
5分でわかる

「いち早く申請すべき助成金」

「キャリア形成促進助成金」

170万円～230万円

1社につき受給可能

はじめに

2016年度に新たに登場した助成金が
非常に好評です

数ある助成金の中で、もっともご活用
しやすい助成金です！

是非、申請をご検討ください。

「職場定着支援助成金」



助成金コンサルティングとは

本サービスについて

弊社では助成金のコンサルティング業務を行っており、
申請に必要な各種書類の準備をサポートしております。

御社 弊社①書類作成に必要な情報の開示

②頂いた情報を基に書類作成・提出

③申請書提出 ④申請書類受理→申請内容取り組み実施

⇓

厚生労働省

④申請した制度の実施完了後、
国から助成金が入金されます！！



他社との違い（3点）

1.特定の助成金のみ申請

・助成金・補助金は3000種類

2.申請作業が煩雑

・社労士とのコミュニケーション
トラブル
・書類作成稼働が膨大

3.申請手数料相場は20％

・社労士とのコミュニケーション
トラブル
・書類作成稼働が膨大

他社 当社

1.受給金額が最大化する

・助成金情報を集約、ご提案可能

2.申請の手間を回避

・助成金申請に精通した社労士を
ネットワーク
・申請書類をテンプレート化

3.申請手数料が国内最安値

・当社手数料は 9.8％

・200万円受給で19.6万円

ご留意事項

「どれだけお金が残せるか、助成金を使って儲けよう」

「どうすれば会社経営が楽になるか・・・」
「経営課題の解決にかかるコストはいくらか・・・」
「助成金を申請して、無料で経営課題を解決！」

「どれだけお金が残せるか、助成金を使って儲けよう」というお考えの方は、無理な申
請や不正につながることもありお手伝いできかねることもございます。お気持ちはよくわ
かりますが、助成金は「会社を強くするため」に使うものです。

まずは、解決したい経営課題を明確にして頂き、国の意図にあった使い方をして頂け
ますと幸いです。当社からも全力でご支援させて頂きます。

今後、助成金が登場する度にお知らせいたします。その度に一つずつ経営課題を
解決して頂き、末永く「社長様の理想像」に近づくお手伝いをさせていただきます。

〇
×



申請における必須項目

申請の対象となる会社様の必須項目は下記となります。

正社員を1名以上雇用している

雇用保険、社会保険を払っている

※社員数5名未満の個人事業主は雇用保険のみでＯＫ

半年以内に会社都合の解雇をしていない

残業代未払等、労務違反を犯していない

条件に合致するなら

ほぼ１００％受給可能です。

例外として、法律違反、労務違反している場合は受け取れません。

また、犯罪となる行為はもちろんＮＧです。

助成金ご案内プラン

合計170万円～230万円

合計 基本申請パック
170万円
(+60万円)

1 教育訓練・能力評価制度導入（キャリア形成助成金） 50万円

2 セルフ・キャリアドック制度導入（キャリア形成助成金） 50万円

3 教育休暇等制度導入（キャリア形成助成金） 50万円

4 研修制度導入（職場定着支援助成金） 10万円

5 健康づくり制度導入（職場定着支援助成金） 10万円

1年後、離職率が下がれば +60万円



厚生労働省が推奨する「評価シート」を活用 ※ジョブカードといいます

実行する対象人数

社員数20名未満であれば

正社員１名、各１回実施すればＯＫです

50人～ 5人

40人～49人 4人

30人～39人 3人

20人～29人 2人

1人～19人 1人

雇用する被保険者数 最低実施人数（コースごと）

①能力評価制度コース 50万円/社

・社員の評価制度を新たに導入する

・１～５名に実施する （被保険者数により変動する）

取り組み内容

・就業規則に評価制度を追記する

・社内で「Ａ・Ｂ・Ｃ」と評価を各項目でつけるだけ

評価項目は弊社で用意します



②セルフ・キャリアドック制度コース 50万円/社

・キャリア面談制度導入

・１～５名に実施する （被保険者数により変動する）

取り組み内容

・「キャリアコンサルタント」資格保有者と
「キャリア面談」を実施する

・１回の面談は、30分～60分程度でＯＫ

※「キャリアコンサルタント」はご紹介します。

③教育訓練休暇等制度コース 50万円/社

・新たな有給制度を導入

・半日以上の有給を1回以上付与、研修参加

・１～５名に実施する （被保険者数により変動する）

取り組み内容

社員が外部研修に参加するための有給制度を就業規則に追記する

・半日以上の有給を1回以上付与すればＯＫ

※無給とすることも可能ですが、その場合厳しいチェックが入るため望ましくない



④研修制度導入 10万円/社

・10時間以上の研修に参加する制度を就業規則に追加する

・正社員1名以上に実施する

取り組み内容

・10時間ちょうどの研修はＮＧ

・研修が職務と関連しない内容はＮＧ

・OFF-JTであることが必須

⑤健康づくり制度導入 10万円/社

・法定外の「健康診断」を受診する制度を就業規則に追記する

・正社員1名が受診する

取り組み内容

下記いずれかを正社員1名以上が受診する

1.生活習慣予防検診（歯周病予防検診がオススメ！）
2.人間ドッグ （費用が高い・・・）
3.腰痛健康診断 （診断可能な医院が少ない・・・）

※歯周病予防検診であれば1,000円程度で受診できます



④⑤を実施後、

年間離職率改善で+60万円支給

研修等の施策実施「前後1年間」を比較
離職率が改善されたら受給

計画申請日 研修等実施

実施後1年間の離職率 実施後1年の離職率比 較

+ 60万円/社

（補足）離職率の改善目安

・社員数 30名、前年離職 6名 → 3名までに改善
・社員数 20名、前年離職 4名 → 2名までに改善
・社員数 5名、前年離職 2名 → 1名までに改善

【計算式：社員数30名】・前年離職者6名（離職率20％）の場合

前年離職率
20％

目標改善率
7％

離職率＝離職者数
13％ ＝ 3.9%－ ＝

社員数 1名～ 10名～ 30名～ 100名～ 300名～

改善離職率（目標） 15％ 10％ 7％ 5％ 3％



まとめ

①社員をジョブカードで評価する ：50万円
②キャリアコンサルタントとキャリア面談する ：50万円
③有給を作り「研修」を受ける ：50万円
④業務中に「研修」を受ける ：10万円
⑤健康診断の「検診」に行く ：10万円

そして離職率が改善すれば ・ ・ ・ ＋ 60万円

合計 170万円 （＋60万円）

申請の手順は？

1.申込書ご提出

2.電話ヒアリング（条件等確認）

3.社労士と申請MGT ※何かあればこの時点で申請キャンセル

4.書類作成、労働局に計画申請 ※認定印がもらえます

5.研修費用のお支払い（来月20日）

6.研修、面談、評価 ※実施タイミングは自由

7.労働局に支給申請、助成金受給＋α



（その他の助成金） オプションで申請が可能です

1. キャリアアップ助成金・正規雇用転換コース 60万円/人

2. キャリアアップ助成金・健康管理コース 40万円/事業所

・有期雇用スタッフを正規雇用へ転換

・有期雇用スタッフ述べ4人以上に下記いずれかの健康診断を実施
（雇入時健康診断/定期健康診断/人間ドッグ/生活習慣病予防検診）

3. 職場定着支援助成金 100万円（最大）

・女性が活躍する制度を作ること

・離職率の低下に向けて制度を作り、目標達成すること

4. 女性活躍加速化助成金 60万円（最大）

申請必要書類

申請に必要な書類がございますのでご準備願います。

御社ご用意

登記簿謄本 就業規則
or 労働協約

出勤簿 賃金台帳 雇用契約書
or 労働条件通知書

雇用保険番号

すぐに必要になるもの

・登記簿謄本（または開業届）・就業規則（編集可能なデータ）・雇用保険番号

6ヶ月以降先に必要なもの

・賃金台帳（3ヶ月以内分） ・出勤簿（3ヶ月以内分）・雇用契約書

申請は我々がサポートいたします。



収支シミュレーション

・書類作成（社労士） －12万円（1ヶ月後）

・サポートパック費用（当社） －30万円（申込月翌20日）

・即決セミナー（即決営業） －77.4万円（研修受講前月）

・キャリア面談費用 －7.5万円（数ヶ月後）

・助成金 ＋170万円（10ヶ月～1年後）

・成功報酬（社労士に9.8％） －16.6万円（受給後）

・合計 ＋ 26.5万円
※税抜の金額となります
※＋60万円の助成金にも成功報酬9.8％の手数料が必要となります。

＋60万円

【まとめ】ご確認事項

□対象条件を満たしていますか？

□申請する助成金の概要はご理解いただけましたか？

□研修の受講が必要な・時期はご理解いただけましたか？

□必要な経費、お支払い時期はご確認いただけましたか？

□助成金が受け取られるおおよその時期はご確認いただけましたか？


