
- 1 -

キャリア形成促進助成金 申請様式のダウンロード

キャリア形成促進助成金申請に必要な書類の一覧です。
必要なものを印刷し、申請手続きにご利用下さい。

平成26年9月12日以降に訓練実施計画届を提出して実施する訓練に係る申請

・訓練実施計画届チェックリスト（添付書類の一覧） PDFダウンロード ／ Excelダウンロード
・支給申請書類チェックリスト（添付書類の一覧） PDFダウンロード ／ Excelダウンロード

■新しく助成金を活用される場合及び既に提出した計画に新たな訓練コースを追加する場合
様式１号 キャリア形成促進助成金 PDFダウンロード／ Excel／記載例

（一般型訓練・政策課題対応型訓練）訓練実施計画届

※本助成金の支給要件である事業内職業能力開発計画の
作成方法や事例については、こちらをご覧ください。

様式２号 キャリア形成促進助成金 PDFダウンロード／ Excel／記載例
（一般型訓練・政策課題対応型訓練）訓練実施計画変更届

様式３－１号 年間職業能力開発計画（訓練カリキュラムの添付が必要） PDFダウンロード／ Excel／記載例
様式３－２号 訓練別の対象者一覧 PDFダウンロード／ Excel／記載例
様式３－３号 訓練別の対象者一覧（中長期的キャリア形成コース） PDFダウンロード／ Excel／記載例
様式４－１号 若年人材育成コース実施計画書 PDFダウンロード／Word／記載例
様式４－２号 成長分野等人材育成コース実施計画書 PDFダウンロード／Word／記載例
様式４－３号 グローバル人材育成コース実施計画書 PDFダウンロード／Word／記載例
様式４－４号 熟練技能育成・承継コース実施計画書 PDFダウンロード／Word／記載例
様式４－５号 育休中・復職後等能力アップコース実施計画書 PDFダウンロード／Word／記載例
様式９号 誓約書（グローバル人材育成コースのみ） PDFダウンロード／Word／記載例

様式１１－１号 キャリア形成促進助成金に係る PDFダウンロード／Word／記載例
自発的職業能力開発に関する申立書

様式１１－２号 育児休業期間中に自発的に訓練を実施する旨の申立書 PDFダウンロード／Word／記載例

■支給申請を行う場合
共通要領 支給要件確認申立書 Wordダウンロード
様式第 1号
支払方法・受取人住所届 Wordダウンロード
※支給方法・受取人住所届を印刷する際には、こちらも併せてご覧ください。

様式５号 キャリア形成促進助成金 PDFダウンロード／ Excel／記載例
（一般型訓練・政策課題対応型訓練）支給申請書

様式６号 賃金助成・OJT実施助成の内訳 PDFダウンロード／ Excel／記載例
（一般型訓練・政策課題対応型訓練）

様式７－１号 経費助成の内訳（一般型訓練・政策課題対応型訓練） PDFダウンロード／ Excel／記載例
様式７－２号 経費助成の内訳（中長期的キャリア形成コース） PDFダウンロード／ Excel／記載例
様式７－３号 専門実践教育訓練の受講に関する申立書 PDFダウンロード／Word／記載例
様式７－４号 専門実践教育訓練の受講証明書・受講修了証明書 PDFダウンロード／ Excel／記載例
様式８号 OFF-JT実施状況報告書 PDFダウンロード／ Excel／記載例
様式１０号 OJT実施状況報告書（認定実習併用職業訓練コースのみ） PDFダウンロード／ Excel／記載例
育休訓練 育児休業期間中訓練実施結果報告書 PDFダウンロード／ Excel／記載例
様式１号
海外訓練 海外訓練実施結果報告書 PDFダウンロード／Word／記載例
様式１号
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平成26年9月11日以前に訓練実施計画届を提出して実施する訓練に係る申請

・訓練実施計画届チェックリスト（添付書類の一覧） PDFダウンロード ／ Excelダウンロード
・支給申請書類チェックリスト（添付書類の一覧） PDFダウンロード ／ Excelダウンロード

■新しく助成金を活用される場合及び既に提出した計画に新たな訓練コースを追加する場合
様式１号 キャリア形成促進助成金訓練実施計画届 PDFダウンロード Excelダウンロード
様式２号 キャリア形成促進助成金訓練実施計画変更届 PDFダウンロード Excelダウンロード
様式３－１号 年間職業能力開発計画（訓練カリキュラムの添付が必要） PDFダウンロード Excelダウンロード
様式３－２号 訓練別の対象者一覧 PDFダウンロード Excelダウンロード
様式４－１号 若年人材育成コース実施計画書 PDFダウンロード Wordダウンロード
様式４－２号 成長分野等人材育成コース実施計画書 PDFダウンロード Wordダウンロード
様式４－３号 グローバル人材育成コース実施計画書 PDFダウンロード Wordダウンロード
様式４－４号 熟練技能育成・承継コース実施計画書 PDFダウンロード Wordダウンロード

■支給申請を行う場合
支給要件確認申立書 PDFダウンロード Wordダウンロード
様式５号 キャリア形成促進助成金支給申請書 PDFダウンロード Excelダウンロード
様式６号 賃金助成・OJT実施助成の内訳 PDFダウンロード Excelダウンロード
様式７号 経費助成の内訳 PDFダウンロード Excelダウンロード
様式８号 OFF-JT実施状況報告書 PDFダウンロード Excelダウンロード
様式９号 誓約書（グローバル人材育成コースのみ） PDFダウンロード Wordダウンロード
様式１０号 OJT実施状況報告書（認定実習併用職業訓練コースのみ） PDFダウンロード Excelダウンロード
様式１１号 キャリア形成促進助成金に係る PDFダウンロード Wordダウンロード

自発的職業能力開発に関する申立書

※平成 25年度予算成立に伴う新制度に係る様式です。
※各種様式の書き方や支給申請の方法等についてわからないことがある場合は、最寄りの都道府県労働局にお問い
合わせください。

※提出していただいた各様式は提出先からの返却はいたしませんので、予めご了承願います。
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