
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

●各種申請書類は、厚生労働省のホームページからダウンロードしてお使いください。 

（「厚生労働省 認定職業訓練実施奨励金」で検索） 

●申請書は郵送で受付けております。 

●支給申請期間を過ぎての受付けはできませんので、十分にご注意ください。 

 

 

申 請 受 付 ： 平日 10:00～16:00（12:00～13:00 除く） 

電話予約受付 ：   〃 9:00～17:00（    〃     ） 

 

埼玉労働局 職業安定部 訓練室 

TEL：048-600-6288 FAX：048-600-6260 

〒330-6016 さいたま市中央区新都心 11-2 

ランド・アクシス・タワー14 階 

●JRさいたま新都心駅西口を出て最初のビルです。(進行方向の左側にあります。) 

●JR北与野駅より徒歩6分 

*高崎線・宇都宮線・埼京線の「快速」は、いずれも止まりません。 

*駐車場は有料となっておりますので、なるべく電車をご利用ください。 

 

 

 

 

 

  
 

令和元年10月開講以降適用版 

※R4.4一部改訂 
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 各種様式の書き方／記入例  
 

・認定職業訓練実施基本奨励金（保育奨励金）支給申請書（様式 A-31）･･･１３ 
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（別添資料） 

□ 支給申請に係る確認書 

□ 奨励金の支給申請に係る提出書類一覧表 

□ 受講者出欠管理の早見表 
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はじめに 

 

 

 認定職業訓練実施奨励金は、厚生労働大臣の認定を受けた求職者支援訓練を適切に行い、かつ、

支給要件を満たす訓練実施機関に対して、訓練実施後に支給します。 

 

 

 

 

 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、奨励金の全部または一部を支給しません。 

・ 労働保険料の納付の状況が著しく不適切であったり、過去に偽りその他不正の行為によ

り認定職業訓練実施奨励金の支給を受けた（または受けようとした）場合 

・ 過去 5 年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法第 4 章の規定により支給され

る給付金の支給を受けた（または受けようとした）場合 

   ※平成 31 年 3月 31 日以前に偽りその他不正の行為により、雇用保険法第 4 章の規定に

より支給される給付金の支給を受けた（または受けようとした）ことがある場合につい

ては過去 3 年以内 

・ 求職者支援訓練と同一の事業に関し、国から委託費等を受けている（予定を含む）場合 

・ 求職者支援訓練を適切に行ったとは認められない場合 

○認定要件に適合せず、改善指導に従わなかった場合 など 

  ・ 上記以外に、奨励金を不支給とするに足る不正が確認された場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請期限には十分ご注意ください。 

 

 

奨励金の支給対象 

MEMO 各奨励金の支給申請期間を記入しておきましょう 
 

（a）基本奨励金    年  月  日  から   年  月  日 

  （2回目）    年  月  日  から   年  月  日 

 

（b）保育奨励金    年  月  日  から   年  月  日 

  （2回目）    年  月  日  から   年  月  日 

 

（c）付加奨励金    年  月  日  から   年  月  日 

 

 

 

 

基礎コース 

実践コース 

基本奨励金（＋保育奨励金） 

基本奨励金＋付加奨励金（＋保育奨励金） 
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支給単位期間とは  

奨励金の支給額は、訓練期間を 1 か月単位で区切った「支給単位期間」（※1）を用いて算定

します。 

支給単位期間とは、訓練の開始日または各月においてその日に応答する日（「開始応当日」）

（※2）から各翌月の開始応当日の前日までの各期間（※3）に区分した場合の 1 か月単位の期

間です。 

（※１）支給単位期間が 28 日以上か 28 日未満かにより算定方法は異なります。 

（※２）訓練期間内に開始応当日がない月の場合はその月の末日。 

（※３）訓練終了日が属する月の場合は訓練終了日、中途退校者については中途退校日までの

各期間。 

 

 

１．認定職業訓練実施基本奨励金(保育奨励金) 

 

 

基本奨励金は、求職者支援訓練を適切に行った訓練実施機関に支給します。保育奨励金は、訓

練期間中に託児サービスの提供を行った訓練実施機関に支給します。 
 

 

 

基本奨励金（保育奨励金）は、「支給対象期間」（原則として連続する３支給単位期間）（※）

ごとに申請します。（中途退校者については、中途退校日までの期間。）または、訓練期間全体

をひとつの支給対象期間として、訓練終了後に一括して申請することも可能です。 

※訓練終了日を含む場合や 3 か月に満たない場合、２または 1 支給単位期間となることがあ

ります。 

 

 

（3 か月のコースの例） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

支給要件 

支給申請のタイミング 

4/21    ～    5/20 

訓練開始日 
5/21    ～    6/20 

開始応当日 

6/21   ～    7/20 

開始応当日     終了日 

支給対象期間 

支給単位期間① 支給単位期間② 支給単位期間③ 
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支給対象期間の出席率 80％以上 

支給単位期間① 支給単位期間③ 

 (A) 

 １支給単位期間の 

出席率 80％以上 

支給単位期間② 

支給額  

 

奨励金の種類 
支給単位期間
における日数 訓練コース 支給額 ※支給対象となる受講者 1人につき 

基本奨励金 

28 日以上 

基礎コース 
6 万円×支給単位期間数 

（建設人材コースは 10万円×支給単位期間数） 

実践コース 5 万円×支給単位期間数 

28 日未満 

基礎コース 
3,000 円×訓練実施日数 ※上限 6 万円 

（建設人材コースは 5,000 円×訓練実施日数）※上限 10 万円 

実践コース 2,500 円×訓練実施日数 ※上限５万円 

 

奨励金の種類 支給額 

保育奨励金 子 1 人につき保育を行う事業に要した経費の額（上限 66,000 円） 

 

 

 

支給対象となるのは、支給対象期間を通算して出席率が 80％以上（※1、2）、または１支給

単位期間ごとの出席率が 80％以上の受講者です。 

 

※１出席日数の端数は切捨てとなります。 

※２支給対象期間を通算した出席率が 80％未満の受講者でも、出席率が 80％以上の支給単位

期間については支給対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年 12月 21日から令和 7年 3月 31日までの間に開始した IT分野の訓練コースについ

て一定の要件を満たす場合に、支給金額を上乗せする特例措置を設けます。(詳細は別紙リーフ

レットをご確認ください) 

支給対象となる受講者 

特例措置(IT分野) 
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支給申請の期限 

 

 

① 3か月ごとに申請する場合 

訓練開始日から 3か月を経過する応当日から起算して 1か月以内 

※支給対象期間が３か月に満たない場合、当該訓練終了日の翌日から起算して１か月以内。

★3 か月ごとに申請した後で、一括申請に変更することはできませんのでご注意ください。 

 

② 一括して申請する場合 

訓練終了日の翌日から起算して 1か月以内 

  ★一括して申請することをあらかじめ伝える必要はありません。 

 

 

別添の「奨励金の支給申請に係る提出書類一覧表」をご確認ください。 

 

2．認定職業訓練実施付加奨励金 

 

 

実践コースを実施した訓練実施機関が基本奨励金を受給し、かつ、その訓練の修了者等の就職

実績（雇用保険適用就職率）が一定水準（35％以上）である場合に支給します。 
 

 

 

奨励金の種類 就職率 
支給単位期間
における日数 支給額 ※支給対象となる受講者 1人につき 

付加奨励金 

６０％以上 

28 日以上 ２万円×支給単位期間数 

28 日未満 1,000 円×訓練実施日数※上限２万円 

３５％以上 

６０％未満 

28 日以上 １万円×支給単位期間数 

28 日未満 ５00 円×訓練実施日数※上限１万円 

 

 

 

提出書類 

支給要件 

支給額 
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★上記の式の分母及び分子について、訓練終了日に「65歳以上の受講者」は除く。 

★訓練対象者の特例措置により、転職せずに働きながら訓練を受けてスキルアップに取り組 

む受講者(令和 3 年 12 月 21 日から令和 5年 3 月 31日までの間に申込みをした者)につい 

ては、分母及び分子から除くこととする。 

なおこの受講者が訓練受講期間中に離職等により求職者となった場合であっても同様の 

算定方式にする。 

 

「就職した者」とは 

 就職した者とは、訓練が終了した日の翌日から起算して 3 か月を経過する日までに、次の１、

２のいずれかに該当する就職をした受講者のことをいいます。 

１ 1 週間の所定労働時間が 20時間以上であり、かつ 31 日以上の雇用見込みである就職 

２ 上記１の労働者を雇用する事業主（雇用保険の適用事業の事業主）となった場合 

 ★認定職業訓練就職者名簿（様式 A-34）により届け出た場合に限られます。 

 

 

 

訓練の修了者、および就職を理由とした中途退校者 

※訓練終了日まで受講したものの、修了要件を満たさなかった受講者や、就職以外の理由に

よる中途退校者は含まれません。 

※雇用保険適用就職率を算出する上で分母及び分子から除かれる「65 歳以上の受講者」に

ついては支給対象となる受講者に含まれます。 

※雇用保険適用就職率を算出する上で分母及び分子から除かれる「転職せずに訓練を受ける

受講者」については支給対象となる受講者に含まれます。  

 

【自社等就職の場合の取扱い】 

 令和元年 10 月開講以降のコースについては、雇用保険適用の見込みがある労働条件で「自社

等就職」した者について、追加の添付書類（※）を提出いただき、当該内容をもとに労働局にて

「就職した者」に該当するかどうかを判断します。（添付書類の提出がない場合は、付加奨励金

の支給上「就職した者」として算定しません。） 

※労働条件、および 2 か月間の勤務実態がわかる書類（労働条件通知書（写）や出勤簿（写）、

賃金台帳（写）等） 

但し、事業主等の関与によらず、やむを得ない理由で 20 時間未満となった場合は「就職した

者」として算定しますが、当該理由について証明していただく必要があります。 

雇用保険適用就職率の算定方法 

支給対象となる受講者 

修了者のうち就職した者 ＋ 就職を理由とした中途退校者 

修了者 ＋ 就職を理由とした中途退校者 
＝ ×100 

（小数点以下切捨） 

雇用保険 

適用就職率 
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「自社等就職」とは 

自社等就職とは、訓練受講者を訓練実施機関自ら、または訓練実施機関の関連事業主（訓練実

施機関と資本的、経済的、組織的関連性等からみて実質的な一体性が見られる事業主。）に雇い

入れる場合をいいます。なお、訓練実施機関と関連事業主の両者間に実質的な一体性が認められ

る状況は、以下のいずれかの要件に該当する場合とします。 

 １ 資本金の５０％を超えて出資していること。 

 ２ 取締役会の構成員について次のいずれかに該当すること。 

   （１）代表者が同一人物であること。 

   （２）取締役を兼務している者が、いずれかの会社について過半数を占めていること。 

 

 

 

①雇用保険適用就職率の算定について 

付加奨励金の支給額は、労働局で雇用保険の適用状況を確認した時点で(※)、一般被保険者で

あること（またはあったこと）、または労働者を雇用する事業主であること（またはあったこと）

が確認できた者のみを、就職した者として労働局で再計算した雇用保険適用就職率により算定し

ます。このため、支給申請額と実際の支給額は異なる場合がありますのであらかじめご了承くだ

さい。 

※雇用保険の適用状況の確認は、1 回目は訓練終了日の翌日から起算して４か月経過後に行います。

当該確認により、雇用保険に加入すべき就職であるのに加入されていないことを把握した場合は、

本人の了解の元で事業主に対し加入指導を行います。最終的な確認は、訓練終了日の翌日から起

算して６か月を経過する日に行います。 

 

②「求職者支援訓練に係る就職率確定通知書」(様式 A-10)について 

機構埼玉支部より通知される「求職者支援訓練に係る就職率確定通知書」に記載される雇用保

険適用就職率については、訓練終了日の翌日から６か月を経過した日までに雇用保険の手続きが

終了していない場合でも、雇用保険に加入できる条件で雇用されていることがハローワークで確

認できた場合、その修了者の数が含まれます。このため、付加奨励金の支給に係る雇用保険適用

就職率とは異なることがあります。 

 

 

 

訓練終了日の翌日から起算して 4か月以内 

 ※訓練終了日から起算して 3 か月以内に就職した受講生から、就職状況報告書を追加で回収

した場合は、上記期間内であれば申請内容の修正をすることが可能です。 

 

「雇用保険適用就職率」の留意点 

支給申請の期限 
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別添の「奨励金の支給申請に係る提出書類一覧表」をご確認ください。 

 

 

3．支給申請の期限について 

 

いずれの奨励金も、支給申請期間の末日が閉庁日であった場合は、翌開庁日が支給申請の期限

となります。 

天災その他やむを得ない理由により申請期間内に支給申請ができなかった場合に限り、当該理

由の止んだ後、7 日以内にその理由を記した書面を添え提出し、労働局がやむを得ない理由と認

めた場合は、期間内に申請があったものとして取り扱うことが可能です。 

 

4．支給・不支給決定 

 

申請内容が適正であると認めたときは、基本奨励金支給決定通知書（様式 A-35）または付加

奨励金支給決定通知書（様式 A-37）、保育奨励金支給決定通知書（様式 A-48）により通知し

ます。支給決定から振込みまでには、通常数日から 10 日程度の期間を要します。不足書類等が

ありますと、支給決定が遅れることがありますのでご注意ください。付加奨励金については、訓

練終了後４か月から 6 か月を経過した時点での雇用保険の加入状況を確認した上で支給が決定

しますのであらかじめご了承ください。 

 申請内容が適正であると認められなかった場合は、基本奨励金不支給決定通知書（様式A-36）

または付加奨励金不支給決定通知書（様式 A-38）、保育奨励金不支給決定通知書（様式 A-49）

により通知します。 

 

 

5．書類の保管 

 

会計検査院の検査対象となった場合、総勘定元帳や決算書、出納簿、伝票及び労働者名簿、賃

金台帳等の各関係書類を提出していただくことがあります。各種関係帳簿類については、奨励金

の支給を受けた日の属する年度の翌年度から５か年度の間、適切に保管してください。 

 

 

 

 

 

提出書類 
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6．不正受給 

 

 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奨励金の支給を受け、または受けよ

うとした場合、及び職業訓練の受講給付金の不正受給に関与した場合は、当該不正に係る訓練コ

ース、及びそのコースの開始後に開始されたすべてのコースについて、不支給または支給を取り

消すこととし、既に奨励金を支払った場合はその全額を返還していただきます。 

 さらに詐欺、脅迫、贈賄等刑法に触れる行為があった場合、刑事告発をすることがあります。 

 

 

7．認定の取消について 

 

以下に該当する場合、原則として認定の取消を行います。認定取消が行われると奨励金は不支

給となります。  

 例） 

・認定基準に反する求職者支援訓練を行ったこと。 

・労働局または機構による指導に従わなかったこと。 

・受講希望者が定員の半数に満たなかったこと以外の理由により訓練を中止したこと。 

・受講希望者が定員の半数に満たなかった場合に、訓練中止の申出期限を過ぎてから中止を申し出たこ

と。 

・認定を受けた内容を変更して求職者支援訓練を実施したこと。 

・公共職業訓練、基金訓練等の公的職業訓練を実施した際、国、中央職業能力開発協会等の業務改善指

示に従わなかった実績があること。 

・職業訓練受講給付金の不正に関与した場合や、認定職業訓練実施奨励金を不正に受給した、または受

給しようとした場合。 

・雇用保険法第 4 章の規定により支給される給付金（「雇用関係各種給付金」）を不正受給したまたは

不正受給しようとした訓練実施機関であって、労働局が当該不正に係る給付金について不支給決定し

たまたは支給を取り消したもの。 

・本人の承諾の有無にかかわらず、受講希望者、受講者、退校者または修了者に訓練実施機関が関係す

る他の訓練（公的職業訓練に限らない。）や商品等について情報提供、勧誘、斡旋等のいずれかを行

ったことにより、労働局または機構の指導を受け、これに従わなかったこと。 

・訓練時間内において、受講者へ訓練実施機関、関連会社その他特定企業に係る個別具体的な雇用、職

業紹介または派遣登録に関する情報提供を行ったこと、または、訓練時間外に受講者の意思に反して

これらの情報提供を行ったことにより、労働局または機構の指導を受け、これに従わなかったこと。 

・求職者支援制度の適切な運営上、不適切な広告、案内を行ったことにより、労働局または機構の指導

を受け、これに従わなかったこと。 等 
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認定が取り消されると、取消日以降、現在実施している訓練を継続できなくなるばかりでなく、

欠格要件に該当し、今後は認定の申請があっても全国または同一都道府県内において永久、また

は一定期間、認定を受けることができなくなります。また、受講者が訓練を修了できずに中止と

なることで、損害賠償請求等が生じるおそれもあります。日頃より、適正な訓練の実施に努める

ようにしてください。 

8．その他 

 

認定職業訓練実施奨励金については、広く事業主の皆さまからいただいた雇用保険料により運

用されておりますので、制度の適正なご活用をお願いいたします。制度趣旨及び支給要件等に沿

った支給となるよう、労働局が実態を調査・確認をさせていただくこともありますのでご承知く

ださい。  
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（参考）訓練実施日から除外できるもの 

 

基本奨励金の支給申請にあたり、下記の１～４の理由により訓練を欠席をした受講者について

は、当該欠席日は訓練が行われなかった日として分母の訓練実施日数から控除して出席率を算定

することができます。 

ただし、本取扱いはこれらの理由を証明する書類を労働局に提出できる場合に限ります。 

 

訓練実施日除外理由 必要書類 注意事項 

1 インフルエンザ等の感染

症に感染した場合 

（新型コロナウイルス感

染症含む） 

次のいずれか 1 点以上 

・医療機関または調剤薬局の領収証 

・処方箋袋（薬袋）、 

・薬剤情報提供書（調剤日、薬剤の名

称、用法、用量、効能、効果、相互作

用に関する主な情報が記載された用

紙）、 

・診療明細書、 

及び受講者本人の書面による申告書

(様式 A-39) 

 新型コロナウイルス感染症の

感染者の療養期間（出席停止期

間）については、保健所の指示に

従ってください。 

2 大規模な災害が起こった

等により訓練実施施設へ

の通所が困難となってい

る場合 

・被災証明書、罹災証明書等 災害等の影響によって回復する

ために１日以上の時間が必要と

なる場合です。 

人身事故や交通事故等で一時的

に交通機関の運行がストップす

る等の一時的な場合は含まれま

せん。 

3 裁判員等に選任された場

合等 

・裁判所等から送付される呼出状、案

内状等 

受講者本人が当事者であるよう

な刑事または民事訴訟手続にお

ける裁判所への出廷等は含まれ

ません。 

4 ハローワークに指示され

た求職活動を行う場合 

・面接証明書、就職試験の証明書等（日

付・氏名・試験内容等を事業主が証明

したもの） 

ハローワークの指示で就職面接

等を受ける場合です。 

ハローワークで職業相談や求人

情報の検索等は含まれません。 

5 

 

新型コロナウイルス感染

症に係る濃厚接触者であ

ること、当該感染症に感染

した疑いがあること、又は

新型コロナウイルスに係

るワクチン接種をする場

合 

・受講者本人の書面による申告書 

（別添様式） 

※機構 HP に掲載 

 



11 

 

よくある質問とその答え 

 

（答） 

「受講者署名欄」に署名がない場合、署名のない受講者分は算定対象外となります。 

 

（答） 

原則として、受講者が最終日に来校しない場合でも、支給申請書類への受講者署名は必須です。

但し、手を尽くしても署名が得られなかった場合は、支給申請時に、以下の１．から３．を記載

した陳述書（自由様式）に、４．を添えて労働局長に提出していただき、事実を確認できた場合、

基本奨励金の算定対象と取り扱われることがあります。 

１．署名が得られなかった理由 

２．①の場合･･･当該受講者が受講者出欠報告書の出欠状況に相違ないと認めていること 

   ②の場合･･･当該受講者に受講者出欠報告書の出欠状況の確認を得られなかった理由 

３．当該受講者の連絡先 

４．当該受講者への対応等を詳細に記録したもの 

（電話や郵便、訪問等の対応を詳細に記録し、必ず書面で残してください。） 

 

（答） 

 ① 様式A-32 及び別添は、データ入力・管理でも構いません。ただし、必ず「受講者署名欄」

は受講者の直筆で署名しなければならないため、紙で打ち出す必要があります（データ部分と

署名部分は、同じ紙の同じ頁であること。）。 

 ② 中途退校者について、上記のとおり取り扱い、他の受講者と別に管理することとしても構

いません。 

 

 

 

 

Ｑ１ 基本奨励金の支給申請時に、受講者出欠報告書内訳票(様式 A-32:別添)に署名がない

ものがあった場合は、どう取り扱われるか。                                                                

Ｑ２ 受講者出欠報告書内訳票(様式 A-32:別添)の「受講者署名欄」について、 

①「中途退校者が最終日に来校しなかった」場合や、②「中途退校した受講者とその後全

く連絡が取れなかった」ことで署名が得られなかった場合、どのように取り扱われるか。 

Ｑ3 受講者出欠報告書内訳票（様式A-32：別添）について、次のとおり取り扱ってよいか。 

 ① データで入力及び管理すること（受講者署名欄以外） 

② 中途退校者については、中途退校した日を含む当該中途退校者１人分の受講者出欠報

告書内訳票を作成して本人の署名をとり、他の受講者と別管理とすること。 
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（答） 

支給申請後に当該申請を取り下げた場合、訓練期間全期を支給対象期間とする基本奨励金

の申請は認められません。 

 

（答） 

①の場合･･･あらかじめ定められた日を斜線で取り消して、振替えて出席した日を○印とし

ます。 

②の場合･･･キャリアコンサルティングは、別の支給単位期間に振替えることはできません。

この場合は、当初定めたキャリアコンサルティングの日は欠席扱いとなります。 

※キャリアコンサルティングの出席管理については、機構埼玉支部資料「別添４」の「求

職者支援訓練を実施するに当たっての質疑応答集」Q1 もご参照ください。 

 

（答） 

「未就職」として届け出られた受講者についての就職状況を労働局で確認することはあり

ません。 

受講者から提出された「就職状況報告書（様式 A-14）」の就職状況が「未就職」であり、

付加奨励金の支給申請期限までに余裕がある場合は、就職支援の一環として、受講者のその

後の状況について再度確認することも一考です。その際に、短期間でも就職したという事実

が確認できれば、受講者に改めて「就職状況報告書（様式 A-14）」の提出を依頼し、これに

より回収した就職状況報告書の内容に沿って付加奨励金支給の申請内容の修正が可能なこと

もあります。 

既に行った付加奨励金の支給申請について、申請内容をご修正されたい場合は、速やかに

労働局にご相談ください。 

 

 

 

Ｑ4 ６か月間の訓練について、一度３か月を一支給対象期間として基本奨励金の支給申請

をし受理されたが、当該申請を取り下げて６か月を一支給対象期間として再度申請したい。

可能か。 

Ｑ5 受講者が当初定めたキャリアコンサルティングの日を欠席し、別の日に振替えて実施

した場合、受講者出欠報告書内訳票(様式 A-32:別添)はどのように記載すればよいか。 

① 同一支給単位期間内の別の日に振替えて実施した場合 

② 別の支給単位期間に振替えて実施した場合 

Ｑ6 認定職業訓練就職者名簿（様式 A-34）で就職コードが「９ 修了または中退（就職）・

未就職」「10 未回答、追跡不能」であった場合、当該者の就職状況について、労働局で確

認することはないのか。 


