定する介護予防通所リハ

ビリテーション又は指定居宅サービスに該当する同法第８条第10項に規定する短期入所療養介
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護若しくは指定介護予防サービスに該当する同法第８条の２第８項に規定する介護予防短期入

所療養介護を行う施設

(13) 介護保険法第42条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス（以下この項において「指

定地域密着型サービス」という。）に該当する同法第８条第16項に規定する夜間対応型訪問介

護

(14) 指定居宅サービスに該当する介護保険法第８条第11項に規定する特定施設入居者生活介護、

指定地域密着型サービスに該当する同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護

又は指定介護予防サービスに該当する同法第８条の２第９項に規定する介護予防特定施設入居

者生活介護を行う高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第５条第１項

に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅

(15) 指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第８条第17項に規定する地域密着型通所介

護

(16) 指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第８条第18項に規定する認知症対応型通所

介護又は同法第54条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービス（以下この項にお

いて「指定地域密着型介護予防サービス」という。）に該当する同法第８条の２第13項に規定

する介護予防認知症対応型通所介護を行う施設（老人福祉法第20条の２の２に規定する老人デ

イサービスセンターを除く。）

(17) 指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第８条第19項に規定する小規模多機能型居

宅介護及び指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第８条の２第14項に規定する介護

予防小規模多機能型居宅介護

(18) 指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第８条第20項に規定する認知症対応型共同

生活介護及び指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第８条の２第15項に規定する介

護予防認知症対応型共同生活介護

(19) 介護保険法第８条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療

院

(20) 医療法（昭和23年法律第205号）第７条第２項第１号に規定する精神病床、同項第４号に規

定する療養病床又は同項第５号に規定する一般病床により構成される病棟及び診療所

(21) 障害者総合支援法第５条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活

動支援センター、同条第28項に規定する福祉ホーム及び同条第１項に規定する障害福祉サービ

ス事業のうち同条第２項に規定する居宅介護、同条第３項に規定する重度訪問介護、同条第５
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項に規定する行動援護、同条第６項に規定する療養介護、同条第７項に規定する生活介護、同

条第８項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移

行支援、同条第14項に規定する就労継続支援又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う施

設

(22) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして知事が認める施設及び事業

２ 条例第２条第３号の規則で定める施設は、次に掲げるとおりとする。

(１) 児童福祉法第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支援事業のうち同条第４項に規定

する放課後等デイサービスを行う事業所、同法第12条第１項の児童相談所、同法第38条に規定

する母子生活支援施設、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第42条に規定する障害児入

所施設、同法第43条に規定する児童発達支援センター、同法第43条の２に規定する児童心理治

療施設、同法第44条に規定する児童自立支援施設及び同法第44条の２第１項に規定する児童家

庭支援センター

(２) 医療法第１条の５第１項に規定する病院及び同条第２項に規定する診療所

(３) 身体障害者福祉法第９条第７項に規定する身体障害者更生相談所及び同法第31条に規定す

る身体障害者福祉センター

(４) 生活保護法第38条第２項に規定する救護施設及び同条第３項に規定する更生施設

(５) 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第14条第１項の福祉に関する事務所

(６) 売春防止法（昭和31年法律第118号）第34条第１項の婦人相談所及び同法第36条に規定する

婦人保護施設

(７) 知的障害者福祉法第９条第６項に規定する知的障害者更生相談所

(８) 老人福祉法第20条の２の２に規定する老人デイサービスセンター、同法第20条の３に規定

する老人短期入所施設、同法第20条の４に規定する養護老人ホーム、同法第20条の５に規定す

る特別養護老人ホーム、同法第20条の６に規定する軽費老人ホーム、同法第20条の７に規定す

る老人福祉センター及び同法第20条の７の２に規定する老人介護支援センター

(９) 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第39条第２項に規定する母子・父

子福祉センター

(10) 介護保険法第８条第25項に規定する介護保険施設及び同法第115条の46第１項に規定する

地域包括支援センター

(11) 地域保健法（昭和22年法律第101号）第５条第１項の保健所
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(12) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第６条第１項に規定する精神保健福祉センター

及び精神障害者社会復帰施設（障害者総合支援法附則第48条の規定に基づきなお従前の例によ

り運営をすることができることとされる障害者総合支援法附則第46条の規定による改正前の精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の２第１項に規定する精神障害者社会復帰施設

をいう。）

(13) 障害者総合支援法第５条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活

動支援センター、同条第28項に規定する福祉ホーム、同条第１項に規定する障害福祉サービス

事業のうち同条第６項に規定する療養介護、同条第７項に規定する生活介護、同条第12項に規

定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援

を行う施設及び同条第18項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う事業所

(14) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして知事が認める施設

（貸与の申請）

第３条 新たに修学資金の貸与を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、２人の連帯保

証人が署名し、及び押印した別記第１号様式による介護福祉士等修学資金貸与申請書（以下この

条において「申請書」という。）に、次に掲げる書類を添えて、４月末日までに在学する養成施

設等（条例第２条第１号に規定する養成施設等をいう。第６条第１項第２号において同じ。）の

長（以下「学校長」という。）を経て知事に提出しなければならない。

(１) 別記第２号様式による身上調書

(２) 申請の日前２月以内に医療機関において作成した健康診断書

(３) 戸籍抄本

(４) 学校長の推薦書

(５) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要があると認める書類

２ 条例第４条第１項ただし書の規定に基づき同項第１号の入学準備金又は同項第２号の就職準備

金（次条において「入学準備金等」という。）の加算を受けようとする者は、申請書にその旨を

記載して知事に申し出なければならない。

３ 申請者が未成年者であるときは、申請書に当該申請者の親権者又は未成年後見人が連署しなけ

ればならない。

４ 第１項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
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５ 年度の途中において、特に貸与の申請を行わせる場合において、第１項に規定する書類の提出

期限によることが困難であるときは、同項の規定にかかわらず、知事が別に提出期限を定めるも

のとする。

（貸与の決定通知）

第４条 知事は、修学資金の貸与（入学準備金等の加算を含む。）を決定したときは、別記第３号

様式による介護福祉士等修学資金貸与決定通知書により学校長を経て当該申請者に通知するもの

とする。

（修学資金の交付等）

第５条 修学資金の交付は、年２回とする。

２ 修学資金の貸与を受ける者（以下「被貸与者」という。）は、６月及び12月の各末日までに別

記第４号様式による請求書を知事に提出しなければならない。

３ 第３条第５項の規定は、前項の提出期限について準用する。

（被貸与者等の届出義務）

第６条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を知事に届け出なけれ

ばならない。

(１) 被貸与者又は連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき。

(２) 在学する養成施設等を他に転じたとき。

(３) 退学しようとするとき又は退学の処分を受けたとき。

(４) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(５) 休学し、若しくは長期にわたって欠席しようとするとき又は停学の処分を受けたとき。

(６) 復学するとき。

(７) 前各号に掲げる場合のほか、被貸与者、被貸与者が未成年者である場合の親権者若しくは

未成年後見人又は連帯保証人に修学資金の貸与又は返還に係る重要な異動が生じたとき。

２ 前項第１号に掲げる場合における届出は別記第５号様式による氏名等変更届により、同項第２

号に掲げる場合における届出は別記第６号様式による養成施設等変更届により、同項第３号及び

第５号に掲げる場合における届出は別記第７号様式による退学等届により行わなければならない。

３ 連帯保証人は、被貸与者が死亡し、又は行方不明となったときは、直ちにその旨を知事に届け

出なければならない。

４ 被貸与者は、修学資金の交付を受けている間、学校長の発行する在学状況を証明する書類を毎

年４月末日までに知事に提出しなければならない。
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（連帯保証人の変更の手続）

第７条 被貸与者は、連帯保証人の死亡等に伴い、連帯保証人を変更しようとするとき又は知事が

連帯保証人を不適当であると認めて変更を命じたときは、直ちに別記第８号様式による連帯保証

人異動報告書に別記第９号様式による保証書を添えて知事に提出しなければならない。

（貸与の一時停止及び取消しの通知等）

第８条 知事は、条例第５条の規定に基づく修学資金の貸与の一時停止又は条例第７条第１項の規

定に基づく修学資金の貸与の取消しを決定したときは、別記第10号様式による介護福祉士等修学

資金貸与一時停止通知書又は別記第11号様式による介護福祉士等修学資金取消し通知書により学

校長を経て当該被貸与者に通知するものとする。

２ 前項の通知を受けた被貸与者は、既に貸与を受けた修学資金のうち、当該貸与の一時停止又は

取消しの原因となった事実の発生した日の属する月以後の月分の修学資金の全額を直ちに返還し

なければならない。

（貸与の再開の手続）

第９条 条例第６条の規定により修学資金の貸与の再開を申請しようとする被貸与者は、別記第12

号様式による介護福祉士等修学資金貸与再開申請書を学校長を経て知事に提出しなければならな

い。

２ 知事は、修学資金の貸与の再開を決定したときは、別記第13号様式による介護福祉士等修学資

金貸与再開通知書により学校長を経て当該被貸与者に通知するとともに、当該再開の申請のあっ

た日の属する月の翌月分から修学資金の貸与を再開するものとする。

（貸与の辞退の手続）

第10条 被貸与者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、別記第14号様式による介護福祉

士等修学資金辞退届を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の規定による届出があった場合において、条例第７条第２項の規定により修学資

金の貸与の取消しを決定したときは、別記第11号様式による介護福祉士等修学資金取消し通知書

により学校長を経て当該被貸与者に通知するものとする。

３ 前項の通知を受けた被貸与者は、既に交付を受けた修学資金のうち、貸与を辞退した日の属す

る月以後の月分の修学資金の全額を直ちに返還しなければならない。

（返還届の提出）

第11条 被貸与者は、条例第８条の規定により修学資金の返還義務が生じたときは、別記第15号様

式による介護福祉士等修学資金返還届を知事に提出しなければならない。
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（返還の一部免除等）

第12条 条例第10条第２項の規定に基づき修学資金の一部の返還を免除する場合は、被貸与者が修

学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上県内において福祉の業務（条例第３条第１項第１

号に規定する福祉の業務をいう。以下この条において同じ。）に従事した場合とする。

２ 前項の場合において、修学資金の返還を免除する額は、県内において福祉の業務に従事した期

間を、修学資金を貸与した期間（条例第５条の規定に基づき修学資金の貸与を一時停止した期間

を控除し、かつ、貸与した期間が２年に満たないときは、２年とする。）の２分の５（条例第10

条第１項第１号ただし書に該当するときは、２分の３）に相当する期間で除して得た数値を貸与

した修学資金の額に乗じて得た額とする。

３ 条例第10条第１項第１号又は前項に規定する福祉の業務に従事した期間を計算する場合におい

ては、当該業務に従事することとなった日の属する月から当該業務に従事しなくなった日の属す

る月の前月までの月数により計算するものとする。この場合において、業務に従事しなくなった

日の属する月に再び業務に従事することとなったときは、その月を１月として算入するものとす

る。

４ 前項の規定により福祉の業務に従事した期間を計算する場合において、当該期間中に休職又は

停職の期間があるときは、当該休職又は停職の期間が開始する日の属する月から当該休職又は停

職の期間が終了する日の属する月の前月までの月数を控除するものとする。この場合において、

休職又は停職の期間が終了した日の属する月に再び休職又は停職の期間が開始したときは、その

月を１月として控除するものとする。

（返還の猶予及び免除の手続）

第13条 条例第９条の規定による返還の猶予又は条例第10条の規定による返還の免除を受けようと

する被貸与者は、別記第16号様式による介護福祉士等修学資金返還猶予申請書又は別記第17号様

式による介護福祉士等修学資金返還免除申請書を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、修学資金の返還の猶予又は返還の免除を決定したときは、別記第18号様式による介護

福祉士等修学資金返還猶予通知書又は別記第19号様式による介護福祉士等修学資金返還免除通知

書により当該被貸与者に通知するものとする。

（業務従事等の届出）

第14条 被貸与者は、県内において福祉の業務に従事したときは、別記第20号様式による福祉の業

務従事届を知事に提出しなければならない。
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２ 前項の届出をした被貸与者は、当該届出の内容に変更を生じたときは、別記第21号様式による

異動届を知事に提出しなければならない。

（現況の報告）

第15条 被貸与者は、第11条の規定による返還届を提出し、又は第13条第２項の規定による返還猶

予の通知を受けたときから修学資金の返還を終了し、又は同項の規定による返還免除の通知を受

けるまでの間、毎年４月１日現在の状況について、４月15日までに別記第22号様式による現況報

告書を知事に提出しなければならない。

（延滞利子）

第16条 条例第11条第１項の規定により延滞利子を徴収する場合において、同項の規定により計算

した延滞利子の額に100円未満の端数があるとき又は延滞利子の額が500円未満であるときは、当

該端数又は当該額を切り捨てるものとする。

２ 条例第11条第３項の規定に基づき延滞利子を減額し、又は免除するときは、次の各号のいずれ

かに該当する場合とする。

(１) 災害等の理由により返還すべき日までに修学資金を返還することができなかったとき。

(２) 前号に掲げる場合のほか、返還すべき日までに修学資金を返還することができなかったこ

とについてやむを得ない理由があると認められるとき。

(３) 条例第10条の規定に基づき修学資金の全部又は一部の返還を免除するとき。

(４) 前３号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認めるとき。

３ 条例第11条第３項の規定に基づく延滞利子の減額又は免除は、知事が特に認めるときを除き、

延滞利子の減額又は免除を受けようとする者からの申請により行うものとする。

（委任）

第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成６年11月４日規則第72号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成９年７月８日規則第93号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成11年１月22日規則第１号）

この規則は、公布の日から施行する。
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附 則（平成11年３月30日規則第28号）

（施行期日）

１ この規則は、平成11年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 第２条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則別記様式、第６条の規定による改正前

の高知県心身障害者扶養共済制度条例施行規則別記様式及び第７条の規定による改正前の高知県

立大津寮の設置及び管理に関する条例施行規則別記様式は、第２条の規定による改正後の知的障

害者福祉法施行細則、第６条の規定による改正後の高知県心身障害者扶養共済制度条例施行規則

及び第７条の規定による改正後の高知県立大津寮の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に

かかわらず、残品の限度で使用することができる。

附 則（平成12年３月28日規則第54号）

この規則は、平成12年４月１日から施行する。

附 則（平成12年７月14日規則第176号）

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高知県介護福祉士等修学資金貸与条

例施行規則の規定は、平成12年４月１日から適用する。

附 則（平成12年７月14日規則第181号の２抄）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成12年９月29日規則第195号）

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高知県介護福祉士等修学資金貸与条

例施行規則の規定は、平成12年４月１日から適用する。

附 則（平成13年３月31日規則第13号）

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高知県介護福祉士等修学資金貸与条

例施行規則の規定は、平成13年３月１日から適用する。

附 則（平成17年３月25日規則第38号抄）

（施行期日）

１ この規則は、平成17年４月１日から施行する。

附 則（平成17年10月14日規則第135号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成18年３月31日規則第46号）
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この規則は、平成18年４月１日から施行する。

附 則（平成18年12月12日規則第128号）

（施行期日等）

１ この規則は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の高知県介護福祉士等修学資金

貸与条例施行規則の規定は、平成18年４月１日から適用する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日前に第１条の規定による改正前の高知県介護福祉士等修学資金貸与条例施

行規則（以下この項において「旧規則」という。）第２条第１項第１号に掲げる児童居宅生活支

援事業（障害者自立支援法（平成17年法律第123号）附則第25条の規定による改正前の児童福祉法

（昭和22年法律第164号）第６条の２第５項に規定する児童居宅生活支援事業をいう。）、旧規則

第２条第１項第２号に掲げる身体障害者居宅生活支援事業（障害者自立支援法附則第34条の規定

による改正前の身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第４条の２第５項に規定する身体障害

者居宅生活支援事業をいう。）及び旧規則第２条第１項第４号に掲げる知的障害者居宅生活支援

事業（障害者自立支援法附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法（昭和35年法律第37

号）第４条第６項に規定する知的障害者居宅生活支援事業をいう。）に従事した期間は、障害者

自立支援法第５条第１項に規定する障害福祉サービス事業のうち同条第２項に規定する居宅介護

を行う事業に従事した期間とみなして、高知県介護福祉士等修学資金貸与条例（平成５年高知県

条例第２号）第10条第１項第１号に規定する期間に含めるものとする。

附 則（平成19年８月17日規則第88号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日前にこの規則による改正前の高知県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規

則（次項において「旧規則」という。）第２条第１項第18号に掲げる障害福祉サービス事業のう

ち外出介護又は障害者デイサービスを行う施設において従事した期間は、この規則による改正後

の高知県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則（次項において「新規則」という。）第２条第

１項第19号に掲げる施設において従事した期間とみなして、高知県介護福祉士等修学資金貸与条

例（平成５年高知県条例第２号）第10条第１項第１号に規定する期間に含めるものとする。

３ この規則の施行の日前に旧規則第２条第２項第３号に掲げる身体障害者更正施設、身体障害者

療護施設、身体障害者福祉ホーム及び身体障害者授産施設並びに同項第７号に掲げる知的障害者



13/38

更正施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームにおいて従事した

期間は、新規則第２条第２項第13号に掲げる施設において従事した期間とみなして、高知県介護

福祉士等修学資金貸与条例第10条第１項第１号に規定する期間に含めるものとする。

附 則（平成21年２月13日規則第３号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日前にこの規則による改正前の高知県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規

則（以下この項において「旧規則」という。）第２条第１項第２号に掲げる身体障害者福祉ホー

ムにおいて従事した期間はこの規則による改正後の高知県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規

則（以下この項において「新規則」という。）第２条第１項第20号に掲げる施設において従事し

た期間と、旧規則第２条第１項第11号に掲げる事業に従事した期間は新規則第２条第１項第12号

に掲げる適合高齢者専用賃貸住宅において従事した期間とみなして、高知県介護福祉士等修学資

金貸与条例（平成５年高知県条例第２号）第10条第１項第１号に規定する期間に含めるものとす

る。

附 則（平成21年９月29日規則第76号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成23年12月16日規則第70号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成24年３月30日規則第28号）

（施行期日）

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の高知県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則の規定は、平成24年４

月１日以後に新たに修学資金の貸与を決定する者の修学資金の貸与及び返還について適用し、同

日前に修学資金の貸与を決定した者の修学資金の返還については、なお従前の例による。

附 則（平成25年４月１日規則第20号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成26年３月25日規則第14号）

この規則は、平成26年４月１日から施行する。
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附 則（平成26年８月12日規則第86号）

この規則中第２条第２項第９号の改正規定は平成26年10月１日から、その他の改正規定は平成27

年１月１日から施行する。

附 則（平成27年４月１日規則第36号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成28年４月19日規則第27号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成29年３月28日規則第18号）

この規則は、平成29年４月１日から施行する。

附 則（平成30年３月20日規則第15号）

この規則は、平成30年４月１日から施行する。
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別記

第１号様式（第３条関係）
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第２号様式（第３条関係）
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第３号様式（第４条関係）
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第４号様式（第５条関係）
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第５号様式（第６条関係）
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第６号様式（第６条関係）
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第７号様式（第６条関係）
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第８号様式（第７条関係）
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第９号様式（第７条関係）
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第10号様式（第８条関係）
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第11号様式（第８条、第10条関係）



27/38

第12号様式（第９条関係）
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第13号様式（第９条関係）
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第14号様式（第10条関係）
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第15号様式（第11条関係）
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第16号様式（第13条関係）
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第17号様式（第13条関係）
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第18号様式（第13条関係）
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第19号様式（第13条関係）
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第20号様式（第14条関係）
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第21号様式（第14条関係）
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第22号様式（第15条関係）


