
No. 732

奨学団体名

（奨学金名称）

2022

募集人数

募集学年

募集学部・研究科

研究分野等

財団締切時期

給付 年額 貸与 無

授業料相当額支給

（採用時）一時金

併給
年齢制

限

就労制限
出身地

制限

その他応募条件

学部3～4年生

修士（博士前期）課程1年生

博士（博士後期）課程2年生

理工系、情報系、農学系に在籍する者

奨学生募集要項（2022年度）

　

和歌山県奨学金返還助成制度

2023年3月卒業見込：40名

2024年3月卒業見込：50名

C　直接応募

2023年3月卒業見込：2022年5月20日（金）

2024年3月卒業見込：2022年7月1日（金）

無

最大100万円

無

・申込時に最終学年の1年前の学年以上の在学生で、かつ、就職先が決まっていない者

・下記ア）イ）の奨学金を借り入れている者または借り入れる予定の者

　ア）日本学生支援機構の貸与奨学金

　イ）ア）に準ずる奨学金として知事が認めるもの

・参画企業（募集要項参照）が実施するインターンシップ又は企業説明会に参加した（または参加予

定）の者

・参画企業に、大学を卒業した年度の翌年度から期限の定めのない雇用により継続して3年間以上勤務

することを予定している者

・応募書類は、県HPよりダウンロードすること

一部可

無

無

無



令和４年度和歌山県中核産業人材確保強化のための奨学金返還に係る助成制度 
交付対象者募集要領 

 
 

和歌山県内の製造業、情報通信業の参画企業に就職を希望する大学生、大学院生、高等専門学校

生（専攻科を含む。）の方で、奨学金返還助成制度の適用を希望する方を募集します。 
（注）奨学金返還の助成を受けるためには、募集要領に記載のとおりに申請を行い、交付対象者 
   として認定を受ける必要があります。 

 
１ 募集対象者 
  次の各号の全てに該当する方を対象とします。 
（１）次のア又はイの奨学金を借り入れている者又は借り入れる予定の者（対象とする奨学金は大学

等（高等専門学校本科については最終学年の１年前の学年以上）の在籍期間に借り入れた奨学金

に限る。） 
  ア 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金 
  イ アに準ずる奨学金として知事が認めるもの 
（２）大学等の理工系、情報系、農学系及び薬学系の学部または研究科等に在籍する者であって、申

請時に最終学年の１年前の学年以上の在学生で、かつ、就職先が決まっていない者 
（３）参画企業が実施するインターンシップ又は企業説明会に参加した者、又は参加することを予定

している者 
（４）参画企業に大学等を卒業した年度の翌年度から期限の定めのない雇用により継続して３年間以

上勤務することを予定している者 
（参画企業）下記のいずれかを満たす製造業及び情報通信業の企業で、この助成金制度の趣旨に

賛同し協力する企業。 
         ア 和歌山県内（以下、「県内」という。）に主たる事業所を有する企業。 
         イ この制度の対象となる者を県内の事業所等で勤務させることを条件に採用す 

る企業。 
 
  ※対象企業の一覧は、県労働政策課のホームページに掲載します。 
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060600/01shin/uturnshushoku/syougakukin_001.html 
 
２ 募集人員 
   【２０２３年３月卒業見込み】４０名 

【２０２４年３月卒業見込み】５０名 
 
３ 募集締切 
 【２０２３年３月卒業見込み】 
  募集締切：令和４年５月２０日（金）必着 
 
 【２０２４年３月卒業見込み】 

第１回募集締切：令和４年 ７月 １日（金）必着 
第２回募集締切：令和４年１０月 ７日（金）必着 
第３回募集締切：令和５年 １月２０日（金）必着 
         
（注）募集人員に達した場合は、期間に関わらず締切とさせていただきます。 



４ 助成金額 
  交付対象者が借り入れた奨学金返還額に相当する額（上限額：１００万円） 
 
５ 応募の方法 
  次に掲げる書類を募集期間内にメール・FAX・郵送又は持参で提出してください。 
（１）交付対象者認定申請書･･････（様式第２号） 
（２）奨学金貸与機関が発行する奨学金の借入額又は借入予定額が確認できる書類 
（３）作文（１，０００～１，２００字程度）･･････（別添「作文について」参照） 
 
６ 交付対象者の認定方法 
  書類審査による選考のうえ認定します。 
  （注）認定を受けても必ず参画企業に採用されるとは限りません。 
  （注）参画企業毎に助成する人数枠に上限があるため、必ず助成金が支払われるとは限りません。 
    人数枠の上限については、県労働政策課 HP をご覧ください。 
 
７ 助成の方法 

交付対象者が大学等を卒業した翌年度に参画企業に正規雇用者として採用され、かつ３年間勤務 
したのちに、交付申請に基づき助成金を支払います。 
助成金は、原則として奨学金貸与機関に支払います。但し、助成金の額が奨学金の返済残額を上 

回る場合、その差額は交付対象者に支払います。 
 
 ※ 正規雇用者とは、雇用期間の定めのない契約に基づく雇用とし、賞与、退職金、諸手当等に

おいて、就業規則等で定める通常の職員と同様の扱いとなる雇用形態の者をいいます。 
 
８  認定を受けた後の手続き 
（１）就業開始・就業後１年経過・就業後２年経過の各時点で、下記の書類を提出してください。 
  ア 奨学金返還に係る助成金状況報告書（様式第５号） 

イ 在職証明書（様式第６号） 
ウ 奨学金貸与機関が発行する奨学金の返還額が確認できる書類 

（２）就業後３年経過した時点で、下記の書類を提出してください。 
  ア 在職証明書（様式第６号） 
  イ 交付申請書兼実績報告書（様式第７号） 
  ウ 奨学金返還に係る助成内容書（様式第８号） 
  エ 奨学金貸与機関が発行する奨学金の返還額が確認できる書類 
  オ 認定通知の写し 
  カ 交付請求書（規則別記第３号様式） 
 
９ 交付対象者の取消 
  次の事由に該当した場合は、交付対象者の認定を取り消すことがあります。 
  ア 奨学金の貸与を取り消されたとき。 
  イ 留年又は退学したとき。 
  ウ 奨学金の返還が免除されたとき。 
  エ 奨学金の返還が滞ったとき。 
  オ 大学等を卒業した翌年度に対象企業に就職しなかったとき。 
  カ 参画企業に就職後３年を経過する前に離職したとき。 



  キ その他、交付対象者としてふさわしくないと知事が認めたとき。 
 
10 応募先・問い合わせ先 
  和歌山県商工観光労働局 商工労働政策局 労働政策課 就業支援班 
  〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目１番地 
  電話 073-441-2805   Fax 073-422-5004 
  メール e0606003@pref.wakayama.lg.jp 



①2023年3月卒業予定の大学生、大学院生、高等専門学校（高専）生で、理工系、情

報系、農学系、薬学系の学部・研究科に在籍する方

②和歌山県内の製造業、情報通信業の企業へ就職を希望する方

③日本学生支援機構奨学金（一種または二種）、その他貸与型奨学金の

貸与を受けている方

■助成金額

■申込期限

【2023年3月卒業予定】 令和4年5月20日

■対象就職先

和歌山県内の製造業・情報通信業の参画企業 ３９社 (Ｒ4.4.1現在)
※裏面をご確認ください。

■募集人員 【2023年3月卒業予定】 40人
（応募者の中から書類選考で交付対象者を認定します。）

奨学金返還助成制度

交付対象者募集

■対象者

和歌山県
PRキャラクター
「きいちゃん」

奨学金返還金に相当する額 最大100万円
※参画企業に就職し3年勤務した後に助成します。

〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1丁目1番地
和歌山県商工観光労働部労働政策課 （担当 前田）
TEL 073-441-2805 MAIL:e0606003@pref.wakayama.lg.jp
https://www.wakayama-uiturn.jp/shogakukinjosei

■ご提出先/問合せ先

UIわかやま就職ガイド
HPを検索！

和歌山で働こう！

※申請様式を「UIわかやま就職ガイド」ＨＰからダウンロード
のうえ、下記まで 郵送によりご提出ください。



■手続きの流れ

製造業･情報通信業の対象企業

⑥助成金の1/２

を支払い

⑦助成金交付

④企業研究理工系(薬学･農学含む) 
･情報系の学生

奨学金
貸与機関

貸与 返還

⑤就職・定着（3年勤務）

Q1 和歌山県出身者以外でも対象になりますか？

A１ 対象となります。

Q２ 交付対象者となった場合、必ず参画企業に就職しなければなりませんか？

A２ 必ず参画企業に就職しなければならないものではありませんが、その場合、奨学金の返還助成

を受けることはできません。

Q３ 交付対象者となった場合、必ず助成金はもらえますか？

A３ 対象企業毎に助成する人数枠に上限があるため、必ずもらえるとは限りません。

人数枠の上限については県労働政策課HPをご覧ください。

※返還必要額が100万円未満の場合は、返還必要額

を貸与機関に支払い、残りは本人に支払います。

■対象企業（３９社）

【化学工業】

小西化学工業（株）［和歌山市］

剤盛堂薬品（株）［和歌山市］

新中村化学工業（株）［和歌山市］

（株）スミロン ［日高川町］

セイカ（株） ［和歌山市］

三木理研工業（株）［和歌山市］

南海化学（株）［和歌山市］

日進化学（株）［橋本市、かつらぎ町］

【金属製品製造業】

（株）ＮＴＮ紀南製作所［上富田町］

小川工業（株）［橋本市］

協和プレス工業（株）［紀の川市］

竹島鉄工建設（株）［有田川町］

【業務用機械器具製造業】

紀州技研工業（株）［和歌山市］

木本産業（株）［有田市］

ＴＫＬＣ（株）［有田市］

デュプロ精工（株）［紀の川市］

(株)畑山製衡所［和歌山市］

（株）ホタニ［紀美野町］

（株）メイワ［紀の川市］

【生産用機械器具製造業】

アイエムティー（株）［印南町］

クインライト電子精工（株）

［和歌山市］

金剛ダイス工業（株）［紀美野町］

（株）島精機製作所［和歌山市］

匠技研（株）［和歌山市］

【情報サービス業】

（株）サイバーリンクス［和歌山市］

（株）スマートインサイト［海南市］

（株）正和情報サービス［和歌山市］

（株）五大オーエー［田辺市］

バルトソフトウェア（株）［和歌山市］

（株）ＢＥＥ［和歌山市］

（株）Link-U［和歌山市］【輸送用機械器具製造業】

アクロナイネン（株）［和歌山市］

MES-KHI由良ドック（株）［由良町］

【食料品製造業】

中野ＢＣ（株）［海南市］

【電気機械器具製造業】

太洋工業（株）［和歌山市］

阪和電子工業（株）［和歌山市］

４Ｄセンサー（株）［和歌山市］
【電子部品製造業】

和歌山太陽誘電（株）［印南町］

【印刷・同関連業】

（株）マージネット［上富田町］

※最新の参画企業一覧は和歌山県労働政策課

ホームページでご確認ください。

■よくある質問

和歌山県中核産業人材確保のための奨学金返還制度の費用の一部は、ふるさと和歌山応援寄附（ふるさと納税）
により賄われる予定です。



■助成金額

奨学金返還金に相当する額 最大100万円（参画企業に就職し3年勤務した後に助成します。）

■対象就職先

和歌山県内の製造業・情報通信業の参画企業 46社 (Ｒ4.4.1現在)

※裏面をご確認ください。

■募集人員

【2024年3月卒業予定】 50人 ※応募者の中から書類選考で交付対象者を認定します。

理工系、情報系、農学系、薬学系の奨学生対象

奨学金返還助成制度
交付対象者募集

卒業後に和歌山県内の製造業、情報通信業の企業へ就職した
場合、奨学金の返還を助成します！

■対象者
①2024年3月卒業予定の大学生、大学院生、高等専門学校（高専）生で、理工系、情報系、農学系
薬学系の学部・研究科等に在籍する方

②和歌山県内の製造業、情報通信業の企業へ就職を希望する方

和歌山県
PRキャラクター
「きいちゃん」

和歌山で働こう！

③日本学生支援機構奨学金（一種または二種）、その他貸与型奨学金の貸与を受けている方

■申込期限

第１回 令和4年7月1日 第2回 令和4年10月7日 第3回 令和5年1月20日

■ご提出先/問合せ先

〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1丁目1番地
和歌山県 商工観光労働部 労働政策課 （担当 前田）
TEL 073-441-2805 MAIL:e0606003@pref.wakayama.lg.jp
https://www.wakayama-uiturn.jp/shogakukinjosei

※申請様式を「UIわかやま就職ガイド」ＨＰから
ダウンロードし、左記まで郵送によりご提出ください。

UIわかやま就職ガイド
HPを検索！



■手続きの流れ

製造業･情報通信業の対象企業

⑥助成金の1/２

を支払い

⑦助成金交付

④企業研究理工系・情報系・
農学系 ･薬学系の学生

奨学金
貸与機関

貸与 返還

⑤就職・定着（3年勤務）

Q1 和歌山県出身者以外でも対象になりますか？

A１ 対象となります。

Q２ 交付対象者となった場合、必ず参画企業に就職しなければなりませんか？

A２ 必ず参画企業に就職しなければならないものではありませんが、その場合、奨学金の返還助成

を受けることはできません。

Q３ 交付対象者となった場合、必ず助成金はもらえますか？

A３ 対象企業毎に助成する人数枠に上限があるため、必ずもらえるとは限りません。

人数枠の上限については県労働政策課HPをご覧ください。

※返還必要額が100万円未満の場合は、返還必要額

を貸与機関に支払い、残りは本人に支払います。

■対象企業（46社）
【化学工業】

小西化学工業（株）［和歌山市］

剤盛堂薬品（株）［和歌山市］

新中村化学工業（株）［和歌山市］

セイカ（株） ［和歌山市］

三木理研工業（株）［和歌山市］

紀陽除虫菊（株）［海南市］

日進化学（株）［橋本市、かつらぎ町］

（株）スミロン ［日高川町］

【金属製品製造業】

(株)湊組[和歌山市]

(株)豊工業所[和歌山市]

小川工業（株）［橋本市］

紀州ファスナー工業(株)[御坊市]

協和プレス工業（株）［紀の川市］

竹島鉄工建設（株）［有田川町］

（株）ＮＴＮ紀南製作所［上富田町］

【業務用機械器具製造業】

紀州技研工業（株）［和歌山市］

(株)畑山製衡所［和歌山市］

桝谷精工(株)[和歌山市]

木本産業（株）［有田市］

ＴＫＬＣ（株）［有田市］

デュプロ精工（株）［紀の川市］

（株）メイワ［紀の川市］

【生産用機械器具製造業】

クインライト電子精工（株）［和歌山市］

（株）島精機製作所［和歌山市］

匠技研（株）［和歌山市］

ヨシダエルシス(株)[御坊市]

金剛ダイス工業（株）［紀美野町］

アイエムティー（株）［印南町］
【情報サービス業】

（株）サイバーリンクス［和歌山市］

バルトソフトウェア（株）［和歌山市］

（株）ＢＥＥ［和歌山市］

（株）Link-U［和歌山市］

（株）スマートインサイト［海南市］

（株）五大オーエー［田辺市］

【輸送用機械器具製造業】

MES由良ドック（株）［由良町］

【食料品製造業】

中野ＢＣ（株）［海南市］

中田食品(株)[田辺市]

【電気機械器具製造業】

大木電機工業(株)[和歌山市]

太洋工業（株）［和歌山市］

阪和電子工業（株）［和歌山市］

４Ｄセンサー（株）［和歌山市］

【その他製造業】

（株）ホタニ［紀美野町］

【印刷・同関連業】

溝端紙工印刷(株)[かつらぎ町]

（株）マージネット［上富田町］

※最新の参画企業一覧は和歌山県労働政策課

ホームページでご確認ください。

■よくある質問

和歌山県中核産業人材確保のための奨学金返還制度の費用の一部は、ふるさと和歌山応援寄附（ふるさと納税）
により賄われる予定です。

【電子部品製造業】

和歌山太陽誘電（株）［印南町］

【繊維工業】

貴志川工業（株）［紀の川市］
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