
⑧雇用保険の
加入(予定）

⑨A型事業
所利用者

⑩定着支援事
業所利用者

あり・なし 該当・非該当 該当・非該当

区分

⑲支援の回
数・頻度等

平成　　年　　月　　日 障害者職業センター所長印

　　　　　訪問型職場適応援助者支援計画書 (様式第２号）
（R01.10）

法人名：　○○法人　○○　　　　　　　（作成者名：　○○　○○　）
〔平成　 **　年　 *　月　 **　日作成　・　平成　　　年　　月　　　日変更〕

①支援対象労働者 **　** （続柄）
②保護者名

（本人以外で連絡が取れる方）

障害名 精神障害
あり（精神障害者保健福祉手帳３級）／ なし

支援対象事業主
（支援対象労働者

雇用事業所）
株式会社****

支援対象労働者
勤務先事業所

（同左の場合記載不要）

****

手帳の有無
診断書の有無（統合失調症、そううつ病、て

んかんの場合のみ） 診断書あり　／　なし

〔集中支援期〕　　　　平成　 **　年　　４月　１日　　～　平成　** 年　５月　１４日

〔移行支援期〕　　　　平成  **  年　  ５月１５日　　～　平成 　** 年　６月　３０日

④職場適応援助者 **　**、**　** ⑤事業管理者 **　** ⑥支援計画策定
に要した時間数 15 時間

⑦支援期間

　　　　　平成 ** 年　４月　１日　　　～　　　平成 ** 年　６月　３０日　　〔　３か月〕

　（うち雇用前支援：　　　　　年　　　　月　　　　日　　～　　　年　　　　月　　　日(雇入予定日　　　　年　　月　　日））

⑱関係機
関への協
力要請事

項

【**公共職業安定所】
事業主に対して、必要に応じて雇用援護制度等、障害者雇用に関する情報提供をお願いします。
【**病院】
必要に応じて職場での支援状況について情報共有を行います。体調面について、医療的な助言をお願いします。
【**支援センター】
ジョブコーチ支援期間中は、就業後に**での面談（週１回）を予定してます。職場での状況、面談での状況については、随時
情報共有し、必要な対応をお願いします。

集中支援期　最大週　　３回
移行支援期　最大週　　２回

対
象
労
働
者
支
援

⑫
○体調管理に係る助言

⑬
○体調の変化に対処するため、「体調管理表」を導入し、職場訪問時に確
認し、不調時には対処方法について助言します。休み明けに精神的に不
調になりやすい傾向がありますので、当面は月曜日を中心に職場訪問を
行う予定です。

○不安の軽減、安心感の向上のための相談 ○安心して仕事に取り組めるように、ジョブコーチが訪問時に面談を行
い、人間関係や職務等における困りごとについて相談します。課題が見ら
れた際には必要に応じて指導担当者と相談しながら解決に向けた助言を
行います。

事
業
主
支
援

⑭
○ご本人との接し方や不調時の対応についての
助言

⑮
○ジョブコーチ訪問時に、指導担当者の方に就業の状況について聞き取
りを行います。なお、不調の兆し(疲労、眠れない、普段できていることへの
意欲がわかない等)がみられる場合には、休息や通院の促し等について
具体的にジョブコーチが助言しますので、その旨を本人に伝えていただく
ようお願いします。

○相談体制の構築 ○ご本人の安心感向上のため、指導担当者との定期的な相談の実施を
お願いします。相談にはジョブコーチも同席し、体調の確認等を一緒に行
います。頻度は１週間に１回から始め、徐々に適当な頻度を検討します。

家
族
支
援

⑯生活面の支援機関と事業主との連携 ⑰生活面の変化や課題等が勤務に影響する場合、生活面の支援機関と
事業主との連携・連絡体制の構築について助言・援助します。

職場環境
作業内容

［職務内容］品出し、清掃等
［勤務時間］9:00　～　15:00（休憩60分）
［休　　　日］土、日曜日
［指導担当］**様

⑪週(予定）所定労働時間

２５時間／週
支援事項（支援ポイント） 支援計画（内容・方法等）

⑳その他 ジョブコーチ支援期間中は、２回ケース会議を行います。

（※）支援計画の開始日前５年間に障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援助コース）のうち訪問型職場適応援助に係る支給を受けたことがない事業主が訪問型職場適応援助を行う場合
は、当該訪問型職場適応援助を行う訪問型職場適応援助者に、職場適応援助者としての経験を十分に有する者として障害者職業センターが指定する配置型職場適応援助者とペア支援を行
うことが、要件となります。配置型職場適応援助者とペア支援を行う場合、障害者職業センターが支援計画書を作成しますので、障害者職業センターとあらかじめよくご相談ください。

本支援計画を承認します。
なお、本支援計画を実施することとしている事業主に
ついては、障害者の就労支援について十分な経験が
あると認められることから、ペア支援は不要と認めま
す。

支援対象労働者本人の同意があれば不要



【記載する上での留意事項】

①支援対象労働者、⑧雇用保険の加入（予定）、⑪週(予定）所定労働時間

　・支援対象労働者は、以下の要件を満たしているか確認の上記載する。

　　(ｱ)雇用保険に加入している者、又は支援開始日から２か月以内に雇用保険に加入することが確実な者

　　(ｲ)精神障害者又は発達障害者であって、雇用保険の適用事業所に週１５時間以上で雇用されている者、又は、支援開始日から２か月以内に

   　　 雇用保険の適用事業所に雇用されることが確実である者

②保護者名

　・必要に応じて、親権を行う者、配偶者、後見人等を記載する。

　※記載は必須ではないこと。

③障害名

　・以下のいずれかに該当する障害名を記載する。

　 (ｱ)障害者雇用促進法上の「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」⇒「身体障害」「知的障害」「精神障害」

　 (ｲ)発達障害者支援法に規定する「発達障害者」⇒「発達障害」

　 (ｳ)「難治性疾患」を有する者（雇用関係助成金のご案内参照）⇒「難病」

　 (ｴ)脳の機能的損傷に基づく精神障害である「高次脳機能障害」であると診断された者⇒「高次脳機能障害」

　 (ｵ)上記以外の障害者であって地域障害者職業センターが職業リハビリテーション計画の中で職場適応援助が必要であると認めた者⇒「その他」

④職場適応援助者

　・原則として、複数名の支援体制とする。

⑤事業管理者

　・事業の実施に係る調整・総括に関する業務を担う職場適応援助者を管理する者（職場適応援助者との兼任で差し支えない）。

⑥支援計画策定に要した時間数

　・活動日数は４日（４時間未満の支援の場合は１／２日。以下同じ。）までとし、うち少なくとも１日は支援にかかる事業所を訪問すること。

 　なお、時間数は様式第９号「支援対象労働者名簿」の合計時間数を記載すること。

⑦支援期間、⑲支援の回数・頻度等

　・集中支援期:支援計画の課題改善を集中的に行う期間、移行支援期:支援の主体を職場適応援助者から事業所内の支援体制に移行する期間

　・支援期間は「集中支援期」及び「移行支援期」を合わせて１か月以上８か月の範囲内（標準２～３か月）。

　・支援の回数・頻度はそれぞれの時期における最大週何回の支援を予定するかを明確に記載する。

　※支援対象労働者と事業主と協議の上、必要な支援内容（障害特性、労働環境）、その他諸条件を考慮した期間及び支援頻度を記載する。

⑨A型事業所利用者

　　 該当・・支援対象事業主がＡ型事業所であり、かつ、支援対象労働者が障害者総合支援法に基づく福祉サービスの利用者

　非該当・・支援対象事業主がＡ型事業所ではない、又は、支援対象事業主がＡ型事業所であって、労働者が施設職員として勤務している利用者

　※「該当」の場合は障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援助コース）の対象にはならないこと。

⑩就労定着支援事業所利用者

　　 該当・・支援対象労働者が障害者総合支援法に基づく就労定着支援事業所の利用者である場合（予定されている場合も含む）

　非該当・・支援対象労働者が障害者総合支援法に基づく就労定着支援事業所の利用者でない場合

⑫対象労働者支援（支援事項（支援ポイント））

　・（支援対象労働者の）アセスメントを踏まえ、支援対象労働者の就職又は職場適応上の課題を記載する。

 　（例）　人間関係及び職場内コミュニケーションに関する事項、基本的労働習慣に関する事項、職務遂行に関する事項、体調面に関する事項 等

⑬対象労働者支援（支援計画（内容・方法等））

　・⑫の支援事項に基づき、課題の改善を行うため、実際にジョブコーチが行う支援の内容について具体的に記載する。

⑭事業主支援（支援事項（支援ポイント））

　・（支援対象労働者の職務及び職場環境の）アセスメントを踏まえ、支援対象労働者の職場適応に必要な助言や改善について記載する。

　 （例）　障害に係る知識に関する事項、職務内容の設定に関する事項、職務遂行に係る指導方法に関する事項、体調管理に関する事項　等

⑮事業主支援（支援計画（内容・方法等））

　・⑭の支援事項に基づき、実際にジョブコーチが行う支援の内容について具体的に記載する。

⑯家族支援（支援事項（支援ポイント）

　・支援対象者の職業生活を支えるための助言を記載する。

　（例）　障害に係る知識に関する事項、職業生活を支えるために必要な知識及び家族での支援体制に関する事項、事業主との連絡及び連携

　　　　　体制の確立に関する事項　等

⑰家族支援（支援計画（内容・方法等））

　・⑯の支援事項に基づき、安定した職業生活を送るため、実際にジョブコーチが行う支援の内容について具体的に記載する。

⑱関係機関への協力要請事項

　・協力が必要な関係機関名と協力要請する内容について具体的に記載する。

⑳その他

　・その他必要な連絡事項等があれば記載する。

【地域障害者職業センターにおける支援計画書の承認】

　地域障害者職業センターは以下の観点から確認を行う

　 （イ）支援期間の設定の妥当性

 　（ロ）集中支援期及び移行支援期の設定の妥当性

　 （ハ）支援体制の適切性

 　（ニ）障害特性への配慮の有無

　 （ホ）職場環境、作業内容等の十分な把握

 　（ヘ）ナチュラルサポートの形成へ向けた事業主支援の検討の有無

　 （ト）支援事項、支援の内容・方法等の設定の適切性

 　（チ）支援の回数・頻度の明確な記述とその適切性

　 （リ）その他適切な支援の実施に必要な事項

　※「該当」の場合で、就労定着支援事業所又は当該就労定着支援事業所を運営する同一の法人内の他の事業所に配置されている訪問型職場適応援助者が利用者
に対して、支援を実施した月について自立支援給付費を申請する場合は、障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援助コース）の対象にはならないこと。



（様式第６－１号訪・様式第７号訪） （H31.4）

　　　　令和*年度

担当者

①　氏名： EF 花子 生年月日： H*.**.**

****-******-*

②　氏名： 生年月日：

上記の内容の受給資格認定申請書について認定しましたので通知します。

　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　～　　　　　　　　　　年　　   　　月　　　　　　日

労働局長 印

事業主
又は代理人

住所　　東京都文京区○○１－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                    　　　　　　　電話番号　　03-****-****
.

名称　　社会福祉法人○○福祉会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                   　　　　　　　　　　　　　　　.

氏名　　理事長　AB　一郎　　　　　　　                                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記名押印又は署名）

事業主又は
社会保険労務士
（提出代行者・
事務代理者の

表示）

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                    　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　  　.

名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                   　　　　　　　　　　　　　　　.

氏名　　　　　　　　　　　　                                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記名押印又は署名）

障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援助コース）受給資格認定（変更）申請書・認定通知書

（訪問型職場適応援助）

　　令和*年度において、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センターが作成又は承認した訪問型職場適応援助計画に沿って訪問型職場適応援助を無償で実
施することを希望しますので、以下のとおり提出します。なお、本助成金の対象となる訪問型職場適応援助については、支援対象労働者・支援対象労働者を雇用する企業を含むい
ずれからもこれにかかる費用を徴収しません。
　本票の記載事項及び関連して提出する書類等については、いずれにも相違ありません。虚偽の申し立てがあると安定所（労働局）が判断した場合には、支給を受けた金額を速や
かに返還することに同意します。また、記載事項に係る確認を安定所（労働局）が行う場合は協力します。

　　　　　　　　　　　　東京労働局長　殿 　　令和*年　　*月　　**日

（　　　　　　　　　　　　　飯田橋公共職業安定所長　殿）

有り　・　無し

（時期・期間・従事した法人名・業務の具体的内容を記載） 国等の委託事業費から人件費の一部又は補助金等
から人件費の全部が払われているか

　　いる　・　いない

職場適応援助者のための支援スキル向上研修修了者であるか

※　申請者が代理人の場合、上欄代理人の記名押印等を、下欄に助成金の支給に係る事業主の住所、名称及び氏名の記入（押印不要）を、申請者が社会保険労務士法施行規則第１６条第２項に規定する提出代行者又は同則第１６条の
３に規定する事務代理者の場合、上欄に事業主の記名押印等を、下欄に申請者の記名押印等をしてください。

申請に係る
事業所

住所　　東京都文京区〇〇１－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                    　　　　　　　　　　　　　電話番号　　03-****-****
.

名称　　〇〇北障害者就業・生活支援センター　　　　　　　　　　　　　　　　                                                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

   氏名　　　　　CD　二郎                                   　　　　　　　　電話　　　03-****-****　　　　　　　　   　　　FAX　　　03-****-****            　　　　　　　　メールアドレス　　　****.****＠***.or.jp

労働保険番号 **-*-**-******-*** 雇用保険適用事業所番号 ****-******-*

職場適応援助者のための支援スキル向上研修修了者であるか はい　・　いいえ 雇用保険被保険者番号

法人等とし
ての就労支
援等の実績
（１～４のう
ち該当する
ものに丸を

つけてくださ
い。「４ その
他」の場合
は下欄に就
労支援実績
を記載して
ください。）

１　障害者就業・生活支援
センター運営法人

２　就労移行支援事業実施事業主 ３　就労定着支援事業実施事業主

前年度訪問型職場適応援助支援実施対象者数      人

訪問型職場
適応援助事
業に従事す
る職場適応
援助者（研
修修了者に

限る。）

労災保険又は相応の保険の加入：           　有り　     ・     　無し

研修修了年月：　　　　Ｈ**年　　*月 研修実施機関名：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

障害者の就労支援
実務経験の有無

有り　・　無し

（時期・期間・従事した法人名・業務の具体的内容を記載） 国等の委託事業費から人件費の一部又は補助金等
から人件費の全部が払われているか

　　いる　・　いない

はい　・　いいえ 雇用保険被保険者番号

労災保険又は相応の保険の加入：　　　　　　有り　・　無し

研修修了年月：　　　　　　年　　　月 研修実施機関名：

障害者の就労支援
実務経験の有無

助成金の支
給実績

本受給資格認定申請日前５年間の本助成金
又は訪問型職場適応援助促進助成金の支給の有無

あり　　　　　　・　　　　　　なし

本受給資格認定申請日前５年間
の第１号職場適応援助者助成金の支給の有無

あり　　　　　　・　　　　　　なし

４　その他

就労支援
実績

　　　　　　　　　年度 就労支援を行った障害者のうち就職した障害者数　　　　　　　　　　　　　　　人
支援対象障害者について実施した職場実習件数　　　　　　　　　　　　　　　　件（申請日を含む年度・前年度）

上記のうち３名は以下のとおりです。　　　　　　（※　A型事業所での実習、利用者としての就職を除く。）

1　就職　（　　　　　年　　月雇入れ）　　・　職場実習（実習期間　　　　　　　年　　　　月～　　　　　　　年　　　　月）
　　障害種別
　　就職又は実習先事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

２　就職　（　　　　　年　　月雇入れ）　　・　職場実習（実習期間　　　　　　　年　　　　月～　　　　　　　年　　　　月）
　　障害種別
　　就職又は実習先事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

３　就職　（　　　　　年　　月雇入れ）　　・　職場実習（実習期間　　　　　　　年　　　　月～　　　　　　　年　　　　月）
　　障害種別
　　就職又は実習先事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

　　　　  　　年　 　　月　  　　日
認定年月日 　　　　　　　　年　　　　　月　　　　日 認定番号

認定期間　

　　　　　　　年度において既に訪問型
職場適応援助を行うことが決まっている場合

支援開始予定日

　　　　  年    月　 日 （　　　 　年 　月 　日）

支援対象労働者氏名

「4その他」

を選択した

場合に記入

して下さい。

支援計画書の策定を行う場合、その

予定日を（ ）内に記入してくださ

印
記名押印の場合は、押印

漏れに注意してください。

「有り」を選択した場合は、業務に従事した期間、法人名、業務の具

体的内容を記載してください。

認定申請時に既に訪問型職場適応援助を行うことが確定している者があ

る場合は、支援開始予定日と支援対象労働者氏名を記載してください。

どちらかに○を付してください。

「４ その他」を選択した場合は、

就労支援実績を記載してください。



（裏面）

【提出上の注意】

【変更があった際の申請について】

局長 部長 課長 課長補佐 職業指導官 係長 担当

所長 部長・次長 課長・統括 上席・係長 職業指導官 担当

・　本認定申請書は、各年度において初めて助成金の支給を受けようとする（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センター

・　本認定申請を受けて支給される障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援助コース）は、無償で支援を提供した場合のみが対象となります。

・　前年度において、訪問型職場適応援助に係る支援計画に定められた支援回数を複数回にわたって超過し、注意を受けている場合などには、
　認定を受けられないことがあります。

・　認定を受けた場合、本認定申請書の情報については、地域センターに対して提供いたしますので、ご承知おきください。

　（以下「地域センター」という。）の作成又は承認した訪問型職場適応援助に係る支援計画の開始日又は助成金の対象となる支援計画書の
　策定を行う日のいずれか早い日の前に受給資格認定が受けられるよう、十分に余裕をもって（1か月程度）提出してください。支援計画の
　具体的な開始日又は助成金の対象となる支援計画書の策定を行う日のいずれか早い日が定まっている場合は、遅くともそれらの2週間前
　までに提出するとともに、労働局にご相談ください。

・　新年度の受給資格認定は、前年度の2月から受け付けます。

・　「法人としての就労支援等の実績」欄では、該当する分類に○を付し、「その他」の場合に「就労支援実績」欄を記入してください。「申請日
　を含む年度」又は「前年度」のいずれかにおいて、就労支援を行った者のうち就職した者（雇用契約が１か月未満である場合を除く。また、A型
　事業所での実習・利用者としての就職を除く。）数と支援対象障害者について実施した職場実習件数の合計（同一の者に係る就職及び職場
　実習については、１と数えてください。）が３以上あることが必要です。両年度において要件を満たす場合は、直近の年度の実績をご記入くださ
　い。以上のほか、就労移行支援事業所又は就労定着支援事業所（※）である場合は、地方公共団体が交付した就労移行支援事業又は
　就労定着支援事業（※）を行うものであることを証明する書類等が必要となります。

【記入上の注意】
・　「訪問型職場適応援助事業に従事する職場適応援助者」欄には、申請に係る事業所に所属する訪問型職場適応援助者であって、本年度
　に支援を実施する予定の者を記入して下さい。また、各人の職務経歴書を添付してください。1枚に収まらない場合は、同一様式を続紙として
　使用して下さい。以上のほか、職場適応援助者養成研修の修了証明書等の添付書類が必要となります。

　助者助成金に係る支給を受けたことがない事業主が訪問型職場適応援助を行う場合は、当該訪問型職場適応援助を行う訪問型職場適応援
　助者に、職場適応援助者としての経験を十分に有する者として地域センターが指定する配置型職場適応援助者とペア支援を行わせることが
　要件となります。配置型職場適応援助者とペア支援を行う場合、地域センターが支援計画書を作成しますので、地域センターとあらかじめよく
　ご相談ください。ペア支援が必要であるにもかかわらずペア支援を行っていない場合は、助成金は、支援に係る部分及び受講料に係る部分の
　すべてについて支給されませんので、ご注意ください。

・　「　　　　　　　年度において既に訪問型職場適応援助を行うことが決まっている場合」の欄には、認定申請の時点で訪問型職場適応援助を

・　「助成金の支給実績」欄には、本受給資格認定申請日前５年間の本助成金のうち訪問型職場適応援助、訪問型職場適応援助促進助成
　金又は第１号職場適応援助者助成金に係る支給の有無について、○を付けてください。
　　第１号職場適応援助者助成金の支給について、「あり」に○を付けた場合で、助成金支給決定通知書の写しを保管している場合は、支給決
　定通知書の写しを添付してください。
　　なお、本受給申請認定申請日前５年間に本助成金のうち訪問型職場適応援助、訪問型職場適応援助促進助成金又は第１号職場適応援

決裁欄

　行うことが確定している者がある場合に、その支援開始予定日の日付と支援対象労働者の氏名を記入してください。また、支援計画書の策定を
　行う場合は、その予定日を（　）内に記入してください。
　　具体的な支援予定が決まっていない場合は記入は不要です。

・　受給資格認定を受けた事項について、変更があった場合は、速やかに労働局に連絡し、指示に従って変更申請書を提出してください。
　変更申請書を提出する際には、内容に応じた添付書類も必要となりますので、ご注意ください。

　（※）障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスに該当する就労移行支援事業所又は就労定着支援事業所



（様式第６－２号訪） （H30.4）

※　確認欄

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

事業主記載事項

○　事業活動等に係る状況について、はい・いいえのいずれかを○で囲んでください。（裏面の「記載
にあたっての留意点」の内容を了解した上でご回答下さい。）

　１　過去３年間において雇用保険二事業の助成金等について不正受給を行ったことがある。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　はい　・　いいえ　）

　２　受給資格認定申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における
　　労働保険料の滞納がある。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　（　はい　・　いいえ　）

　３　過去１年間に、労働関係法令違反により送検処分を受けている。
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（　はい　・　いいえ　）

２　雇用保険適用事業所番号：　****-******-*

１　事業所名称：　社会福祉法人○○福祉会 　　年　　月　　日確認

確認者（　　　　　　　）

　６　事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第４条に規定する暴力主義的破壊活動
　　を行った又は行う恐れがある団体等に属している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　はい　・　いいえ　）

　７　倒産している。　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （　はい　・　いいえ　）

　８　雇用保険二事業の助成金等について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、
　 労働局が事業主名等を公表することに同意する。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　 　　　　　　　　（　はい　・　いいえ　）

　４　風俗営業等関係事業主である。　　　　　                   　　　　　　　（　はい　・　いいえ　）

　５　①　事業主若しくは事業主団体（以下「事業主等」という。）又は事業主等の役員等が
         暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。
         以下「暴力団対策法」という。）又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する
         暴力団員をいう。以下同じ。）である。
　　　　               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　はい　・　いいえ　）

　　　②　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害
         を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　はい　・　いいえ　）

　　　③　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する
　　　　など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
　
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　はい　・　いいえ　）

　　　④　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど
　　　　 している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （　はい　・　いいえ　）

　　　⑤　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　はい　・　いいえ　）



（裏面）

【記載にあたっての留意点】
・　「※　確認欄」は、労働局（安定所）が実地確認等の際に使用しますので記入しないでください。

　場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいいます。

・　「３」は、助成金の受給資格認定申請日の前日から起算して過去１年において、労働基準法等の労働関係法令の違反により送検処分を
　受けているかどうかについて、該当箇所に「○」を付けてください。

・　「４」における「風俗営業関係事業主」とは、助成金の支給に係る事業所において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
　第２条第４項に規定する接待飲食等営業（同条第１項　第１号又は第２号に該当するものに限る。）、同条第５項に規定する性風俗関連特殊
　営業又は同条第１１項に規定する接客業務受託営業（接待飲食等営業又は同条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者から

・　「１」は、障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援助コース（訪問型職場適応援助））（以下「助成金」という。）の受給資格認定申請日から
　過去３年において、雇用保険二事業の助成金等に係る不正受給を行ったことがあるかどうかについて、該当箇所に「○」を付けてください。

・　「１」及び「８」における「不正受給」とは、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすること
　をいいます。

　受給資格認定を受けることはできません。

　　（２）不正受給に係る事業所の名称、所在地及び事業概要
　　（３） 不正受給に係る助成金の名称、支給を取り消した日及び返還を命じた額及び返還状況
　　（４） 事業主等が行った不正の内容
　　労働局のホームページへの掲載は、支給を取り消した日から起算して、３年が経過するまでの期間行います。

・　「１」～「７」で「はい」に「○」を付けた場合は、受給資格認定を受けることはできません。また、「８」で「いいえ」に「○」を付けた場合も、

・　「７」における「倒産」とは、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別精算開始の申し立てがされること等の事態をいいます。

・　「８」における「公表」は、事業主等が行った不正受給について、労働局が特に重大又は悪質なものであると認めた場合に、次の（１）から
　（４）までの事項を、記者発表し、かつ、労働局のホームページに掲載することにより行います。
　　（１）不正受給を行った事業主等の名称及び代表者氏名

　委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと（当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業
　を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。）を内容とする営業に限る。）を行っている事業主等であって、助成金の受給資格認定を受けよう
　とするものをいいます。

・　「５」及び「６」における「役員等」とは、事業主等が個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である



（様式第８号訪） （H31.4)　

住所 東京都文京区〇〇１－１－１　 電話番号 03-****-****

名称

氏名 （記名押印又は署名）

住所 電話番号

名称

氏名 （記名押印又は署名）

住所 東京都文京区〇〇１－１－１ 電話番号 03-****-****

名称

担当者

支援実施状況

氏名

研修実施機関名

氏名

研修実施機関名

氏名

研修実施機関名

事業主
負担額

×１／２ 円

障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援助コース）支給申請書
（訪問型職場適応援助）

　標記助成金の支給を希望しますので、以下のとおり支給申請します。また、本票の記載事項及び関連して提出する書類等並びに受給資格認定時に届け出た事項
のすべてについて、いずれにも相違ありません。虚偽の申し立てがあると安定所（労働局）が判断した場合には、支給を受けた金額を速やかに返還することに同意しま
す。また、記載事項に係る確認を安定所（労働局）が行う場合は協力します。

　　　　　令和*年*月**日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京労働局長　殿
（　　　　　　　　　　　　　飯田橋公共職業安定所長　殿）

事業主又は
代理人

社会福祉法人〇〇福祉会

理事長　AB　一郎

いーえふ　はなこ

1 80,000円
　　　　　　　年　　　月　　修了

EF　花子
　　　　　　　年　　　月　　　日　実施

平成*年**月*日

（ふりがな）

番号 支援等に係る助成額

訪問型職場適応援助者養成研修経費に係る記載事項（※）

職場適応援助者氏名 研修修了年月

（生年月日） 最初の支援実施日

氏名　　　　　CD　二郎　　　　　　　　　　　　　電話　　　03-****-****　　　　　FAX　　　03-****-****　　　　メールアドレス　　　****.****＠***.or.jp

受給資格認定番号 雇用保険適用事業所番号

a.支援実施分小計 80,000円

円
　　　　　　　年　　　月　　修了

　　　　　　　年　　　月　　　日　実施

事業主又は
社会保険労務士

（提出代行者・
事務代理者の表示）

※　申請者が代理人の場合、上記代理人の記名押印等を、下欄に助成金の支給に係る事業主の住所、名称及び氏名の記入（押印不要）を、申請者が社会保険労務士法施行規則第１６条第２項に規定する提出代行者
又は同則第１６条の３に規定する事務代理者の場合、上欄に事業主の記名押印等を、下欄に申請者の記名押印等をしてください。

申請に係る
事業所 〇〇北障害者就業・生活支援センター

訪-******-***-* ****-******-*

支給対象期 　　　　　令和＊１年　１１月　１日　～　令和＊２年　１月　３１日

支給対象期内の支援を
無償で行ったか

無償で行った　　　・　　　　有償で行った

円
　　　　　　　年　　　月　　修了

　　　　　　　年　　　月　　　日　実施

円
　　　　　　　年　　　月　　修了

　　　　　　　年　　　月　　　日　実施

円
　　　　　　　年　　　月　　修了

　　　　　　　年　　　月　　　日　実施

b.職場適応援助者
養成経費分

今期支給額
（a+b) 円

養成研修経費総額 円

b.研修経費分小計 円

※　訪問型職場適応援助者の養成研修受講修了後最初の支援実施日の属する支給対象期の支給申請時に申請すること。

事業主負担額 円

養成研修経費総額 円

事業主負担額 円

80,000

訪問型職場適
応援助者養成

経費（※）

事業主負担額 円

養成研修経費総額 円

印

記名押印の場合は、押印

漏れに注意してください。

「訪問型職場適応援助者養成経費」欄は、訪問型職場適応援助者

の養成研修修了後最初の支援実施日（修了から6か月以内）を含

む支給対象期の支給申請時に記入して申請してください。

「訪問型職場適応援助者別活動状況実績報告書（総括票）兼申

請額計算書」（様式第10号）の内容を記載してください。

受給資格認定通知書に記載されて

いる認定番号を記載してください。



（裏面）

【提出上の注意】

労働局処理欄

局長 部長 課長 課長補佐 職業指導官 係長 担当

所長 部長・次長 課長・統括 上席・係長 職業指導官 担当

　活動状況実績報告書（総括票）兼申請額計算書」、支給対象期の最初の支援日に係る様式第11号「訪問型職場適応援助者支援記録票」
　も合わせて提出してください。

・　（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センター（以下「地域センター」という。）が作成又は承認した
　訪問型職場適応援助に係る支援計画書、賃金台帳等を提出又は提示していただくほか、支給・不支給の決定に係る
　審査の必要に応じて労働局又は安定所が求める書類を提出又は提示していただくことがあります。

・　この支給申請書の提出後、支給又は不支給の決定通知がなされることとなりますが、支給決定の通知後においても、
　偽りその他不正の行為が判明した場合には、支給した助成金の返還を求め、これより後3年間、障害者雇用安定助成
　金（障害者職場適応援助コース）（以下「助成金」という。）その他の雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第４章の
　雇用安定事業等に係る各種助成金を受けることができなくなることがあります。また、刑事告発することもあります。　

・　この申請書の提出にあたっては、様式第９号「支援対象労働者名簿」及び様式第10号「訪問型職場適応援助者別

・　本申請書は、支給対象期の末日の翌日から２ヶ月以内に提出してください。支給申請期限を過ぎると申請書を受理
　できず、助成金の支給はできませんのでご注意ください。

支給・不支給決定日 支給決定額

決裁欄

・　「訪問型職場適応援助者養成経費に係る事項」欄及び「訪問型職場適応援助者養成経費」欄は、訪問型職場適応援助者の
　養成研修修了後最初の支援実施日（修了から6か月以内）を含む支給対象期の支給申請時に記入して申請してください。
　事業主が受講料を全額負担していない場合など、支給されない場合があります。

・　養成研修受講料助成の対象は申請事業主が擁する訪問型職場適応援助者に限ります。

　また、これらの助成金額の確認のため、助成金の支給が遅れる可能性があります。ご注意ください。

【記入上の注意】

・　「支援実施状況」欄については様式第10号の内容を記載
  してください。「支援等実施日数」の支援時間については、移動時間も含めて計上して下さい。

・　支給決定後にも同様に上記書類その他の書類を、申請内容を証明するために提出又は提示いただくことがあります。

・　様式第９号「支援対象労働者名簿」の「支援形態」欄のうち、「４　別の支給申請に係る雇用保険適用事業所の複数
　の訪問型職場適応援助者での支援」欄において同日の支援がある場合、１日の助成金額を、支援を行った人数で除
　して支給するなどの調整を行うため、申請された「今期支給額」欄の金額と実際の支給額が異なる場合があります。



（様式第９号）
（　　　　枚　/　全　　　　枚）

（H31.4)

住所 電話番号

名称

代表者
氏名

住所 名称

日付 時間数
訪問型職場適応援助者

氏名及び番号
訪問先等

名称
担当者等の
印/サイン

11月*日 ４H EF　花子（　1　）
株式会社△
△△△

11月*日 ４H EF　花子（　1　）
株式会社△
△△△

11月**日 ３H EF　花子（　1　）
株式会社△
△△△

11月**日 ３H EF　花子（　1　）
株式会社△
△△△

12月**日 ３H EF　花子（　1　）
株式会社△
△△△

12月**日 ３H EF　花子（　1　）
株式会社△
△△△

1月**日 ３H EF　花子（　1　）
株式会社△
△△△

1月**日 ３H EF　花子（　1　）
株式会社△
△△△

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

支援日数計 　　　8日（うち支援計画策定分を除いた日数　　8日）

支援計画期間

令和*1年
　　9月**日

　～
令和*2年

　　11月**日

集中支援期
令和*1年

　　9月**日
～

令和*1年
　　10月**日

移行支援期
令和*1年

　　11月**日
～

令和*1年
　　12月**日

フォローアップ期間

令和*1年
　　12月**日

～
令和*2年

　　11月**日

精神障害者の追加の
フォローアップ期間

　　　　年
　　月　　日

～
　　　　年
　　月　　日

今
期
活
動
内
容

支援等の内容

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

計画策定・支援・ケース会議・フォローアップ（　）

雇用保険適用事業所番号 ****-******-*

就労継続支援A型事業の利用者への該当の有無 あり　　　・　　　　なし

支援形態

１　地域センターの配置型
　職場適応援助者との

　ペアによる支援

２　地域センターが作成した
　支援計画による訪問型職場

　適応援助者の支援

３　法人が作成して承認を受けた
　支援計画による訪問型職場

　適応援助者の支援

４　別の支給申請に係る雇用保
険適用事業所の複数の訪問型職

場適応援助者での支援

（別の支給申請に係る雇用保険適用事業所名） （同日の支援）

あり　・　なし

支援対象労働者名簿     (支援対象労働者番号　　　1　　　　）

支給対象期 　　　　令和＊1年　１１月　１日　～　令和＊2年　１月　３１日

新規
・
継続

(※途中で計画変更があった
場合、フォローアップ計画
に切り替わる場合も新規に
○を付してください。)

（ふりがな）

支援対象労働
者氏名

（生年月日）

じーえいち　さぶろう 障害の種類と等級 雇用保険被保険者番号

GH　三郎
知的障害・療育手帳C

勤務先事業所
（同上の場合
記載不要）

勤務形態 (予定）週所定労働時間　　　　40時間/週 雇入（予定）日 　令和*年　*月　**日

****-******-*
（　平成**年　*月　**日　）

支援対象労働
者雇用事業所

東京都文京区〇〇２－２－２ 03-****-****

　　株式会社△△△△

IJ　良子

厚
労

本様式は支援対象者

ごとに作成してください。 今期に申請する支援対象労働者について、

連番を付してください。

支援対象労働者の「勤務形態」、「雇入（予定）日」、「就労継続支援A

型事業の利用者への該当の有無」については、支給申請の都度、支

給対象期中の変更の有無を支援対象労働者を雇用する事業主に確

認して記入してください。

「勤務先事業所」欄については、支援対象労働者が勤務する事業所が「支援

対象労働者雇用事業所」欄と異なる場合に記入してください。

支援計画書や支援総合記録票の内容

を転記してください。

支援計画期間は、フォローアップ期間

がある場合はフォローアップ期間を含

めて記載してください。

フォローアップ期間がない場合（未定の

場合を含む）は移行支援期までの期間

を記載してください。

移動時間を含めた１日の支援時間を

記載してください。 支援を行うために訪問した先の担当者等の確認印

又はサインをもらってください。支援計画に基づく支

援を申請事業主の事務所等で行う場合は、支援対

象労働者や支援対象労働者の家族等、支援を実施

した対象者の確認印又はサインをもらってください。

厚
労

厚
労

厚
労

厚
労

厚
労

厚
労

厚
労



（様式第９号）
（　　　　枚　/　全　　　　枚）

（H31.4)

　あります。

　必要となります。
・　支援実施場所の如何を問わず、支援対象労働者が事務所を訪問したことに対応した等の計画によらない突発的な相談は、
　原則として助成金の対象となりませんのでご注意ください。
　　日程調整上の都合等の合理的な理由が認められる場合や支援対象事業主からの緊急の要請に対応した場合を除き、
　助成金が支給されなかったり、法人の受給資格認定が取り消される場合がありますので、ご注意ください。
　必要に応じて支援内容について、支援記録票による支援日誌の提出依頼や、支援対象事業主に対する聴取を行う場合が

　経過後の追加のフォローアップ期間の支援は3回までです。これを実施した場合は、「支援等の内容」の「フォローアップ」の横のカッコの中に

　何回目の支援であるか記入してください。

・　「訪問先等名称」欄には支援等の内容を実施するために訪問した場所を、「担当者等の印又はサイン」欄には、
　支援を行うために訪問した先の担当者等の確認印又はサインをもらってください。支援計画に基づく支援を
　申請事業主の事務所等で行う場合は、支援対象労働者や支援対象労働者の家族等、支援を実施した対象者の
　確認印又はサインをもらってください。支援計画の日数より支援実施日数が超過する場合、理由書の提出が

　対象事業主及び家族に対する支援をいいます。

　　　例：支援対象労働者に対する挨拶・返事、報告・質問、会話への参加等のコミュニケーション能力の向上に係る支援

　　　　　事業主に対する障害特性の理解と障害に配慮した対応方法に係る助言・援助

　　　　　家族に対する障害特性と家族の対応の在り方、関係機関の利用方法に係る助言・援助　など

・「ケース会議」とは、地域センターが開催するケース会議をいいます。

・「フォローアップ」とは、「訪問型職場適応援助者総合記録票」に基づき実施される支援をいいます。精神障害者に係る通常のフォローアップ期間

　　① 訪問型職場適応援助者が支援計画書を策定し、地域センターが承認する場合、４日（少なくとも１日は支援に係る事業所を訪問すること）

　　② 訪問型職場適応援助者がフォローアップ計画書を策定し、地域センターが承認する場合、１日

　　③ 地域センターが支援計画書を作成し、訪問型職場適応援助者が支援計画策定に係る活動をを行う場合、２日

　　　例：支援の実施に係る事業所の職場環境、本人の職務内容の把握又は従事予定の作業内容把握のための事業所訪問の実施

　　　　　訪問型職場適応援助者支援計画書（案）の作成　など

・「支援」とは、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成又は承認した「訪問型職場適応援助者支援計画書」に基づく支援対象労働者、支援

・　「時間数」欄には、移動時間を含めた１日の支援時間を記載して下さい。

・　今期活動内容欄については、下記にご留意の上、「支援等の内容」欄のいずれかの項目を○で囲んでください。
・「支援計画策定」とは、法人が自ら「訪問型職場適応援助者支援計画書」又は「訪問型職場適応援助者総合記録票」を策定した場合のほか、

　地域センターが作成する計画に関して訪問型職場適応援助者が計画策定に係る活動を実施する場合をいい、１人の対象労働者当たり以下の日数（４時間

　未満の支援の場合は１／２日として取扱います）までとします。

　りますので、同日に行った支援が全て当該支援に該当する場合は、「同日の支援」欄は『なし』に○を付けてください。なお、
　同日に行った支援が当該支援以外の場合、１日の助成金額を、支援を行った人数で除して支給するなどの調整を行います。この
　場合、これらの助成金額の確認のため、助成金の支給が遅れる可能性があります。また、「同日の支援」欄が『なし』になって
　いたにもかかわらず、後から同日の支援があったことが判明した場合、返還等の対象となります。
　
・　「支援計画期間」欄には、添付する訪問型職場適応援助者支援計画書等の内容を転記してください。

・　「勤務先事業所」欄については、支援対象労働者が勤務する事業所が「支援対象労働者雇用事業所」欄と異なる場合に記入し
　てください。
・　「支援形態」欄は、該当する支援形態の番号に○を付けてください。
　　４に○を付けた場合は、「別の支給申請に係る雇用保険適用事業所名」を記入し、別の支給申請に係る雇用保険事業所の職場
　適応援助者との同日の支援の有無について、「同日の支援」欄に○を付けてください。ただし、「支援等の内容」欄の「支援計
　画策定」又は「ケース会議」に該当する支援については、訪問型職場適応援助者が行った支援について、２人まで助成対象とな

　書類で「支援対象労働者番号」を記入することとされているところには、その番号を記入してください。
・　支援対象労働者の「勤務形態」、「雇入（予定）日」欄、「就労継続支援A型事業の利用者への該当の有無」欄については、
　支給申請の都度、支給対象期中の変更の有無を支援対象労働者を雇用する事業主に確認して記入してください。
　変更があったことを申請せずに助成金の受給を受けた場合は、返還等の対象となります。
・　「支援対象労働者雇用事業所」欄には、支援対象労働者を雇用する事業所に係る雇用保険適用事業所番号及び住所、電話番号
　名称、代表者氏名を記入してください。

【記入上の注意】
・　本様式は、支給対象期内に訪問型職場適応援助者による支援の計画（以下「支援計画」という。）に沿って支援を行った
　支援対象労働者ごとに作成してください。
　　なお、本様式は「障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援助コース）支給申請書（訪問型職場適応援助）」の別紙と
　なりますので、必ず添付してください。
・　「支援対象労働者番号」欄には、今期に申請する支援対象労働者について、連番を付してください。今期の支給申請に係る

（裏面）



(様式第10号） (H31.4）

氏名

番号

日付
実施時間
（時間）

実施時間
（時間）

（イ）精神障害者に３時
間以上４時間未満支援
している場合は○

精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他
精神　　　　　　　　　　　　　（　　　） 精神　　　　　　　　　　　　　（　　　）
その他 その他

３Ｈ

訪問型職場適応援助者別活動実績状況報告書(総括票）兼申請額計算書

〔　　　　　　　　　　　　令和*1　年　　11　月分　　　　〕

職場適応援助者氏名
本年度分として受理された認定申請

書上の番号

EF　花子

1

支援対象労働者氏名
（支援対象労働者番号）

支援対象労働者氏名
（支援対象労働者番号）

（ア）
１日の支援時間

（合計）

11月**日 （　1　） （　　　）

４Ｈ

４Ｈ

３Ｈ

GH　三郎

GH　三郎

GH　三郎

４Ｈ

４Ｈ

３Ｈ

11月**日 （　1　） （　　　）

11月*日 （　1　） （　　　）

11月*日 （　1　） （　　　）

３ＨGH　三郎

（　　　） （　　　）

（　　　） （　　　）

（　　　） （　　　）

（　　　） （　　　）

（　　　） （　　　）

（　　　） （　　　）

（　　　） （　　　）

（　　　） （　　　）

（　　　） （　　　）

（　　　） （　　　）

（　　　） （　　　）

（　　　） （　　　）

（　　　） （　　　）

（　　　） （　　　）

（　　　） （　　　）

（　　　） （　　　）

（　　　） （　　　）

①

（ア）のうち、
1日の支援時間の合計が４時間以上又
は精神障害者の支援の合計が３時間以
上の日

2日 ×16,000円

（　　　） （　　　）

（　　　） （　　　）

支援等に係る助成額（①＋②） 48,000円

＝ 32,000円

②
（ア）のうち、
1日の支援時間の合計が４時間未満の
日（ただし、①に計上したものは除く）

2日 ×8,000円 ＝ 16,000円

本様式は職場適応援助者ごとに作成

してください。



(様式第10号） (H31.4）

　

（裏面）

【記入上の注意】

・　本様式は、支給対象期内に支援を行った職場適応援助者ごとに、作成してください。
　　太枠で囲んだ部分のみ記入し、労働局/安定所記載欄は記入しないでください。
　　なお、本様式は支給申請書の別紙となりますので、必ず添付してください。

・　支援対象労働者名簿の記述を基に、下記にご留意の上、支援を行った日ごとに移動時間を含めた合計実施時間実施
時間数を記入してください。移動時間については、当該時間を２で除した時間数をその前後の支給申請に係る実施時間
に含めること。
　なお、同一の日に３人以上の支援対象労働者について支援を実施した場合は、１日について、　複数行にわたって記載
してください。

精神障害者以外
４時間以上 16,000円

４時間未満 8,000円

・「支援等実施日数計」には、以下の表を参考にそれぞれの支給額単位の日数を記載してください。
　なお、1日に複数の支援対象労働者を支援した場合は、1日の支援時間の合計で判断してください。
　精神障害者に対する支援が含まれる場合は、精神障害者に対する支援が3時間以上の場合は16,000円、
　3時間未満の場合は8,000円の日として計上してください。

【支給額】

障害の種別 支援時間 支給額（１日あたり）

精神障害者
３時間以上 16,000円

３時間未満 8,000円

・「支援計画策定」とは、法人が自ら「訪問型職場適応援助者支援計画書」又は「訪問型職場適応援助者総合

記録票」を策定した場合のほか、地域センターが作成する計画に関して訪問型職場適応援助者が計画策定に

係る活動を実施する場合をいい、１人の対象労働者当たり以下の日数（４時間未満の支援の場合は１／２日

として取扱います）までとします。

① 訪問型職場適応援助者が支援計画書を策定し、地域センターが承認する場合、４日（少なくとも１日

は支援に係る事業所を訪問すること）

② 訪問型職場適応援助者がフォローアップ計画書を策定し、地域センターが承認する場合、１日

③ 地域センターが支援計画書を作成し、訪問型職場適応援助者が支援計画策定に係る活動をを行う

場合、２日

例：支援の実施に係る事業所の職場環境、支援対象労働者の職務内容の把握又は従事予定の作業内容把握の

ための事業所訪問の実施

訪問型職場適応援助者支援計画書（案）の作成 など


