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青森県看護職員資格取得特別対策事業
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青森県

支援の内容

募集期間  令和２年8月～10月 (予定)

資格取得後の勤務先をマッチングで決定します
資格取得に必要な学費を貸与します
 修学期間の生活費を貸与します

詳しくは裏面をご覧ください

青森県は、皆さんの生活安定とキャリア形成の支援のため、 
看護師・准看護師資格の取得・就業を応援します。

ひとり親家庭のお母さん、お父さん、お子さん、

青森県内の医療機関で

活躍しませんか！

看護師、准看護師として



対象となる方
　青森県内に居住し、これから看護職の資格取得と県内医療機関の勤務を目指す、ひとり親家庭等の方で、次のいずれかに該
当する方

看護師、准看護師の資格取得を希望される方の将来の勤務先をマッチングで決定し、奨学金を貸与します。

この制度の対象となる看護職員養成校は、次のとおりです。

 【マッチング】 
　  資格取得希望者ご本人の勤務希望と、県内の医療機関の雇用希望を青森県医師会が調整し、『ご本人=この医療機関で  
  勤務したい、医療機関=この人にうちで働いてほしい』というように、双方の意向が一致するとマッチング成立になり、次の
  奨学金貸与の対象となります。マッチングは令和２年11月～12月に実施する予定です。

①  (独法) 国立病院機構弘前病院附属看護学校(弘前市)
②  (公財) シルバーリハビリテーション協会八戸看護専門学校(八戸市)
③青森市医師会立青森准看護学院(青森市)
④弘前市医師会看護専門学校准看護学科(弘前市)
⑤八戸市医師会立八戸准看護学院(八戸市)
⑥  (ー財) 双仁会厚生看護専門学校准看護学科(黒石市)
⑦  (ー財) 済誠会附属十和田准看護学院(十和田市)
⑧  (一財) 仁和会三沢中央病院附属准看護学院(三沢市)

　免許取得後、直ちに看護職員としてマッチング医療機関に就業し、5年以上勤務すると、貸与した奨学金の返還は免除と
なります。ただし、次の場合は全額又は一部の返還が必要となりますので、ご注意ください。
    ・退学、心身の故障、貸与の辞退等により、貸与契約が解除となった場合
    ・卒業後1年以内に免許を取得できなかった場合
    ・免許取得後、直ちにマッチング医療機関に就業しなかった又はマッチング医療機関での勤務5年未満で離職した場合

お問い合わせ
　青森県健康福祉部医療薬務課医務指導グループ   017-734-9291

青森県  看護職員

【奨学金】
　学　費　看護師(3年間)上限261万4干円、准看護師(2年間)上限117万2千円
　生活費　親が資格を取得する場合　月額10万円×12月×(看護師:3年、准看護師:2年)
　　　　　子が資格を取得する場合
　　　　　　 自宅外通学　月額10万円x12月×(看護師:3年、准看護師:2年)
　　　　　　 自宅通学 　 月額 5万円x12月×(看護師:3年、准看護師:2年)

・母子家庭の母又は父子家庭の父で、20歳未満の子を扶養している方
・母子家庭又は父子家庭の子で、20歳未満の方
・父母のいない世帯で暮らす20歳未満の方

支援内容

対象となる看護職員養成校

返還の免除

申請受付は令和２年8月～10月、マッチングの実施は11月～12月を予定しています。
具体的な手続は、青森県ホームページで7月末に公開予定です。


