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様式第七号（第三十五条の五、第三十五条の八関係）（第 1面） 

 

認  定 

実施計画    申請書 

変更認定 

 

実施計画変更届書 

 

平成 20 年 月 日 

厚生労働大臣 殿 

 

   申請者 事業主の氏名又は名称 ○○法人○○会（雇用保険を掛けてい

る事業所名） 

 

       （法人の場合）代表者の氏名  事業所代表者の役職 ○○ ○

○  印 

       住所   ○○県○○市○○町○丁目○号○番地 

       電話番号 ○○○－○○○－○○○○ 

 

１ 職業能力開発促進法第 26 条の３第 1項の認定を受けたいので、下記のとお

り申請します。 

２ 職業能力開発促進法第 26 条の４第 1項の変更認定を受けたいので、下記の

とおり申請します。 

３ 職業能力開発促進法施行規則第 35 条の 8第 3項の軽微な変更について、下

記のとおり届出をします。 

 

記 

第１ 実習併用職業訓練の概要 

 （1）実習併用職業訓練の概要 

   ①実習併用職業訓練の期間 

    平成 21 年 4 月 1 日 ～ 平成 21 年 9 月 30 日 

   ②実習併用職業訓練を行う上で必要となる実習及び講習を実施する期間 

    平成 年  月  日 ～ 平成 年  月  日 

   ③実習併用職業訓練並びにこれを行う上で必要となる実習及び講習の総

時間数 

    ６３０時間 

（2）実習等の概要 

   ①実習等を実施する事業所の名称 

    ○○法人○○会 介護老人保健施設○○○○○○ 

   ②実習等を実施する事業所の所在地 

    ○○県○○市○○町○丁目○号○番地 

   ③実習等を実施する事業所の電話番号 

    ○○○－○○○－○○○○ 
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様式第七号（第三十五条の五、第三十五条の八関係）（第２面） 

   ④実習等の時間数 

    ア）業務の遂行の課程内で行われる職業訓練の時間数：４９０時間 

    イ）ア）を行う上で必要となる実習の時間数：   時間 

（3）座学等の概要 

   ①座学等を実施する教育訓練機関の名称 

ア）○○法人○○○○○ 

   ②座学等を実施する教育訓練機関の所在地 

ア）○○県○○市○○町○丁目○号○番地 

   ③座学等を実施する教育訓練機関の電話番号 

ア）○○○－○○○－○○○○ 

   ④座学等の時間数 

    ア）職業能力開発促進法第十条の二第二項各号に掲げる職業訓練 

又は教育訓練の時間数：１３０時間 

    イ）ア）を行う上で必要となる実習及び講習の時間数：   時間 

 

第２ 実習併用職業訓練の対象者（第３面記載すること。） 

      第３面のとおり。 

 

第３ 職業能力の評価の方法 
 （1）ホームヘルパー２級の取得（ＯＦＦ－ＪＴ） 
 （2）ジョブカード〔評価シート〕をもって評価する。（ＯＪＴ） 
 
第４ 訓練を担当する者 
 （1）訓練を担当する者の氏名 
   ○○ ○○（介護老人保健施設○○○○ 役職○○○） 
 （2）連絡先電話番号 
   ○○○－○○○－○○○○ 

 

第５ 備考 
以上 
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様式第七号（第三十五条の五、第三十五条の八関係）　（第３面）

実習併用職業訓練の対象者氏名 生年月日 年　齢

年　　　月　　　日生 　　　　　　歳

年　　　月　　　日生 　　　　　　歳

年　　　月　　　日生 　　　　　　歳

年　　　月　　　日生 　　　　　　歳

年　　　月　　　日生 　　　　　　歳

年　　　月　　　日生 　　　　　　歳

年　　　月　　　日生 　　　　　　歳

年　　　月　　　日生 　　　　　　歳

年　　　月　　　日生 　　　　　　歳

年　　　月　　　日生 　　　　　　歳

年　　　月　　　日生 　　　　　　歳

年　　　月　　　日生 　　　　　　歳
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実践型人材養成システム実施計画 

 

１ 訓練コース名 介護老人保健施設介護職員養成コース 

 

２ 教育訓練実施機関 実習等（ＯＪＴ）○○法人○○会介護老人保健施設○

○○○ 

              （ＯＦＦ-ＪＴ）○○法人○○○○○ 

３ 教育訓練期間 平成 21 年 4 月 1 日～平成 21 年 9 月 30 日 

 

４ 教育訓練時間 ６２０時間  うちＯＪＴ    ４９０時間 

                  ＯＦＦ-ＪＴ １３０時間 

 

５ 訓練対象者  人 

 

６ 教育訓練目標 

  介護老人保健施設において介護サービスを提供する際に、従事者に必要な

基礎知識と技能を習得させ、将来、当施設の介護における中核となる人物を

育成する。 

 

７ 座学等及び実習等で習得する技能並びにこれに関する知識又は職務の範囲 

  座学等により介護技術に係るホームヘルパー２級を習得しうる基本的技能

及び知識を習得し、その上にたって、介護老人保健施設で提供する介護サー

ビスに係る実践的な技能及び知識を習得する。 

 

８ 教育訓練カリキュラム 

  別添１のとおり 

 

９ 訓練計画予定 

  別添２のとおり 

 

10 職業能力の評価の方法 

  ホームヘルパー２級の取得及びジョブカード〔評価シート〕（評価の出所：

実践型人材養成システム普及のための地域モデル事業により作成した評価基

準） 

作成担当 社団法人全国老人保健施設協会 常務理事 平川博之 

○○法人○○○○○ 役職○○○ 氏名○○ ○○  
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※有期実習型訓練においても同様の書式で作成することができる。
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※有期実習型訓練においても同様の書式で作成することができる。
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※有期実習型訓練においても同様の書式で作成することができる。
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※有期実習型訓練においても同様の書式で作成することができる。
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※有期実習型訓練においても同様の書式で作成することができる。
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■有期実習型訓練の各種書類 

 「ＯＪＴ日誌」、「実習日誌」、「訓練計画予定表」、「教育訓練カリキュラム」、「ＯＪＴカ

リキュラム」については、実践型人材養成システムと同様の書類で作成することができる

ため、ここでは省略をしました。 

 

雇入通知書 
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雇入変更通知書 
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（４）ジョブ･カード制度の概要 

 

 ここでは、能力評価票の一例として紹介したジョブ・カード制度の概要を説明します。 

「（３）能力評価票（144 ページ）」で先述のように、ジョブ・カードとは、職務経歴や学習

歴・訓練歴などの６種類のシートで構成されるもので、施設としては、人材を育成するた

めの職業訓練で活用できるツールといえます。  

また、ジョブ・カードは、公的書類の一部とみなされますので、ジョブ・カード制度を

活用して職業訓練を終了し、一定の要件を満たす場合には、国の助成制度を活用できます。 

 

①ジョブ・カード制度とは 

 ジョブ・カード制度とは、正社員としての経験が少ない求職者と求人企業をマッチング

させる国の制度です。スタートから２年余が経過し、中小企業にとっては、人材の育成・

確保を図る有効な支援策となっています。 

 正社員としての経験が少ない求職者などが、ハローワークなどで登録キャリア・コンサ

ルタントの支援によって企業や教育訓練機関等での有期実習型などの職業訓練を受講し、

そこでの能力評価や職務経歴、取得資格などの情報をまとめてジョブ・カードに記載する

ことによって、自らの職業能力を客観的、具体的に提示し、求人企業とのマッチングを促

進するものです。 

 ジョブ・カード制度における有期実習型訓練では、有期雇用契約（または期間を定めな

い雇用契約も可）のもとで、求人企業が自社のニーズにマッチした実習（OJT）と教育訓練

機関などでの座学（OFF‐JT）を組み合わせた職業訓練を実施します。企業としては、職業

訓練の期間（３ヵ月超６ヵ月以下）を通じて求職者の適性を判断したうえ、正社員として

継続雇用できるので、必要とする人材の採用に役立ちます。また、一定の要件を満たす場

合は、国からのキャリア形成促進助成金や若年者等正規雇用化特別奨励金を受けられます。 
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②ジョブ・カード制度を活用する企業のメリット 

・自社での実習を通じて求職者の職業能力を高めることにより、即戦力の人材を確保で

きます。 

・自社のニーズに応じた人材育成と評価ができるので、採用時のミスマッチのリスクを

軽減できます。 

・自社のアルバイトやパート等を正社員として登用するときにも活用できます。 

・助成金を活用することにより、企業研修に係るコスト負担を軽減できます。 

・人材育成・能力開発に積極的な企業であることをＰＲできます。 

 

③地域ジョブ・カードセンターのご案内 

 ジョブ・カード制度の普及促進を図るため、日本商工会議所では、厚生労働省からの委

託を受けて、中央ジョブ・カードセンターを設置するとともに、47 ヵ所の都道府県庁所在

地商工会議所等に地域ジョブ・カードセンター、それを側面から支援する 87 ヵ所の地域ジ

ョブ・カードサポートセンターを設置しています。 

 地域ジョブ・カードセンターと地域ジョブ・カードサポートセンターでは、ジョブ・カ

ード制度の活用を希望する企業に対し、有期実習型などの職業訓練に結びつけられるよう、

訓練実施計画の作成や助成金の申請に向けた準備等のお手伝いをしています。 

 平成 21 年度に地域ジョブ・カードセンターまたは地域ジョブ・カードサポートセンター

を設置した商工会議所は、以下のとおりです。詳細は、日本商工会議所のジョブ・カード

事業のホームページ（http://www.jc-center.jp/）をご参照ください。 

 

■全国のジョブ・カードセンター、サポートセンター一覧 

 

 

 

北海道
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター
地域ジョブ・カード 函館商工会議所 北海道函館市若松町7－15 0138-23-1181
サポートセンター 旭川商工会議所 北海道旭川市常盤通1丁目 0166-22-8411

北海道釧路市大町1－1－1
道東経済センタービル

青森
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター
地域ジョブ・カード
サポートセンター

岩手
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター
地域ジョブ・カード 宮古商工会議所 岩手県宮古市保久田7－25 0193-65-6066
サポートセンター 北上商工会議所 岩手県北上市青柳町2－1－8 0197-65-4211

017-734-1311

019-624-6091

011-231-1506

0154-41-4141

0178-43-5111

盛岡商工会議所 岩手県盛岡市清水町14－12

札幌商工会議所 北海道札幌市中央区北1条西2丁目

青森商工会議所 青森県青森市橋本2－2－17

釧路商工会議所

八戸商工会議所 青森県八戸市堀端町2－3
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宮城
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター

秋田
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター
地域ジョブ・カード 大館商工会議所 秋田県大館市御成町2－8－14 0186-43-0255
サポートセンター 横手商工会議所 秋田県横手市大町7－18 0182-32-1170

山形
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター
地域ジョブ・カード 鶴岡商工会議所 山形県鶴岡市馬場町11－63 0235-24-7711
サポートセンター 米沢商工会議所 山形県米沢市中央4－1－30 0238-21-5111

天童商工会議所 山形県天童市老野森1－3－28 023-654-3511

福島
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード 福島県福島市三河南町1－20
センター コラッセふくしま8階

福島商工会議所内
地域ジョブ・カード 会津若松商工会議所 福島県会津若松市南千石町6－5 0242-36-5586
サポートセンター 白河商工会議所 福島県白河市大手町5-12 0248-23-3101

新潟
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード 新潟県商工会議所 新潟県新潟市中央区
センター 連合会 上大川前通7番町1243番地

新潟商工会議所中央会館6階
地域ジョブ・カード 上越商工会議所 新潟県上越市新光町1－10－20 025-525-1185
サポートセンター 新潟県長岡市坂之上町2－1－1

（長岡商工会議所内）

富山
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター

石川
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター

長野
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード 長野県松本市和田南西原4010-27 0263-50-8260
センター まつもと工業支援センター内 　　　　　　　-8261
地域ジョブ・カード
サポートセンター

茨城
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード 茨城県水戸市桜川2－2－35
センター 茨城県産業会館2階
地域ジョブ・カード
サポートセンター

026-227-2428

029-224-1101

0296-33-3118

023-615-4644

024-536-5570

025-223-6273

0258-32-4500

022-212-4777

018-863-9123

水戸商工会議所

結城商工会議所 茨城県結城市大字結城531

松本商工会議所

長野商工会議所 長野県長野市七瀬中町276

金沢商工会議所 石川県金沢市尾山町9－13

富山商工会議所 富山県富山市総曲輪2－1－3 076-423-7050

長岡商工会議所

076-216-5567

福島商工会議所

山形商工会議所 山形県山形市七日町3－1－9

秋田商工会議所 秋田県秋田市旭北錦町1－47

仙台商工会議所 宮城県仙台市青葉区本町2－16－12
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栃木
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード 栃木県宇都宮市中央3－1－4
センター 宇都宮商工会議所内
地域ジョブ・カード
サポートセンター

群馬
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター
地域ジョブ・カード 群馬県館林市大手町10－1
サポートセンター （館林市産業振興センター内）

伊勢崎商工会議所 群馬県伊勢崎市昭和町3919 0270-21-6766
太田商工会議所 群馬県太田市浜町3－6 0276-45-2121
藤岡商工会議所 群馬県藤岡市藤岡853－1 0274-22-1230

埼玉
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード 埼玉県商工会議所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1－7－5
センター 連合会 ソニックシティビル7階
地域ジョブ・カード 本庄商工会議所 埼玉県本庄市朝日町3丁目1番35号 0495-71-4324
サポートセンター 埼玉県春日部市粕壁東1－20－28

（春日部市商工振興センター内）

千葉
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター
地域ジョブ・カード 船橋商工会議所 千葉県船橋市本町1－10－10 047-435-8211
サポートセンター 柏商工会議所 千葉県柏市東上町7－18 04-7162-3311

東京
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター
地域ジョブ・カード 八王子商工会議所 東京都八王子市大横町11－1 042-623-6311
サポートセンター 東京都立川市曙町2－38－5

立川ビジネスセンタービル12階
町田商工会議所 東京都町田市原町田3－3－22 042-722-5957

神奈川
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター
地域ジョブ・カード 神奈川県横浜市中区山下町2
サポートセンター 産業貿易センタービル8F

川崎商工会議所 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－2 044-233-0071
平塚商工会議所 神奈川県平塚市松風町2－10 0463-22-2700

神奈川県藤沢市湘南台1－10－6
カルチャー湘南台ビル4F
藤沢商工会議所湘南台支所内

厚木商工会議所 神奈川県厚木市栄町1－16－15 046-221-2155
神奈川県相模原市中央3－12－3
相模原商工会館内

海老名商工会議所 神奈川県海老名市上郷485－2 046-231-5865

046-823-2588

045-671-0133

0466-44-9251

042-753-8136

048-763-1122

043-227-2660

03-3283-7780

042-527-2700

0284-21-1354

027-233-7123

0276-60-4789

048-647-4115

028-601-8039

相模原商工会議所

横浜商工会議所

藤沢商工会議所

立川商工会議所

横須賀商工会議所 神奈川県横須賀市平成町2－14－4

東京商工会議所 東京都千代田区丸の内3－2－2

春日部商工会議所

千葉商工会議所 千葉県千葉市中央区中央2－5－1

館林商工会議所

前橋商工会議所 群馬県前橋市日吉町1－8－1

宇都宮商工会議所

足利商工会議所 栃木県足利市通3－2757
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山梨
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター

静岡
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター
地域ジョブ・カード 浜松商工会議所 静岡県浜松市中区東伊場2－7－1 053-452-1113
サポートセンター 沼津商工会議所 静岡県沼津市御幸町14－5 055-931-1111

岐阜
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター
地域ジョブ・カード 大垣商工会議所 岐阜県大垣市旭町6－3 0584-78-9111
サポートセンター 羽島商工会議所 岐阜県羽島市竹鼻町2635番地 058-392-9664

愛知
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター
地域ジョブ・カード 岡崎商工会議所 愛知県岡崎市竜美南1－2 0564-53-6522
サポートセンター 半田商工会議所 愛知県半田市銀座本町1－1－1 0569-21-0311

春日井商工会議所 愛知県春日井市鳥居松町5－45 0568-81-4141
豊川商工会議所 愛知県豊川市豊川町辺通4-4 0533-86-4101

三重
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター
地域ジョブ・カード 津商工会議所 三重県津市丸之内29－14 059-228-9141
サポートセンター 三重県伊賀市上野丸之内36－1

上野産業会館2階

福井
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター
地域ジョブ・カード 武生商工会議所 福井県越前市塚町101 0778-23-2020
サポートセンター 大野商工会議所 福井県大野市元町12－11 0779-66-1230

小浜商工会議所 福井県小浜市大手町5－32 0770-53-4510

滋賀
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード 滋賀県商工会議所 滋賀県大津市打出浜2番9号
センター 連合会 SKホール2F
地域ジョブ・カード
サポートセンター

京都
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード 京都府京都市南区東九条下殿田町70
センター 京都テルサ西館3階
地域ジョブ・カード
サポートセンター

059-351-7366

0595-21-0527

0770-20-1114

075-692-3413

055-233-3225

054-653-0750

058-264-2245

052-220-0018

京都商工会議所

福知山商工会議所 京都府福知山市字中ノ27

077-521-4711

長浜商工会議所 滋賀県長浜市高田町10－1 0749-64-3001

0773-22-2108

上野商工会議所

敦賀商工会議所 福井県敦賀市神楽町2－1－4

四日市商工会議所 三重県四日市市諏訪町2番5号

名古屋商工会議所 愛知県名古屋市中区栄2－10－19

岐阜商工会議所 岐阜県岐阜市神田町2－2

静岡商工会議所 静岡県静岡市葵区黒金町20－8

甲府商工会議所 山梨県甲府市相生2－2－17
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大阪
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター
地域ジョブ・カード 茨木商工会議所 大阪府茨木市上中条1－9－20 072-623-6656
サポートセンター 豊中商工会議所 大阪府豊中市岡町北1－1－2 06-6845-8004

大阪府枚方市車塚1－1－1
輝きプラザ6階

兵庫
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター

奈良
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター

和歌山
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード 和歌山県和歌山市西汀丁36
センター 和歌山商工会議所ビル内
地域ジョブ・カード
サポートセンター

鳥取
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード 鳥取県鳥取市本町3－201
センター 鳥取産業会館・鳥取商工会議所ビル2F
地域ジョブ・カード
サポートセンター

島根
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード 島根県松江市母衣町55－4
センター 松江商工会議所ビル5階
地域ジョブ・カード
サポートセンター

岡山
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード 岡山県岡山市北区厚生町3－1－15
センター 岡山商工会議所ビル5階
地域ジョブ・カード 倉敷商工会議所 岡山県倉敷市白楽町249－5 086-436-8284
サポートセンター 津山商工会議所 岡山県津山市山下30－9 0868-22-3141

広島
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター
地域ジョブ・カード 広島県呉市宝町1－10
サポートセンター 呉市交通局本庁舎4階

福山商工会議所 広島県福山市西町2－10－1 084-923-0301
大竹商工会議所 広島県大竹市油見3－18－11 0827-28-0533

0823-21-0151

0852-59-9420

0853-25-3707

086-239-1160

082-222-6658

073-421-3113

0737-83-4786

0857-30-1351

0859-22-5131

06-6944-6495

072-868-0119

078-303-6131

0742-95-7100

呉商工会議所

岡山商工会議所

広島商工会議所 広島県広島市中区基町5－44

松江商工会議所

出雲商工会議所 島根県出雲市大津町1131－1

鳥取商工会議所

米子商工会議所 鳥取県米子市加茂町2-204

和歌山商工会議所

紀州有田商工会議所 和歌山県有田市箕島33－1

奈良商工会議所 奈良県奈良市登大路町36－2

北大阪商工会議所

神戸商工会議所 兵庫県神戸市中央区港島中町6－1

大阪商工会議所 大阪府大阪市中央区本町橋2－8
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山口
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード 山口県商工会議所 山口県下関市南部町21－19
センター 連合会 下関商工会館内
地域ジョブ・カード 宇部商工会議所 山口県宇部市松山町1－16－18 0836-31-0251
サポートセンター 山口商工会議所 山口県山口市中央4－5－16 083-902-3350

徳山商工会議所 山口県周南市栄町2－15 0834-21-7896
岩国商工会議所 山口県岩国市今津町1－18－1 0827-21-4201

徳島
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード 徳島県徳島市西新町2－5
センター 徳島経済センター4階
地域ジョブ・カード 鳴門商工会議所 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜165－10 088-685-3748
サポートセンター 小松島商工会議所 徳島県小松島市小松島町字新港36 050-2024-4646

吉野川商工会議所 徳島県吉野川市鴨島町鴨島169－1 0883-24-2274
阿南商工会議所 徳島県阿南市富岡町今福寺34－4 0884-22-2301
阿波池田商工会議所 徳島県三好市池田町マチ2191-1 0883-72-0143

香川
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター
地域ジョブ・カード
サポートセンター

愛媛
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター
地域ジョブ・カード
サポートセンター

高知
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター
地域ジョブ・カード 安芸商工会議所 高知県安芸市本町3－11－5 0887-34-1311
サポートセンター 須崎商工会議所 高知県須崎市西糺町4－18 0889-42-2575

土佐清水商工会議所 高知県土佐清水市寿町11－16 0880-82-0279

福岡
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード
センター
地域ジョブ・カード 久留米商工会議所 福岡県久留米市城南町15－5 0942-33-0251
サポートセンター 福岡県北九州市小倉北区紺屋町13－1

毎日西部会館2階
飯塚商工会議所 福岡県飯塚市吉原町6－12 0948-28-9911
直方商工会議所 福岡県直方市殿町7-50 0949-22-5500

佐賀
地域 住所 電話番号

地域ジョブ・カード 佐賀県佐賀市松原1－2－35
センター 佐賀商工会議所内2階
地域ジョブ・カード
サポートセンター

092-401-3070

093-541-0182

0952-27-9870

0954-63-3511

0877-33-1323

089-941-5123

0897-33-5581

088-875-1270

083-242-5581

088-677-5800

087-811-3681

鹿島商工会議所 佐賀県鹿島市大字高津原4296－41

北九州商工会議所

佐賀商工会議所

福岡商工会議所 福岡県福岡市博多区博多駅前2－9－28

高知商工会議所 高知県高知市本町1－6－24

新居浜商工会議所 愛媛県新居浜市一宮町2－4－8

松山商工会議所 愛媛県松山市大手町2－5－7

多度津商工会議所 香川県仲多度郡多度津町東浜6－30

徳島商工会議所

高松商工会議所 香川県高松市番町2－2－2




