
本事業について

Q１
事業内容を教えてください。

A１
この事業は、都内の障害福祉サービス等事業所及び都

外施設（東京都が定める都外独占施設、協定施設等）で
働く職員が、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士
及び公認心理師（以下、「社会、介護、精神、心理師」
という。）を取得するための経費について法人が支出し
た経費の１／２を助成する制度です。
詳しくは交付実施要綱　P２１を御覧ください。

Q２
現任介護職員資格取得支援事業

（以下、「現任介護」という。）と
現任障害福祉サービス等職員資格
取得支援事業（以下「現任障害」
という。）の違いを教えてくださ
い。

A２
現任介護は、「都内に在住する介護サービスを提供す

る事業所」を対象としているのに対して、現任障害は
「都内に所在する障害福祉サービス等を提供する民間の
事業所及び都外施設」が対象です。
また、現任介護は「１法人につき１０名まで」申請可

能ですが、現任障害は「１事業所につき原則１名」が助
成可能で法人単位での制限はありません。
さらに、対象国家資格試験は現任介護が「介護福祉士

国家資格試験」のみに対して、現任障害は「介護」だけ
でなく「社会」「精神」「心理師」も対象となります。

窓口、担当者も異なるため申請の際には御注意ください。

現任介護 現任障害

対象事業所 介護サービス事業所 障害福祉
サービス等事業所

助 成 基 準 １法人につき
１０名まで １事業所原則１名

対象となる
国 家 資 格 介護のみ

社会
介護
精神

公認心理師

Q３
現任介護で申請をしている事業
所が、現任障害を申請することは
可能ですか。

A３
申請できます。

■ 現任障害福祉サービス等職員資格取得支援事業に関するQ＆A
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Q４
現任介護と現任障害で同一人物

を申請してもいいですか。

A４
同一人物は申請できません。どちらの事業にて申請す
るか選択していただきます。

Q５
令和３年度東京都介護職員キャ

リアパス導入促進事業費補助金
（以下「キャリアパス補助金」と
いう。）と併用して申請すること
は可能ですか。
なお、キャリアパス補助金につ

いては、既に事業計画の提出を済
ませているものとします。

A５
キャリアパス補助金の事業計画に計上をした経費以外
について申請可能です。
例えば、キャリアパス補助金で実務者研修の受講料を
対象経費として計上した場合には、本助成金での申請は
できませんが、その受講料以外の経費については、申請
可能です。
＊�御不明点がありましたら、事前にお問い合わせくださ
い。

申請について

Q６
法人から職員への支出は、合否
結果がでてからおこなっており、
年度を越してから支出している。
この場合、令和３年度として申請
できますか。

A６
職員が受験した年度内での支出でないと助成対象には
なりません。

Q７
法人から職員への支出を合否結

果がでてから行っており、交付申
請の段階で支出するか不明な場合
には申請できませんか。

A７
申請できます。
交付申請書を提出していただき、支出しないと決まっ

た場合は実績報告の際に取下げ申請をしていただきます。

Q８
受験は今年度ではないけれど、

参考図書を購入している職員がお
り、法人としても支援しています。
この場合、申請できますか。

A８
申請できません。
あくまで今年度受験する職員が対象となるので、現在
法人が支援したとしても対象にはなりません。

Q９
１事業所１名の申請となってい

ますが、１サービスごとに１名で
申請できますか。

A９
申請できます。

−　−14



Q１０
実際に職員が支出した費用は
１０万円を超えていますが、法人
としての支出は１０万円を上限と
しています。このような場合でも
申請できますか。

A１０
申請できます。
別記様式第１号－２の「事業計画及び経費見込内訳」

には、法人支出見込合計額を１０万円になるように調整
し、記入してください。

対象資格について

Q１１
職員が同時受験（例：社会と精
神の２つを受験）をする場合、複
数の申請をしてもよいですか。

A１１
申請できません。４資格（社会、介護、精神、心理師）

のうちいずれかを選択していただきます。

Q１２
当初申請した資格試験を変更す
ることは可能ですか。

A１２
変更はできません。
例：）社会福祉士国家試験→精神保健福祉士への変更

Q１３
４資格（社会、介護、精神、心
理師）試験の他に、保育士の資格
や管理栄養士の資格も対象になり
ますか。

A１３
４資格のみ対象となります。

Q１４
来年度受験する職員は、今年度
申請できますか。

A１４
申請できません。今年度、交付申請の対象となる方は、

以下のとおりです。
・社会福祉士・介護福祉士⇒第３４回を受験する方
・精神保健福祉士⇒第２４回を受験する方
・公認心理師⇒第４回を受験する方

対象経費について

Q１５
領収書類の日付について、対象
期間はありますか。

A１５
助成対象となる領収書の日付は、原則、令和３年４月

１日から令和４年３月３１日までのものになります。
ただし、心理師の対象期間のみ令和３年３月１日から

令和３年１０月３１日となります。
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Q１６
過去に職員が支払いをした「実

務者研修費用」 や「養成学校費
用」、「現任講習会費用」等の領収
書は対象となりますか。

A１６
対象となります。
ただし、令和３年４月１日から令和４年３月３１日ま

での間に法人が職員へ支払った場合のみとなります。
また、心理師は令和３年３月１日から令和３年１０月

３１日までの間に法人が職員へ支払った場合に対象とな
ります。

Q１７
職員本人が立て替えて支払った

分も助成対象となりますか。
また、法人が職員に支払いをし

たことの証明はどのようにすれば
よいですか。

A１７
助成対象となります。
職員本人が立て替えて支払った場合でも令和３年４月

１日から令和４年３月３１日（心理師は令和３年３月１
日から令和３年１０月３１日）までの間に、対象法人が
職員に対してその経費を支払い、職員の受領印を押印し
た「支払証明書」（別記様式第１号－４　別紙１－１，１
－２）の提出があれば、助成対象です。

Q１８
次の経費も対象になりますか。
・受験申込書類の郵送料
・�受験用写真等に確認票に貼付
する写真代

・受験料の振込手数料
・講習会参加の際の交通費
・�合格後の免許登録税や登録手

数料
・�受験する際に前泊したホテル
等の宿泊代

A１８
いずれの経費も助成対象とはなりません。
＊�その他の経費で御不明な点がありましたら、事前に
お問合わせください。

Q１９
スマホのアプリは助成対象で�
すか。

A１９
助成対象となります。購入したアプリ名、購入者名、

購入金額、購入した日付が分かる箇所のコピーを御提出
してください。
例　【購入済】の画面のコピー
　　通信会社の請求書の該当部分のコピー
　　引落し口座の該当部分のコピー
なお、経費内訳については【参考図書費用】の欄に計
上してください。
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Q２０
「介護職員初任者研修」は助成
対象になりますか。

A２０
法人が支払をしたとしても、助成対象にはなりません。

Q２１
養成学校等への入学金は、助成
対象となりますか。

A２１
助成対象となります。

対象者について

Q２２
途中で申請者を別の職員に変更

できますか。

A２２
変更できません。

Q２３
非常勤の職員は、申請できますか。

A２３
申請できます。

Q２４
地方公共団体が指定する施設職
員は申請できますか。

A２４
申請できません。

Q２５
施設長などの管理者も申請でき
ますか。

A２５
申請できます。

Q２６
今年度A事業所にいる者が来年
度B事業所に異動する可能性があ
る場合、申請できますか。

A２６
申請できます。異動した場合は実績報告書の備考欄に

交付申請時の事業所名を記入してください。

申請様式について

Q２７
別記様式第１号－２（事業計画
及び経費見込内訳）の「寄付金収
入」とは、具体的にどのようなも
のがありますか。

A２７
寄付金の使途が資格取得のために限定されているもの

です。例えば、寄付者が「職員が資格取得のための参考
書を買う経費に充ててください。」等、資格取得に係る
寄付金が当てはまります。

Q２８
交付申請の際に提出した別記様
式第１号－２（事業計画及び経費
見込内訳）の事業計画内訳は変更
可能ですか。

A２８
変更可能です。
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Q２９
別記様式第１号－２（事業計画

及び経費見込内訳）の１にある
【①既支出済額】【②支出予定額】
【③法人支出見込合計額】につい
て教えてください。

A２９
【①既支出済額】
申請時点で既に法人が職員に支払い済みの対象経費が
ある場合記入してください。（別記様式第１号－４に貼
付した領収書で、余白に「支払済」「法人直接払い」「宛
名が法人名」と記入されている経費）
【②支出予定額】
これから法人が職員に対し支出する予定の金額を記入
してください。記入の際には、既支出済額を二重計上し
ないようお気をつけください。（別記様式第１号－４に
貼付した領収書で、余白に「支払予定」と記入されてい
る経費、交付申請後に発生する予定の経費、領収書が手
元にない経費）
【③法人支出見込合計額】
法人が職員に対し合格した場合に、支援する予定の合
計金額（既支出済額と支出予定額を足した額）を記入し
てください。

Q３０
申込時に、別記様式第１号－３

（受験手数料振替払込請求書兼受
領書報告書）に、「振替払込請求
書兼受領証」のコピーを貼付せず
に提出しましたが、その後見つか
りました。この場合は、どうすれ
ばよいですか。

A３０
早急に当財団まで御提出してください。

Q３１
別記様式第１号－３（受験手数

料振替払込請求書兼受領書報告
書）に添付した「振替払込請求書
兼受領証」は、別記様式第１号－
４（領収書類提出様式）にも貼付
し、提出しないといけませんか。

A３１
振替払込請求書兼受領証を別記様式第１号－４（領収
書類提出様式）に添付する必要はありません。
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Q３２
別記様式第１号－４（領収書類
提出様式）は交付申請締切日まで
に、必ず提出しなくてはいけませ
んか。

A３２
交付申請時での提出は必須ではありません。
締切日までお持ちの対象経費の領収書を貼付してくだ

さい。
＊�締切後発生した経費の領収書は、１月中旬頃に別途
提出するよう通知文の送付や当財団ホームページに
てお知らせします。

Q３３
交付申請後、４月の実績報告で、
交付予定額を超えて請求すること
は可能ですか。

A３３
いかなる理由であっても、交付予定額を超えての請求

はできません。

Q３４
「振替払込請求書兼受領証」を
なくしてしまいました。申請でき
ますか。

A３４
申請できます。
別記様式第１号－３（受験手数料振替払込請求書兼受
領書報告書）に紛失した旨を御記入ください。４月の実績
報告の際に、「受験票のコピー」を御提出いただきます。
こちらの提出がない場合、受験を受けた確認が取れな

いため、助成対象外となります。

Q３５
様式に誤って記入した場合、修

正テープを使用してもいいですか。

A３５
修正テープは使用せず、作成し直すか、訂正印を押印

のうえ記入し直して提出してください。

Q３６
事業所ごとに支払金口座振替依
頼書を提出し、助成金を受取るこ
とは可能ですか。

A３６
支払金口座振替依頼書を複数提出することはできませ

ん。法人で１枚の作成になります。

Q３７
別記様式第１号－６（受領委任
書）はどういう時に必要になりま
すか。

A３７
法人名義の口座でなく、事業所の施設長等の口座を振

込先としたいときに提出が必要となります。

Q３８
まだ支払は済んでいないのです
が、支払証明書の「法人支払日」
には、支払予定日を記入し提出す
ればよいですか。

A３８
支払証明書は支払いを済ませたことを証明する書式と

なりますので、支払の済んでいないものは支払確定後に
支払証明書を作成いただき４月初旬の実績報告書と一緒
に御提出ください。
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その他

Q３９
「教育訓練給付金」を受けまし
た。この場合、助成対象となりま
すか。

A３９
教育訓練給付金の該当金額以外については、助成対象

となります。
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