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 児童福祉行政の推進については、日頃よりご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」の実施に係る各自治体からの

ご質問については、『「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」に関するＱ

＆Ａ（ver.３）について』（平成 31 年４月 12 日付事務連絡）により回答させていただいた

ところです。 

今般、新たに寄せられたご質問及びその回答を追記し、別紙のとおり『「児童養護施設退

所者等に対する自立支援資金貸付事業」に関するＱ＆Ａ（ver.４）』をお送りいたします。 

また、これまでに貸し付けを開始した事例についても、基本的に別紙Ｑ＆Ａに基づきご

対応いただくとともに、取扱いに疑義等が生じた場合は、個別にお問い合わせください。 

なお、「ver.３」より追加のあった部分につきまして、該当箇所を塗りつぶしております

ので、ご確認のうえ、事業実施にあたりご参考としていただきますようお願いいたします。 

 

 

【連絡先】 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課指導係 

電話：03-5253-1111（内 4860、4878） 

MAIL：shakai-yougo@mhlw.go.jp 



ＮＯ 事項 質問内容 回答

1 申請手続について
　児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業の申込書の配布

先や配布方法はどのようになるか。

　児童養護施設等の施設退所者は各児童福祉施設、里親委託解除者は措置元の児童相談所から申

込書の配布を行うことが、円滑な手続の観点から適当であると考えられる。このため、貸付事業

の実施主体（都道府県社協等）と都道府県は、当該自治体管内の児童福祉施設及び児童相談所を

経由して、申込書を貸付対象者に配布することについて調整されたい。

2 契約について 　親権者からの同意が必要か。

　親権者等法定代理人の同意が得られる場合には、書面によりその同意を得ることとする。

　また、法定代理人の同意が得られないやむを得ない事情がある場合であっても、貸付を行うこ

とで申請者の自立が見込まれる場合には、児童養護施設等の施設長（里親委託児童の場合は児童

相談所長）の意見書等により、法定代理人の同意の代わりとすることとして差し支えない。

3 契約について

　法定代理人の同意が得られないやむを得ない場合は、児童養護施設等

の施設長（里親等委託児童の場合は児童相談所長）の「意見書等」によ

り、法定代理人の同意を得ずとも貸付が可能とされているが、意見書の

記載内容はどのようになるか。また「意見書等」の等についてはどのよ

うな書面、書類が想定されているか。

　記載内容としては、貸付を受けようとする者に関する所見（人物像や自立に向けた意思な

ど）、推薦理由（貸付を受ける必要性）その他実施主体が貸付を行うに際して必要と考える事項

について記載すること。

　なお、「意見書等」の「等」については、意見書のほか、前述の内容が確認できるその他の書

面を想定しているもの。

4 契約について 　本貸付事業の手続きに印紙は必要となるのか。

　本事業は、印紙税法別表１「課税物件表」１－３の「消費貸借に関する契約書」に該当するた

め、原則として印紙の貼付が必要になる。

　なお、本事業は、上記の同法別表３「非課税文書の表」に記載の「社会福祉法第２条第２項第

７号に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業」に該当しないため、

印紙の貼付が必要である。（※介護福祉士等修学資金貸付等と同様の取り扱い）

5 対象者について 　事業開始時点で既に在学中の者は、貸付けの対象となるか。 　対象となる。なお、この場合、平成28年１月分までは遡って貸付けを行うこともできる。

6 対象者について
　入学当初は親の援助があったが、途中で援助が途絶えてしまった場合

は貸付けの対象となるか。
　対象となる。

7 対象者について
　大学の寮に入寮中であり、措置延長されている場合は、貸付けの対象

となるか。
　措置延長され、措置費の対象となっている場合には、対象とならない。

8 対象者について
　大学卒業後、大学院に入学した場合は、正規修学年数の期間は新たな

貸付の対象となるか。
　大学院に入学した場合は、貸付の対象とならない。

9 対象者について

　広域入所で他県の施設に入所等をしていた場合は、措置元の自治体の

事業者に申請をするのか、入所していた施設がある自治体の事業者に申

請をするのか。

　入所していた施設がある自治体の事業者に申請を行う。

10 対象者について
　例えば、１カ月間だけ里親に委託され、進学や就職を機に委託が解除

された場合でも貸付けの対象となるか。

　進学や就職直前の１か月間を委託するケースがあるのか疑問があるが、委託期間の長短は問わ

ない。

「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」に関するＱ＆Ａ（ver.４）【別紙】
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11 対象者について
　施設退所後に一定期間経過した後、進学又は就職した場合は貸付の対

象となるのか。

　進学や就職を機に退所した者でなければ、対象とならない。

　したがって、退所した時点で進路が決まっていないことがないよう、自立に向けて計画的に支

援することが必要である。

12 対象者について
　進学又は就職により措置解除された後、私的契約によって施設内で生

活している場合であっても、生活支援費の貸付けの対象となるか。
　対象となる。

13 対象者について

　高専に２年間在籍し、大学へ３年生から編入した場合、高専在籍の２

年間及び大学３年～４年の２年間、合計で４年間分が貸付の対象となる

か。

　高専在籍中及び大学在学中の４年間が対象となる。

14 対象者について

　貸付対象者は、「保護者がいる場合でも養育拒否、虐待、放任等養育

が適切でなく、保護者等から必要な経済的支援が見込まれない状態」と

されているが、里親委託解除又は施設措置解除後に保護者引き取り（保

護者と同居）になった者は貸付の対象になるか。

　「保護者等から必要な経済的支援が見込まれない状態」であることを、本人からの申出や聞き

取り又は本人宅への訪問、及び施設長又は児童相談所長の意見書等により確認することができる

場合は、生活支援費の貸付を行うことができる。なお、家賃支援費は貸付対象とならない。

15 対象者について

　平成27年度に既に資格取得中の者で納入費用等を年度当初又は平成27

年12月以前に一括納入している場合の資格取得支援費貸付額の取り扱い

はどのようになるのか。

　補正予算成立日（平成28年１月20日）以前に納入している場合には、対象とならない。

16 対象経費について

　社宅等が準備されている会社等に就職する場合、社宅（自前の社宅、

借り上げアパート等）であったとしても、少額でも賃料がかかれば家賃

支援費の対象と考えてよいか。また、会社から住宅手当が支出されてい

る場合の取扱いはどのようなるか。

　家賃として賃料が発生していれば、その分について対象となる。

　また、会社から住宅手当が支出されている場合は、家賃から住宅手当額を差し引いた額につい

て、貸付の対象となる。

17 対象経費について
　まかない付き（食事付き）の寮のような形態の場合、食費等（食費、

光熱水費、共益費・・・）も含めて「家賃」と考えて良いか。

　食費等は除くこととし、家賃のみを対象とする。

　ただし、「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金の貸付について」（平成28年３月７日

厚生労働省事務次官通知）の第５の２に規定するとおり、管理費及び共益費については、家賃に

含めるものとする。

18 対象経費について

　「運営について」（雇児局長通知）の４の（2）「資格取得支援費の貸

付については、児童入所施設措置費等国庫負担金によって特別育成費に

おける資格取得等特別加算費が支弁されている場合には、当該加算費を

控除した額を実費とみなす。」とされているが、資格取得等特別加算費

の支弁の有無及び額はどのように把握したらよいか。

　資格取得等特別加算費の額は、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金につい

て」（厚生事務次官通知）により確認されたい。（平成28年度単価56,570円）

また、当該加算費の支弁の有無については、①申込書に支弁の有無欄を設ける②措置元の都道府

県、指定都市、児童相談所設置市に個別に確認する、のいずれかの方法により確認されたい。

19 返還について
　事業実施主体は、就職者の離職や進学者の退学をどのように把握する

のか。

　在学状況や在職状況については、可能な限りこまめに確認することが望ましいが、貸付の

適正性や貸付対象者等の負担等を考慮のうえ、実施主体の裁量によって決定して差し支えない。
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20 返還について

　貸付契約中に、経済的な理由で退学し就職する場合や、退所後に期間

雇用で就職したが企業側の理由で雇用期間経過後に離職した場合など、

必ずしも貸付対象者だけの責とすることが適当でない場合もあるが、理

由にかかわらず契約解除となり、返還が必要になるのか。

　ご質問のケースのように、やむを得ない理由で退学、離職する場合の取り扱いは、以下の通り

とする。（表欄外の図も参照）

　①進学者

　　・　貸付期間中に退学した者が、求職活動を行っている場合、半年間に限り、貸付を継続

　　　する。

　　・　その後、１年以内に就職した場合で、これまでの貸付期間が２年未満の場合について

　　　は、２年を上限（就職者と同様）として貸付を継続する。（ただし、就職後は家賃貸付

　　　のみを対象とする。）

　②就職者

　　・　貸付期間中に離職した者が、求職活動を行っている場合、半年間に限り、貸付を継続

　　　する。

　　・　その後、１年以内に再就職した場合で、これまでの貸付期間が２年未満の場合につい

　　　ては、２年を上限として貸付を継続する。

21 返還について

　就業して家賃貸付を受けている者が、より専門性の高い職業に就くた

めに一度離職し、大学等の高等教育機関で学び直す場合、在学期間につ

いて、改めて家賃等の貸付を受けることは可能か。

　学び直す前に受けていた家賃貸付を返還することを前提として、大学等の高等教育機関で学び

直す期間についても、正規の就学期間（大学だと４年間）は家賃等の貸付を受けることは可能で

ある。

　なお、学び直す前に受けていた家賃貸付の返還については、学び直す者が学業に専念できるよ

う、再度就職し、生活が安定した後に返還を求めるほか、一回当たりの返還額が過度な負担にな

らないように返還期間を設定するなど、返還する時期・期間について一定の配慮を行うようにす

ること。

22 当然免除について

　返還の債務の当然免除となる要件として、「５年間引き続き就業を継

続したとき」とあるが、５年間の起算点は、貸付を開始した月からなの

か。（例えば、平成27年４月に就職しており、貸付開始は就職して２年

目の平成28年４月からの場合、起算点は平成27年４月と平成28年４月の

どちらになるのか。）

　就職した月を起算点とする。具体例については、平成27年４月を起算点とする。

23 当然免除について
　育児休業等により休職した場合であっても、雇用契約が継続している

ことから、就業を継続しているものと解して良いか。

　お見込みのとおり。雇用契約が継続している以上、育児休業等によって業務に従事していない

場合であっても、就業は継続していることから、５年間（又は２年間）の就業継続に算入して差

し支えない。

24 当然免除について
　返還の債務の当然免除となる要件として「５年間引き続き就業を継続

したとき」とあるが、雇用形態は正規雇用に限定されるのか。

　就業の考え方については、以下の通りとする。

　　①１週間の所定労働時間が20時間に満たない場合は除く。

　　②１日当たりの労働時間については特段の定めは設けない。



ＮＯ 事項 質問内容 回答

「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」に関するＱ＆Ａ（ver.４）【別紙】

25 当然免除について
　返還の債務の当然免除となる要件として「５年間引き続き就業を継続

したとき」とあるが、どのような考え方か。

　５年間の就業継続についての考え方は以下の通りとする。（表欄外の図も参照）

　①　一旦離職したが、再就職のために求職活動を行っている場合には、求職期間中も、継続

　　して就業しているものとみなして、就業継続期間に算入する。ただし、算入できる期間は

　　最長１年間とし、また、自立を支援するという本事業の趣旨を踏まえ、必ず実際に就業し

　　た状態で５年間の期間満了を迎えること。

　　　このため、求職期間中に５年経過した日を迎える場合には、再就職した日を以て５年間

　　引き続き就業を継続したものとみなす。

　　　なお、１年間を超える求職期間については、就業継続期間に算入はしないが、就業して

　　いるものとみなして、裁量猶予の対象とする。

　②　災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により離職したが、その理由が止んだ後に

　　再就職が見込まれる場合は、引き続き就業を継続しているものとみなす。ただし、当該離

　　職期間は就業継続期間に算入しない。（その他やむを得ない事由は、就業を継続すること

　　が困難であると客観的に判断できる場合とする。）

26 当然免除について
　求職活動を行っている場合とは、具体的にどのような場合をいうの

か。

　就労支援機関等に求職登録をしたうえで、以下のいずれかに該当する場合をいう。（④の場合

は登録は不要とする。）

　①　月１回以上求人への応募を行った場合

　②　次のような就職の可能性を高める相互の働きかけがある活動を原則月２回以上行ってい

　　る場合

　　・　公共職業安定所、許可・届出のある民間需給調整機関（民間職業紹介機関、労働派遣

　　　機関等をいう。）が行う職業相談、職業紹介、就職活動セミナー等職業講習の受講等

　　・　公的機関等（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報

　　　提供会社、新聞社等）が行う求職活動に関する指導、個別相談が可能な企業説明会等

　　　※このため、単なる職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、公共職業安定所・新聞

　　　　・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動には該当しない。

　③　公共職業安定所長の指示・推薦により公共職業訓練等を受講する場合、就職支援計画に

　　基づき求職者支援訓練を受講する場合、公共職業安定所の指導により各種養成施設に入校

　　する場合及び公共職業訓練等や教育訓練給付の対象訓練等を受講している場合

　④　障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス（就労移行支援事業、就労継続支援

　　Ａ型事業、就労継続支援Ｂ型事業）等を利用している場合

　なお、これらの求職活動を行っていることについては、就労支援機関等による確認票により確

認するものとする。
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28 当然免除について
　資格取得貸付については、取得した資格と関連する就職先に限定され

るのか。
　結果として取得した資格とは関係ない企業等に就職しても差し支えない。

27

　求職活動の内容に応じて、以下のとおりとする。

　・　求人への応募を行った場合は、面接日時を通知する文書や合否決定通知書により確認を

　　行うこと。

　・　公共職業安定所又は地方自治体による職業相談、職業紹介、就職活動セミナー等職業講

　　習の受講等については、求職活動確認票（別添参考様式１参照）により確認を行うこと。

　・　公共職業訓練等の受講や、求職者支援訓練の受講については、公共職業安定所長が受講

　　者に対して発行した職業訓練受講指示書等及び商業訓練の修了証により確認を行うこと。

　　　なお、受講生が公共職業安定所長が受講者に対して発行した職業訓練受講指示書等を紛

　　失等したことにより別途証明書を必要とする場合は、求職活動確認票（職業訓練受講関係）

　　（別添参考様式２参照）による確認を行う。

　・　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「ＪＥＥＤ」という。）による求

　　職活動に関する指導等については、原則として公共職業安定所長が発行した職業訓練受講

　　指示書等及び職業訓練の修了証により確認を行うこと。ただし、指示書や修了証が発行さ

　　れない訓練コースを受講する場合等については、「求職活動確認票（独立行政法人高齢・

　　障害・求職者雇用支援機構用）」（別添様式３参照）により確認を行うこと。

　　　なお、ＪＥＥＤにおける確認手続に一定の時間を要する場合があるので、貸付の実施主

　　体において、対象者に対するその旨の注意喚起を徹底すること。

　・　各種養成施設に入校する場合や、教育訓練給付の対象訓練等を受講している場合には、

　　入学許可書や在学証明、受講証等により確認を行うこと。

　・　障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス等を利用している場合には、支給決

　　定通知書により確認を行うこと。

　・　民間需給調整機関や求人情報提供会社、新聞社等を通じた求職活動については、原則と

　　して求職活動確認票により確認を行うこととするが、これによりがたい場合には、自己申

　　告に基づき確認を行うとともに、以降の求職活動について確実に確認を行うため、公共職

　　業安定所を通じて求職活動を行うよう指導すること。

　・　求職活動確認票の記入・押印は、原則として求職活動の実施の都度、公共職業安定所、

　　ＪＥＥＤ、地方自治体、民間需給調整機関等に求めるよう指導すること。

　・　公共職業安定所における過去の求職活動に関する証明については、公共職業安定所が使

　　用しているシステムにおけるデータの保存年限等の関係で証明できない場合もあるので、

　　貸付の実施主体において、対象者に対するその旨の注意喚起を徹底すること。

　求職活動を行っていることについては、就労支援機関等による確認票

により確認することとされているが、具体的にどのように確認を行うの

か。

当然免除について



ＮＯ 事項 質問内容 回答

「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」に関するＱ＆Ａ（ver.４）【別紙】

29 当然免除について

　返還の債務の当然免除の要件（要綱第９－１－（２））の「業務に起

因する心身の故障のために就業を継続することができなくなったとき」

の確認方法、書類はどのようなものが必要か。

　医師による診断書や労災申請の際の関係書類等により確認されたい。

30 裁量免除について
　返還の債務の裁量免除の要件（要綱第12（２））の「長期間所在不

明」の確認方法、添付帳票はどのようなものが必要か。

　所在不明と判断される場合としては、郵送物が宛先不明で返送されて来た場合や、施設職員や

児童相談所から複数回連絡しても借受人と連絡がとれない場合が考えられ、長期間所在不明とな

る起算点として、これらの日付を記録しておくことが重要である。

　なお、貸付事業の実施主体は、「退所児童等アフターケア事業」などの退所者自立支援の取組

みと連携し、相互に定期的な借受人の状況把握に努めていただきたい。

31
措置費や他貸付等

との併用について

　措置費の支弁（就職支度費、大学進学等自立生活支度費等）と併用は

可能か。

　措置費の支弁と貸付を併用して差し支えない。

　なお、生活支援費及び家賃支援費について、対象経費を同じくする他の国庫補助事業との併用

は不可とする。

32
措置費や他貸付等

との併用について
　各種奨学金（日本学生支援機構等）との併用は可能か。 　民間団体の実施する各種奨学金と合わせて貸付を受けても差し支えない。

33
措置費や他貸付等

との併用について

　進学者として大学在学中に貸付を受け、卒業後に改めて就職者として

貸付を受けることは可能か。
　大学卒業後に就職者として貸付を受けることはできない。

34 その他

　この４月より就職して家賃貸付を受ける予定だったが、新型コロナウ

イルス感染症の影響により内定が取り消された。この場合、家賃貸付の

契約も解除されるのか。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、内定が取り消されるなど、就業が出来ない又は就業

継続が難しくなった児童養護施設退所者等に限り、以下のとおり取り扱うこととしている。

　このため、ご質問のケースのように内定が取り消されたとしても、就業するまでの間の求職期

間等は家賃貸付の対象となる。

　・　 就業するまでの間の求職期間等を家賃貸付の対象とする。

　・ 　貸付期間の上限を２年間から３年間に拡充するとともに、返還免除期間の猶予の特例（※）

　　を設ける。

　　 ※　貸付については５年間の就業継続により返還が免除されるが、新型コロナウイルス感染症の影響

　　　 により就業継続が困難となった場合については、求職期間についても就業継続期間に算入できるこ

         ととする。



＜就業継続期間の取扱い＞

パターン１ 就業継続（５年）

５年間就業継続達成

パターン２ 就業継続（３年６月）

５年間就業継続達成

求職期間（６月） 就業継続（１年）

期間に算入

離職 再就職

パターン３ 就業継続（３年６月）

再就職

求職期間（１年６月）

期間に算入

離職 求職期間１年経過

就業継続（６月）

非算入・裁量猶予

５年間就業継続達成

パターン４ 就業継続（４年９月）

離職

求職期間（６月）

通算

５年経過

就業

再就職

⇒５年間就業継続達成

パターン５ 就業継続（２年） 求職期間（６月） 就業継続（１年）

期間に算入

離職 再就職

求職期間（６月）

期間に算入

離職 再就職

就業継続（１年）

５年間就業継続達成

パターン６ 就業継続（２年） 求職期間（６月） 就業継続（１年）

期間に算入

離職 再就職 離職

就業継続（１年）

５年間就業継続達成

求職期間（１年）

再就職

期間に算入 非算入・裁量猶予

求職期間通算１年経過



＜貸付契約中のやむを得ない理由による退学、離職する場合や大学等の高等教育機関で学び直す場合の取り扱い＞

パターン１ 大学に１年在籍後、退学、半年間の求職活動を経て、就職した場合

合算で２年（就職後は家賃貸付のみ対象）

大学在学（１年） 求職期間（６月）

退学

貸付を継続

就職

就業継続（５年）

５年間就業継続達成

生活費貸付＋家賃貸付（１年６月） 家賃貸付（６月）

①進学者

パターン２ 大学に２年在籍後、退学、半年間の求職活動を経て、就職した場合

大学在学（２年） 求職期間（６月）

退学

貸付を継続

就職

就業継続（５年）

５年間就業継続達成

生活費貸付＋家賃貸付（２年６月） ※２年を超えているため就職後は貸付の対象外

パターン３ 大学に１年在籍後、退学、１年間の求職活動を経て、就職した場合。

合算で２年（就職後は家賃貸付のみ対象）

大学在学（１年） 求職期間（１年）

退学

貸付を継続

５年間就業継続達成

生活費貸付＋家賃貸付（１年６月） 家賃貸付（６月）

貸付を一時休止 貸付再開

就業継続（５年）

就職



パターン１ １年間就業後、離職、半年間の求職活動を経て、再就職した場合

就業継続（１年） 求職期間（６月）

離職

貸付を継続

再就職

就業継続（３年６月）

５年間就業継続達成

家賃貸付（２年）

②就職者

パターン２ １年間就業後、離職、１年間の求職活動を経て、就職した場合

パターン３ １年間就業後、離職、半年間の求職活動を経て、再就職。その後、再度離職して、１年間の求職活動を経て、再々就職した場合。

就業継続（１年） 求職期間（６月）

離職

貸付を継続

家賃貸付（２年）

就業継続（２年）

再離職

※求職期間は１年間に限り就業継続期間に算入

（「就業継続期間の取扱い」を参照）

就業継続（１年） 求職期間（１年）

離職 再就職

就業継続（３年）

５年間就業継続達成

※求職期間は１年間に限り就業継続期間に算入

（「就業継続期間の取扱い」を参照）

合算で２年

家賃貸付（１年６月） 家賃貸付（６月）

貸付を継続 貸付を一時休止 貸付再開

就業継続（１年） 求職期間（１年）

再就職

期間に算入 非算入・裁量猶予

５年間就業継続達成

※求職期間は１年間に限り就業継続期間に算入

（「就業継続期間の取扱い」を参照）

再々就職

パターン １年間就業した後、離職し、大学等の高等教育機関に入学し直した場合

③学び直す者【version.４で追記】

就職期間（１年） 在学期間（４年）

離職

家賃貸付（４年）

生活費貸付（４年）

就業継続（５年）

５年間就業継続達成家賃貸付（１年）

貸付を返還
※ただし、学業に専念でき

るよう、返還時期等につ

いて一定の配慮を行うよ

うにすること


