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栃木県医師修学資金貸与条例（平成17年栃木県条例第83号） 

 （目的） 

第１条 この条例は、大学医学課程に在

学する学生に対し栃木県医師修学資金

（以下「修学資金」という。）を貸与す

ることにより、地域における医師の確

保及び医療体制の充実を図り、もって

県民の健康の増進に資することを目的

とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴ 臨床研修病院等 県内に所在する

医師法（昭和23年法律第201号）第16

条の２第１項に規定する病院（医師

法第16条の２第１項に規定する臨床

研修に関する省令（平成14年厚生労

働省令第158号）第３条第２号に規定

する協力型臨床研修病院を除く。）を

いう。 

 ⑵ 臨床研修 医師法第16条の２第１

項に規定する臨床研修をいう。 

 ⑶ 専門研修 臨床研修を修了した医

師の専門性に関する研修をいう。 

 ⑷ 大学 学校教育法（昭和22年法律

第26号）に基づく大学をいう。 

 ⑸ 大学医学課程 大学（大学院を除

く。）の医学を履修する課程をいう。 

 ⑹ 公的医療機関等 県内に所在する

医療法（昭和23年法律第205号）第31

条に規定する公的医療機関及びこれ

に準ずるものとして規則で定めるも

のをいう。 

 （貸与の対象） 

第３条 修学資金の貸与の対象となる者

は、大学医学課程に在学する学生で、将

来公的医療機関等において小児科又は

産科の業務に医師として従事しようと

するものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、地域医

療の充実に必要な医師の養成及び確保

を緊急に図るため特に必要があると認

められるときは、知事が指定する大学

医学課程に在学する学生で、将来公的

医療機関等において医師として業務に

従事しようとするものに対し、修学資

金を貸与することができる。 

 （貸与額等） 

第４条 修学資金の貸与の月額は、25万

円（大学に入学した日の属する月に

あっては、25万円に入学金に相当する

額（その額が100万円を超えるときは、

100万円）を加算した額）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第二

項に規定する学生に対する修学資金の

貸与額は、知事が別に定める。 

３ 修学資金には、貸与を受けた日から

大学を卒業する日の属する月の末日

（第６条第２項の規定により結ばれた

貸与契約が第８条第１項の規定により

解除された場合にあっては、当該解除

の日）までの期間に応じ、当該貸与を受

けた額につき年10パーセントの割合で

計算した利息（以下「利息」という。）

を付するものとする。 

 （貸与期間） 

第５条 修学資金は、次条第２項の規定

により結ばれた貸与契約に定められた

月から大学を卒業する日の属する月ま

での間、貸与するものとする。 

 （貸与契約等） 

第６条 修学資金の貸与を受けようとす

る者は、保証人を立て、知事に申請しな

ければならない。 

２ 知事は、前項の規定による申請が

あった場合において、貸与することが

適当であると認めるときは、修学資金

を貸与する旨の契約（以下「貸与契約」

という。）を結ぶものとする。 

３ 第一項の保証人は、貸与契約の相手

方（以下「借受者」という。）と連帯し

て債務を負担するものとする。 

 （修学資金の総額） 

第７条 知事は、貸与契約を結ぶ場合に

は、貸与契約に基づいて貸与すべき修

学資金の総額が、予算で定める金額を

超えることとならないようにしなけれ

ばならない。 

 （貸与契約の解除及び貸与の休止） 

第８条 知事は、借受者が修学資金の貸

与期間中に次の各号のいずれかに該当

するに至ったときは、貸与契約を解除

するものとする。 

 ⑴ 死亡したとき。 

 ⑵ 退学したとき。 

 ⑶ 心身の故障のため、引き続き大学

医学課程に在学する見込みがなく

なったとき。 

 ⑷ 修学資金の貸与を受けることを辞

退したとき。 

 ⑸ 貸与契約に定められた貸与の条件

に違反したとき。 

 ⑹ その他修学資金の貸与の目的を達

成する見込みがなくなったとき。 

２ 知事は、修学資金の借受者が修学資

金の貸与期間中に休学し、又は停学の

処分を受けたときは、休学し、又は停学

の処分を受けた日の属する月の翌月分

から復学した日の属する月の分まで修

学資金の貸与を行わないものとする。

この場合において、これらの月の分と

して既に貸与された修学資金があると

きは、その修学資金は、当該借受者が復

学した日の属する月の翌月以降の分と

して貸与されたものとみなす。 

 （返還等） 

第９条 修学資金及び利息は、前条第１

項の規定により貸与契約が解除された

とき、又は貸与契約における貸与期間

が満了したときは、知事の定める日ま

でに一括して返還し、及び支払わなけ

ればならない。 

 （返還等の猶予） 

第10条 知事は、次の各号のいずれかに

該当するときは、当該各号に定める期

間、修学資金の返還の債務及び利息の

支払の債務（以下「返還等債務」という。）

の履行を猶予することができる。 

 ⑴ 借受者が第八条第一項の規定によ

り貸与契約が解除された後引き続き

当該貸与契約に係る大学医学課程に

在学している場合 当該解除の日か

ら大学を卒業した日の属する月の末

日までの期間 

 ⑵ 借受者が大学を卒業した日の翌日

から起算して１月以内（当該期間内

に医師免許を取得することができな

い場合にあっては、１年１月以内）に

臨床研修病院等で臨床研修を受けて

いる場合 当該卒業の日の属する月

の翌月の初日から臨床研修を修了し

た日の属する月の末日までの期間 

 ⑶ 第３条第１項に係る借受者が臨床

研修を修了した日において医師とし
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て知事が指定する公的医療機関等に

おける業務（同項に定める業務に限

る。）に従事する意思を有すると認め

られる場合 臨床研修を修了した日

の属する月の翌月の初日から起算し

て修学資金の貸与期間の２倍に相当

する期間に２年を加えた期間が経過

する日までの期間 

 ⑷ 第３条第２項に係る借受者が臨床

研修を修了し、又は専門研修を終え

た日の翌日から起算して１月以内に

医師として知事が指定する公的医療

機関等における業務に従事した場

合 当該業務に従事した日の属する

月の初日から当該業務に従事しなく

なった日の属する月の末日までの期

間 

 ⑸ 第３条第２項に係る借受者が専門

研修を受けている場合 当該専門研

修を受けている期間（２年以内に限

る。） 

 ⑹ 前各号に掲げる場合のほか、借受

者が災害、病気その他やむを得ない

理由により修学資金を返還し、及び

利息を支払うことが困難と認められ

る場合 知事が適当と認める期間 

 （返還等の免除） 

第11条 知事は、借受者が次の各号のい

ずれかに該当するに至ったときは、返

還等債務の全部を免除するものとする。 

 ⑴ 前条第３号に掲げる場合に該当す

る場合で、同号に定める期間内に医

師として知事が指定する公的医療機

関等における業務（第３条第１項に

定める業務に係るものに限る。）に従

事した期間（以下「第１号従事期間」

という。）が、修学資金の貸与期間の

２分の３に相当する期間に達したと

き。 

 ⑵ 前条第４号に掲げる場合に該当す

る場合で、その従事した期間に同条

第２号に定める期間を加えた期間

（以下「第２号従事期間」という。）

が、修学資金の貸与期間の２分の３

に相当する期間に達したとき。 

 ⑶ 第１号従事期間又は第２号従事期

間（以下「従事期間」という。）中に、

業務により死亡し、又は業務に起因

する心身の故障のため業務を継続す

ることができなくなったとき。 

２ 知事は、従事期間が、修学資金の貸与

期間の２分の３に相当する期間に満た

ないときは、当該従事期間に応じ、返還

等債務の一部を免除することができる。 

３ 知事は、修学資金の借受者が、死亡、

心身の故障その他やむを得ない理由に

より修学資金を返還し、及び利息を支

払うことが困難と認められるときは、

返還等債務の全部又は一部を免除する

ことができる。 

 （延滞利息） 

第12条 借受者は、正当な理由がなくて、

修学資金を返還すべき日までにこれを

返還しなかったときは、当該返還すべ

き日の翌日から返還の日までの期間に

応じ、返還すべき額につき年14.6パー

セントの割合で計算した延滞金を支払

わなければならない。 

 （規則への委任） 

第13条 この条例の施行に関し必要な事

項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、平成18年１月１日から

施行する。 

２ 研修資金は、平成18年４月１日以降

に臨床研修病院等の内科、小児科又は

産科における専門研修を新たに受ける

者から貸与する。 

 （栃木県保健所等医師修学資金貸与条

例の廃止） 

３ 栃木県保健所等医師修学資金貸与条

例（昭和41年栃木県条例第５号）は、廃

止する。 

   附 則（平成19年条例第17号） 

 この条例は、平成19年４月１日から施

行する。 

   附 則（平成19年条例第52号） 

 この条例は、平成19年11月１日から施

行する。 

   附 則（平成22年条例第10号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成23年条例第８号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に栃木県医師

研修資金等貸与条例第６条第２項の規

定により栃木県医師修学資金（以下「修

学資金」という。）を貸与する旨の契約

を結んだ者の当該契約に係る修学資金

の返還の猶予及び免除については、な

お従前の例による。 

   附 則（平成25年条例第41号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から

施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）前に改正前の栃木県医師研修

資金等貸与条例（以下「旧条例」という。）

第６条第２項の規定による栃木県医師

研修資金（以下「研修資金」という。）

を貸与する旨の契約を結んだ者の当該

契約に係る研修資金の返還、返還の猶

予及び免除並びに遅延利息については、

なお従前の例による。 

３ 施行日前に旧条例第６条第２項の規

定による栃木県医師修学資金（以下「旧

修学資金」という。）を貸与する旨の契

約を結んだ者の当該契約に係る旧修学

資金の貸与の対象、貸与額並びに返還

の猶予及び免除については、なお従前

の例による。 

   附 則（平成28年条例第28号） 

１ この条例は、平成28年４月１日から

施行する。 

２ この条例の施行の日前に改正前の栃

木県医師修学資金貸与条例第６条第２

項の規定による栃木県医師修学資金

（以下「旧修学資金」という。）を貸与

する旨の契約を結んだ者の当該契約に

係る旧修学資金の貸与の対象、貸与額

並びに返還の猶予及び免除については、

なお従前の例による。 

   附 則（平成30年条例第15号） 

１ この条例は、平成30年４月１日から

施行する。 

２ この条例の施行の日前に改正前の栃

木県医師修学資金貸与条例第６条第２

項の規定による栃木県医師修学資金

（以下「旧修学資金」という。）を貸与

する旨の契約を結んだ者の当該契約に

係る旧修学資金の利息については、な

お従前の例による。 

   附 則（令和３年条例第13号） 

１ この条例は、令和３年４月１日から

施行する。 

２ この条例の施行の日前に改正前の栃

木県医師修学資金貸与条例第６条第２

項の規定による栃木県医師修学資金
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（以下「旧修学資金」という。）を貸与

する旨の契約を結んだ者の当該契約に

係る旧修学資金の返還及び利息の支払

の猶予及び免除については、なお従前

の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


