
入学予定または在学中の養成施設を通じて東京
都福祉人材センターにお申込みください。お申
込みには養成施設長の推薦が必要です。
※介護福祉士養成施設への進学を希望する生活
保護受給世帯の高校生に限り、入学前の申
込を受け付けることができます。

 

 
 
  

入学準備金（任意）

20万円以内
入学年度のみ

就職準備金（任意）

20万円以内
最終回のみ

介護福祉士国家試験
受験対策費(任意）

4万円以内
一年度あたり

※養成施設の卒業年度に介護
福祉士国家試験を受験する
意思のある方

生活費加算

生活保護受給世帯
又はそれに準ずる
世帯と認められた
場合（別途要件あり）
例：23区在住で
　　申請時18歳の方
　　加算月額42,000円

学 費 分

月額 5万円以内
×

正規の修学期間

貸 付 内 容

対　象　者

介護福祉士等
修学資金貸付制度のご案内

 
 
 
 

次のすべてを満たした場合、返済（返還）免除となります
※要件を満たさない場合は全額返済（返還）となります

※国家資格の登録が必要です。

介護福祉士・社会福祉士養成施設に在学する方に対し、無利子で修学資金の貸付けを行う制度です。

卒業後５年間、東京都内で介護福祉士又は社会福祉士として行う業務（以下、「返還免除対象業務」という。）

に継続して従事すれば全額返済免除！

① 養成施設卒業後、１年以内に
② 介護福祉士もしくは社会福祉士の国家試験に合格・資格登録を
　 したうえで、
③ 東京都内の指定施設に就職し、
④ ５年間（過疎地域での従事または中高年離職者の場合は３年間）
　 継続して返還免除対象業務に従事

申込みにあたっては、保証能力のある連帯保証人（個人または法人）を1名立てていただきます（別途要件あり）。
入学前に貸付金が振り込まれることはありません。入学前に必要な資金は別途用意する必要があります。

＜申込に関すること＞ 在学する（入学予定の）養成施設
＜制度に関すること＞ 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　修学資金係

03-5211-2911　平日（月～金）午前9時から午後5時まで
https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/shikin1.html
「フクシロウ」で検索 ➡トップページから「福祉人材のための資金貸付事業」をクリック！

電話

介護福祉士・社会福祉士養成施設に在学し、次の❶～❺をすべて満たす方
❶ 次のいずれかを満たしている
  （ア）東京都内に住所を有している（住民登録している）
  （イ）東京都内の養成施設に在学している
  （ウ）養成施設の学生となった年度の前年度に都内に住所を有していて、養成施設での修学のため都外に転居した
  （エ）介護福祉士養成施設に在学する方については、上記（ア）～（ウ）によらず、養成施設を卒業後に東京都の区域内
　　 において返還免除対象業務に従事しようとする意思がある
❷ 介護福祉士・社会福祉士として継続して５年以上返還免除対象業務等に従事する意思がある
❸ 学業が優秀である又は養成施設卒業後、中核的な介護職等として返還免除対象業務に従事する意欲があり、国家資格取得
　 に向けた向学心がある
❹ 経済的援助を必要としている（別途、基準あり）
❺ 他県等が実施する同種の修学資金を借りていない
 　　　併用が認められない制度は他にもあります

返 還 免 除 申 込 方 法

お問合せ先
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詳しくは東京都福祉人材センターホームページへ
https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/shikin1.html

⬆東京都福祉人材センターホーム
ページは、上のQRコードからも
アクセスできます。   

＊令和4年4月または10月時点の東京都内の養成施設一覧です。令和5年度以降、新規に募集を開始する養成施設や都外の養成施設すべてを含んでいるわけではありません。
＊最新の東京都内の養成施設一覧は、東京都福祉人材センターのホームページから、該当するページにアクセスいただき確認することができます。

都内介護福祉士養成施設一覧（30校32課程）
■専門学校　20校22課程 令和4年6月21日現在

東京福祉保育専門学校
　豊島区東池袋4-23-4 介護福祉士学科 昼間 2年

日本福祉教育専門学校
　新宿区高田馬場2-16-3

介護福祉学科 昼間 2年
ソーシャル・ケア学科 昼間 4年

昼間 3年
昼間 2年

彰栄保育福祉専門学校
　文京区白山4-14-15

介護福祉専攻科 昼間 1年
昼間 2年

町田福祉保育専門学校
　町田市中町2-10-21

介護福祉学科 昼間 2年

東京福祉専門学校
　江戸川区清新町2-7-20

介護福祉士科（３年制）
介護福祉士科（２年制）

東京心理音楽療法福祉専門学校
　豊島区目白5-20-24 介護福祉学科 昼間 2年

東京医療秘書福祉専門学校
　文京区本郷3-23-16 介護福祉科 昼間 2年

品川介護福祉専門学校
　品川区西品川1-28-3 介護福祉学科 昼間 2年

東京YMCA医療福祉専門学校
　国立市富士見台2-35-11 介護福祉科 昼間 2年

世田谷福祉専門学校
　世田谷区船橋7-19-17

介護福祉学科 昼間 2年

介護福祉科 昼間 2年

介護福祉士専攻科 昼間 1年

昼間 1年

早稲田速記医療福祉専門学校
　豊島区高田3-11-17
道灌山学園保育福祉専門学校
　荒川区西日暮里4-7-15

介護福祉学科 昼間 2年

■専門学校　11校20課程 令和4年6月21日現在

日本知的障害者福祉協会
　港区浜松町2-7-19 KDX浜松町ビル6F 社会福祉士養成所 通信 1年6月

東京福祉保育専門学校
　豊島区東池袋4-23-4 社会福祉士養成通信課程 通信 1年10月

日本福祉教育専門学校
　新宿区高田馬場2-16-3

社会福祉士養成通信課程 通信 1年6月
社会福祉士養成科 夜間 1年
社会福祉士養成学科 昼間 1年
社会福祉士一般養成科夜間課程 夜間 1年
社会福祉士一般養成科昼間課程 昼間 1年
社会福祉士短期養成通信課程 通信 9月
社会福祉士一般養成通信課程 通信 1年9月

アルファ医療福祉専門学校
　町田市森野2-15-13

社会福祉士通信科一般養成コース 通信 1年6月

社会福祉士通信科短期養成コース 通信 9月

アルファ医療福祉専門学校
　町田市森野2-15-13
愛国学園保育専門学校
　江戸川区西小岩5-7-1 介護福祉士専攻科保育・介護福祉専門課程

読売理工医療福祉専門学校
　文京区小石川1-1-1 介護福祉学科 昼間 2年

首都医校
　新宿区西新宿1-7-3 介護福祉学科（昼間部） 昼間 2年

大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立川校
　立川市緑町4-8 介護福祉学科

介護福祉学科

昼間 2年

東京未来大学福祉保育専門学校

多摩リハビリテーション学院専門学校
　足立区綾瀬2-30-6

　青梅市根ヶ布1-642-1

介護福祉科 昼間 2年

昼間 2年

■大学・短期大学　10校10課程 令和4年6月1日現在
淑徳大学短期大学部
　板橋区前野町6-36-4 健康福祉学科介護福祉専攻 昼間 2年

日本社会事業大学
　清瀬市竹丘3-1-30 社会福祉学部福祉援助学科介護福祉コース 昼間 4年

山野美容芸術短期大学
　八王子市鑓水530 美容総合学科現代美容福祉専攻 昼間 2年

大妻女子大学
　多摩市唐木田2-7-1

人間関係学部　人間福祉学科
介護福祉士養成課程 昼間 4年

目白大学
　新宿区中落合4-31-1 人間学部人間福祉学科介護福祉士課程 昼間 4年

白梅学園大学
　小平市小川町1-830 子ども学部家族・地域支援学科 昼間 4年

貞静学園短期大学
　文京区小日向1-26-13 専攻科介護福祉専攻 昼間 1年

帝京科学大学
　足立区千住桜木二丁目2番1号 医療科学部医療福祉学科 昼間 4年

東洋大学　
　北区赤羽台1-7-11

ライフデザイン学部生活支援学科
生活支援学専攻介護福祉士コース 昼間 4年

武蔵野大学
　西東京市新町1-1-20 別科（介護福祉士課程） 昼間 2年

NHK学園
　国立市富士見台2-36-2

社会福祉士養成課程 一般養成科
1年6か月コース 通信 1年6月

社会福祉士養成課程 短期養成科
9か月コース 通信 9月

社会福祉士養成課程 一般養成科
1年コース 通信 1年

品川区社会福祉協議会
　品川区西品川1-28-3 社会福祉士養成コース 通信 1年6月

大原医療秘書福祉保育専門学校
　千代田区西神田2-4-10

社会福祉学科 夜間 1年
社会福祉士養成通信課程 通信 1年6月

首都医校
　新宿区西新宿1-7-3 社会福祉士学科（昼間部） 昼間 1年

東京豊島IT医療福祉専門学校
　豊島区南池袋2-8-9 社会福祉学科社会福祉士通信コース 通信 1年7月

東京未来大学福祉保育専門学校
　足立区綾瀬2-30-6 社会福祉士一般養成通信課程 通信 1年6月

■大学・短期大学　1校2課程 令和4年4月1日現在

日本社会事業大学
　清瀬市竹丘3-1-30

通信教育科社会福祉士一般養成課程 通信 1年6月
通信教育科社会福祉士短期養成課程 通信 9月

❶「フクシロウ」で検索！

❷福祉人材のための資金貸付事業をクリック

❸介護福祉士・社会福祉士修学資金をクリック

よくあるお問合せ

千住介護福祉専門学校
　足立区千住仲町14-4 介護福祉学科 昼間 2年

東京福祉専門学校
江戸川区西葛西5-10-32
江戸川区中葛西4-2-1

都内社会福祉士養成施設一覧（12校22課程）

他の奨学金等と併用することはできますか。

返済（返還）免除となるためには、卒業後どのような業務につけばよいでしょうか？

養成施設への就学のために、国費による他の貸付や給付（例：生活福祉資金、母子及び
父子福祉資金など）を利用している場合、併用できません。授業料減免制度、日本学生支
援機構の貸与型奨学金、日本政策金融公庫の教育ローンとの併用は可能です。ただしその
場合は、併用した際の総額が、修学費用（学費等）の総額を上回らない範囲内で貸し付け
ることとします。なお、日本学生支援機構給付型奨学金と生活費加算との併用はできません。

可能です。ただし、返還（返還）免除を受けるには、東京都内の社会福祉施設等で返還免
除対象業務に従事する必要があります。

東京都内の社会福祉施設等で、介護福祉士・社会福祉士として介護業務・相談業務・施設
長の業務につくことが必要です。

相談業務に従事できなくても介護業務や施設長の業務に従事すれば返済（返還）免除の対
象になります。

できません。国家資格を取得・登録のうえ、返還免除対象業務に従事しなければ返済（返還）
免除とはなりません。

都外の家から都外の介護福祉士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
修学資金に申し込むことは可能ですか。

社会福祉士の養成施設に入学予定です。卒業後、すぐに相談業務につくのは難しいと聞い
ていますが、相談業務につけなかった場合、返済（返還）免除は受けられませんか。

国家資格を取得していなくても、東京都内で返還免除対象業務に従事していれば返済（返還）
免除を受けることができますか。
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