
（様式第６－１号訪・様式第７号訪） (R02.12)

　　　　　　　　年度

担当者

①　氏名： 生年月日：

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

　　　　  　　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

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

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：　　　　　　年　　　月 研修実施機関名：

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

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、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、上欄に事業主の氏名等を記入し、下欄に代理人、提出代行者又は事務代理者の氏名等を記
入してください。

申請に係る
事業所

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                    　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　  .

名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

   氏名　　　　　　　　　　　　　　                                    　　　　　　　　電話　　　　　　                               　　　　　　　　   　　　FAX　　　　　　　　                                       　　　　　　　　メールアドレス

労働保険番号 雇用保険適用事業所番号

事業主

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                    　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　  　.

名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                   　　　　　　　　　　　　　　　.

氏名

代理人又は
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

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）

　　　　　　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。

　　　　　　　　　　　　労働局長　殿 　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　

（　　　　　　　　　　　　　公共職業安定所長　殿）

「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



（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

　（※）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

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。

　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

・　「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。

・　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。

・　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



（様式第６－２号訪） (R02.12)

※　確認欄

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

　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　）

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5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： 　　年　　月　　日確認

確認者（　　　　　　　）



（裏面）

　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、５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

　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５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。

【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。


