
はじめに
   今回、支払証明書類を提出していただくのは以下の法人です。該当する方は必ず
   ご確認ください。記載内容の確認等で当財団から連絡する場合があります。
   提出書類は所属控えとして、各自で必ずコピーをとっておいてください。

 

作成する順番に掲載しております。

①「別紙４」（領収書類添付様式）の作成 ・・・・ P.1

②「別紙１」「別紙２」（支払証明書）の作成 ・・・・ P.2

③「別紙３」（受験票添付様式）の作成 ・・・・ P.3

④「提出物一覧表」の作成 ・・・・ ・・・・ ・・・・ P.3

＊当財団HPから様式をダウンロードできますので、適宜ご活用ください。
（公財）東京都福祉保健財団URL： https://www.fukushizaidan.jp/118genninshougai/

「財団 現任障害」と検索しても、該当ページをご確認いただけます。

領収書等の提出依頼と作成手順

【支払証明書を提出していただく法人】

■提出していない領収書類がある
■支払証明書を提出していない

＊申請時に必要書類を全て御提出いただいている法人
は、提出不要となります。

提出期限：令和4年2月10日（木曜日）必着



対象者名を記入し、受験する国家試験に○をつける。

法人が対象者に支払った領収書類を貼付する。

合否が発表されてから支払いされる方は、今回領収書類

の提出は不要です。

貼付しきれない場合は、原寸大コピーをA４判の用紙

に貼付し、まとめてホチキス留めする。

領収書類に付随する添付書類の枚数を記入する。

この記入例の場合、領収書2枚、領収書に付随する貼付

書類として原寸大のコピー4枚を提出するため、「６」

枚と記入する。

　　　　　　　 　　現任障害　別紙４（対象者別）

対象者名： 　社会　介護　精神　心理（該当する国家試験に〇をつけてください）

領収書の写し（コピー）枚数及び

領収書に付随する添付書類数： 計 6 枚

＊複数名分を１枚で提出することは出来ません。

                          この様式には、対象経費の【領収書類のコピー】を本欄に貼付してください。

留意事項について

①次の領収書類は、いずれも無効です。

　・宛名がない　・宛名が上様　・日付がない　・但し書き（品目）が不明確（「合格祝い金」や「資

　格取得支援金」、「参考図書代」など）　・発行人の記載と押印が無い　・発行人が対象者本人

②領収書の余白に下記のいずれかを御記入ください。領収書の宛名が法人名となっている場合は、記入

　は不要です。

③宛名が個人になっているが、対象者個人では支払いをしておらず法人が直接負担している場合、

　余白部分に「法人直接払い」と明記してください。なお、支払証明書の提出は不要となります。

④レシートの場合は、余白部分に対象者名を必ず明記してください。

　対象者名が無いレシートは、無効となります。

⑤本欄に貼付しきれない場合や、領収書に付随する添付書類については、A４版の用紙に貼付し、ま

　とめてホチキス留めをしてください。

令和3年度現任障害福祉サービス等職員資格取得支援事業　領収書類提出様式

福祉　太郎

2,500円

社会福祉士

合格テキスト

（裏表紙）レシート

〇〇書店

×月×日

社会 ￥2,500

福祉太郎 購入
社会福祉士

合格テキスト

(表紙)

レシートの内容が

不明確の場合は、

テキストの表紙、

裏表紙等、購入し

たと分かる資料を

添付してください。

支出済

（１）対象者が経費を立替払いしており、法人が精算した場合…「支払済み」（＊１）

（２）対象者が経費を立替払いしており、今後法人が精算する場合…「支払予定」

（３）当初より法人が直接経費を負担している場合（宛名が個人名）…「法人直接払い」

（４）当初より法人が直接経費を負担している場合（宛名が法人名）…「未記入」

（＊１）上記（１）の場合、別紙１（支払証明書）を御提出ください。

（＊２）上記（３）（４）の場合、別紙１（支払証明書）の提出は不要です。

（＊２）

領収書

福祉 太郎 様

￥25,000

但し「社会福祉士通信講座」受講料として、

令和×年×月×日 上記正に一括領収いたしました。
印

法人直接払い

2,200円の書籍の

表紙・裏表紙 原寸大コピー

3,300円の書籍の

表紙・裏表紙 原寸大コピー

支払済

￥2,200

￥3,300

￥5,500

￥500

￥5,500
￥5,500

￥2,200

￥3,300

￥5,500

￥500

￥5,500
￥5,500

支払済

前回提出していない領収書類がある方・・・ 別紙４に領収書類を貼付します。

手順①

領収書類（レシート）項目チェック

□日付

□宛名（レシートの場合対象者名）

□金額

□但し書き

□発行元押印

→いずれか欠けている場合

領収書類に付随する添付書類を提出

例：下記の通り

→但し書きなしの場合は、以下の書類

両方をA4判の用紙に貼付し提出してください。

・「修了証書」

「受講決定通知書」等、

受講したことが分かる

書類のコピー

・案内通知文やパンフ

レット等、受講料金

が確認できる書類の

コピー

手順②

手順③

手順④

クレジットカード等の使用について

支払いにクレジットカードを利用し、ポイントが付与された場合

は、各種ポイント相当額については、補助対象外となります。また、

一部をポイントで支払った場合には、その分を除いた額を補助対象

経費として下さい。また、各種ポイント相当額を確認できる下記資

料を提出してください。

□ポイント付与の条件（１ポイント当たりの換金率が記載された

カード会社の規約書等）

対象者への支払いが済んでいない場合、領収書類、支払証明書の提出は別途期間を設けてあります。
（３月中旬頃 実績報告時）
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　日付、法人名、代表者名の記入をし、登記簿上に

　登録されている印を押印する。

　対象者に支出した期間にチェックをつけます。

　今回は、真ん中の『交付申請後』にチェック

　を入れる。

　対象者名、経費内訳（受講料、参考図書費用等）、

　法人として対象者に支払いをした金額と日付を

　記入する。

　法人が支払を行ったという証明として対象者の

　受領印を押印する。

　日付、法人名、代表者名の記入をし、登記簿上に

　登録されている印を押印する。

　対象者名、経費内訳（受講料、参考図書費用等）、

　法人として対象者に支払った金額、日付を記入する。

　法人が支払いを行ったという証明として、対象者の

　受領印を押印する。

　 　　

公益財団法人東京都福祉保健財団　理事長　殿

　　　　　　　     　　　　 法人名    :

　 代表者名 :

　   現任障害福祉サービス等職員資格取得支援事業

　  支　払　証　明　書（公認心理師）

   下表のとおり、対象者が立替をしていた対象経費について、令和3年3月1日から令和3年

　10月31日迄の間に、法人から対象者への支払いを済ませたことを証明します。

　　　なお、助成金請求額は「法人支払額欄」に記載した金額と同額ではありません。

　　（対象者ごとの合計金額に対して1/2（千円未満切捨て）となります。）
　

対象者名・受領印

（＊1）

　　　財団　花子　印

　　　保健　次郎　印

（＊１）「受領印」部分の認印可、ただしサインは不可。署名だけでは助成対象とはなりませんので、

　必ず印鑑にて押印をしてください。

（＊２）本様式は対象者への支払いが完了後、御提出ください。

       現任障害　　別紙２

受験手数料 28,700円 令和3年10月15日

受験手数料 28,700円 令和3年8月1日

                     令和　　年      月　　日

経費内訳
法人支払額

円

　法人の支払日

令和3年3月１日～

令和3年10月31日に限る

法人 印

＊記入例

印

印

印

公認心理師

印

印

　　      　 現任障害　　別紙1

令和３年 　×月　×日

公益財団法人東京都福祉保健財団　理事長　殿

法人名    :

代表者名 :

　　　　　　　     　　　　 現任障害福祉サービス等職員資格取得支援事業

　 　  　支　払　証　明　書

　以下の該当する項目にチェックをつけ、必要事項を記入してください。

　対象者が立替をしていた対象経費について、

　□交付申請時（令和3年4月1日～令和3年10月15日）に

　☑交付申請後（令和3年10月16日～令和4年2月10日）に交付予定額の範囲内で

　□実績報告時（令和4年2月11日～令和4年3月31日）に交付予定額の範囲内で

　法人から対象者への支払いを済ませたことを、下表のとおり証明します。

　なお、助成金請求額は「法人支払額欄」に記載した金額と同額ではありません。

　（対象者ごとの合計金額に対して1/2（千円未満切捨て）となります。）

対象者名・受領印

（＊1）

　　　財団　花子　印

　　　福祉　太郎

（＊1）「受領印」部分の認印可、ただしサインは不可。署名だけでは助成対象とはなりませんので、

必ず印鑑にて押印をしてください。

受験手数料 18,380円 令和3年9月1日

○○○株式会社

鈴木　三郎

経費内訳
法人支払額

円

　法人の支払日

令和3年4月１日～

令和4年3月31日に限る

実務者研修費用 49,000円 令和4年2月4日

法人 印

社会・介護・精神保健

＊記入例

印

印

印

印

保

健

支払証明書を提出していない方・・・

次に別紙１（社会・介護・精神で申請している方）、もしくは別紙２（心理師で申請している方）を作成します。

手順①

手順②

手順③

手順④

手順①

手順②

＊今回、支払証明書を提出できる法人は以下のとおりです。＊

■前回、支払証明書を提出しておらず、立替分の精算が２月１０日（木）までに終わった方

立替分の精算が終わっていない法人は、社会・介護・精神で申請している方は令和４年３月３

１日（心理師で申請している方は令和３年１０月３１日）までに精算し、実績報告時に支払証

明書を提出してください。

手順③
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法人など記載事項は全て記入し、受験する国家試

験に〇をつける。

受験票のコピーを貼る。

法人名など記載事項は全て記入する。

封入前に提出書類、記載内容、各種押印などを

確認し、チェックをつける。

提出すべき書類が揃っていることを確認し、

チェックをつける。

（公財）東京都福祉保健財団 人材養成部　福祉人材養成室　

　現任障害助成金担当に郵送する。

　　　令和３年度現任障害福祉サービス等職員資格取得支援事業

　　　　領収書等提出書類一覧

ふりがな

総　務

FAX番号

番号 備考

1

2

3

4

＊その他、必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。

別紙４「領収書類添付様式」

＊提出していない領収書類がある方
✔

実績報告書の案内について送

付先住所

〒×××-××××

東京都新宿区□□□□□

提出時

チェック欄

別紙１「支払証明書」

＊社会・介護・精神で申請している場合
✔

別紙２「支払証明書」

＊心理師で申請している場合

✔

提出書類名

＊上記住所宛に実績報告書についての案内をお送りいたします。

別紙３「受験票添付様式」

＊払込請求書兼受領証を提出していない方、払込請求書兼受

領証に不備があった方

法人名

担当者名 田中　一郎

所属

電話番号

　　　　　　　　　〇〇〇株式会社

たなか　いちろう

03-××××-×××× 03-××××-××××

払込請求書兼受領証を提出していない方のみ・・・・別紙３に受験票を貼付します

手順①

最後に、提出物一覧表にチェックを入れます。

手順①

      　　　　　　現任障害　別紙３（対象者別）

令和3年度現任障害福祉サービス等職員資格取得支援事業　受験票添付様式
　

　法　　人　　名

　所 属 事 業 所 名

　対　象　者　名 　　社会　　介護　　精神　心理

　（受験する国家試験に〇をおつけください）

　＊なお、振替払込請求書兼受領証の提出がなく、受験票の写し（コピー）が未提出の場合は、

　受験料を支払った確認が取れないため、全てにおいて助成対象外（0円）となりますので、

　御注意ください。

○○○株式会社

生活介護事業所○○○

福祉　太郎

　                                 のりしろ

社会福祉士国家試験、介護福祉士国家試験、精神保健福祉士国家試験及

び公認心理師国家試験の「受験票」の写し（コピー）を貼付してくださ

い。

＊交付申請時に「振替払込請求書兼受領証」の提出がなかった方は、御

提出ください。

受 験 番 号

氏　  　　名

受 験 資 格 ○○

試   験   地

試 験 会 場

試   験   日

試験室への

入 室 時 間

注意事項の

説 明 開 始

●　あなたの試験会場は、この「受験票」のとおりです。

　　・ほかの試験会場では、受験できません。

　　・試験会場の変更はできません。

●　裏面の「注意事項」も必ずお読みください。

●　この受験票は、試験終了後も大切に保存してください。

　　

　○時○○分 ～ ○時○○分

第○回介護福祉士国家試験

（筆記試験）受験票

　XXXX-XXXXX

　福祉　太郎
区　　　　　分 改めて提出する書類（裏面参照）

　○○○○○○

　東　京　都

　○○○○○○

令和○○ 年 ○ 月 ○ 日 （○）

　○時○○分 ～ ○時○○分

　○時○○分 ～ ○時○○分

　○時○○分 ～ ○時○○分

試 験 時 間
　○時○○分 ～ ○時○○分

　○時○○分 ～ ○時○○分

手順②

手順③

手順②
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