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職場の環境改善のための補助金制度

申請手続のご案内
このたびは職場の環境改善にお取組みいただきありがとうございます。
補助金の申請に必要な書類をお送りいたしますので、本紙を必ずお読みいただき
必要な書類をお取り揃えのうえご申請ください。
なお、別紙の補助金規程並びに各補助金に対応する別表に条件が記載してあります
ので、あわせてご確認をお願いいたします。

！ ご申請前に必ずお読みください

補助金の申請手続きの流れ1
補助金の申請期限は「事由の発生日」の翌日から起算して
180日（実日数です、半年ではありません）です。
この期間にあんしん財団が受け付けした申請が対象です。
申請期限を過ぎると対象になりませんので
お早目のご申請をお願いいたします。

補助金の種類（9種類）によって必要書類が異なりますので
ご確認ください。

「各補助金の対象」......別紙の補助金規程 別表
「補助金種類」.............. 2 ページ
「必要書類」................... 2～ 3 ページ
※必要書類は切る、折る等の加工をしないでご提出ください。

補助金の種類（9種類）によって申請書が異なりますので
ご確認ください。

「安全衛生設備等設置補助用 補助金申請書 記入例」...... 7 ページ
他種類の申請書について記載方法がご不明な場合は
お問い合わせください。
FAXやメールでの申請は受け付けておりません。
必ず郵送でご提出ください。
到着に日数を要しますので、余裕を持って投函してください。

申請日（申請書類受付日）に対応する会費振替確認と、手続き書類の
確認（書面審査）を行います。
ご提出いただいた書類について、確認のためにご連絡を差し上げる
場合がございますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
申請書類の受付から補助金お支払いまでの目安は約1～3カ月です。

補助金は会費振替口座にお振込みいたします。
お振込日は毎月25日（土日祝日の場合は金融機関の翌営業日）です。
補助金のお支払いが決定しましたら、封書にてご通知いたします。

申請時期のご確認

補助金種類のご確認
必要書類のご確認

書類のご記入、
ご提出

補助金のお受取り

1

2

3

4

書類の確認
（書面審査）
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❶ 安全衛生設備等の設置（購入） 必要書類番号 Ⅰ-①、Ⅰ-②、Ⅱ-①、Ⅱ-②、設備によりⅢ-①・Ⅲ-②

❷ 動力プレス機械の
特定自主検査の実施 必要書類番号 Ⅰ-①、Ⅰ-②、Ⅱ-①、Ⅱ-③

❸ フォークリフトの
特定自主検査の実施 必要書類番号 Ⅰ-①、Ⅰ-②、Ⅱ-①、Ⅱ-④

❹ 作業環境測定の実施 必要書類番号 Ⅰ-①、Ⅰ-②、Ⅱ-①、Ⅱ-⑤

❺ 特殊健康診断の実施 必要書類番号 Ⅰ-①、Ⅰ-②、Ⅱ-①

❻ ゼロ災運動研修会等への参加 必要書類番号 Ⅰ-①、Ⅱ-⑥、Ⅱ-⑦

❼ 運転適性診断の受診及び
運行管理者指導講習の受講 必要書類番号 Ⅰ-①、Ⅰ-②、Ⅱ-⑧

❽ 安全運転教育研修への参加 必要書類番号 Ⅰ-①、Ⅰ-②、Ⅱ-⑥、Ⅱ-⑦

❾ AED等職場の
救急対策用設備の設置（購入） 必要書類番号 Ⅰ-①、Ⅰ-②、Ⅱ-①、Ⅱ-②

※補助金審査のため上記以外の書類をご提出いただく場合があります。書面審査のためご提出にご協力ください。

Ⅰ 全種類共通
ご提出書類 ご注意

Ⅰ-① 補助金申請書（原本）
（★あんしん財団所定用紙）

補助金種類ごとに申請書が異なります。
別紙の申請書名の表題をお確かめのうえ、ご提出ください。

Ⅰ-②

領収書の写
●宛名（支払者名）は必須です。
● 宛名（支払者名）はあんしん財団の
　登録会員名が対象となります。
　法人➡法人事業所名
　個人➡代表者フルネーム又は屋号
※�法人は個人名が入ったもの、個人は
代表者以外の個人名が入ったものは
原則対象外になります。

販売業者、検査業者、医療機関などが発行したもので宛名欄があり、宛名の記
載があるもの（4ページの領収書記載例参照）をご用意ください。
なお、インターネットショッピング等の領収書で宛名が自著タイプのものは一
部対応できないものがあり、クレジットカード利用明細等（個人は代表者が、法
人は法人が支払者とわかるもの）をご提出いただくことがあります。また代金
引換の場合は商品に貼付してある伝票も必要になるケースがありますのでご
用意ください。お支払方法により領収書がご用意できない場合は5ページに記
載する参考例をご確認いただきご提出ください。ご不明点はお問合せください。

Ⅱ 各種類別（ご申請の種類ごとに提出書類が異なります。）
ご提出書類 ご注意

Ⅱ-①

明細書の写
●宛名はあんしん財団の登録会員名
　が対象となります。
　法人➡法人事業所名
　個人➡代表者フルネーム又は屋号
※�法人は個人名が入ったもの、個人は
代表者以外の個人名が入ったものは
原則対象外になります。

請求書や納品書など、領収書と金額が一致しているものが必要です（複数ペー
ジにわたる場合は、すべてのページの写が必要です）。
※明細書がご用意できない場合は4ページをご確認ください。
購入、検査実施などをした商品や設備、検査・健診項目などの具体名（設備購
入で型式検定合格品及び規格品の規定がある場合は併せて型番など）や単価、�
数量がわかるもの。

 【ご注意】 インターネットショッピングなどの注文者名（アカウント名）は
法人の場合は法人名、個人事業所の場合は代表者名のものが対象になり、
それ以外は原則対象になりません。

また、購入や検査実施などに際して商社や協会・組合等の中間業者が介在して
いる場合は、別途内訳書等の書類が必要な場合がありますのでご連絡くださ
い。必要に応じて、別紙〈販売証明書〉のご利用もご検討ください。

補助金
種　類

必要書類 各種申請書にも必要書類を記載していますので、あわせてご確認ください。2
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Ⅲ 安全衛生設備等の設置（購入）のみ
ご提出書類 ご注意

Ⅲ-①
スタッドレスタイヤを
装着する業務用車両の
車検証の写

スタッドレスタイヤご申請の場合に必要になります。
スタッドレスタイヤは1車両1回限りの補助となります。補助事由発生時に有効
でかつ申請者の名義とわかるものをご添付ください（法人は法人名義、個人事
業所は代表者名義の車検証）。
電子車検証の場合は、補助資料として「自動車検査証記録事項（写）」や「車検
証閲覧アプリ」の情報内容をご提出いただく場合があります。

Ⅲ-②
所轄の労働基準監督署へ
提出した計画届
 （設置・移転・変更）の写

別紙の別表1（表2）Ⅰ群4記載の、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じ
ん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置ご申請の場合に必要になります。計
画届をご提出いただく必要のある設備を設置した場合に限ります。

※ご提出いただいた申請書類（領収書等原本含む）は原則ご返却いたしません。
※健診結果表などセンシティブ情報（機微情報）が含まれる書類はご提出しないようお願いします。

Ⅱ-② カタログ等の写
設置（購入）した補助対象設備等のカタログ、取扱説明書、保証書などの写又は
設置（購入）した設備の写真。なお、商品名・型番などが領収書や明細書で明ら
かな場合はご提出不要です。

Ⅱ-③ 動力プレス機械
特定自主検査証明書等の写

検査業者が発行したもので、「御社名、検査業者名、標章番号、検査年月日、�
機械名称」がわかるものをご提出ください。

Ⅱ-④ フォークリフト
特定自主検査記録表の写

フォークリフト特定自主検査実施補助金申請書に必要事項の記入がない場合
にご提出いただきます。

Ⅱ-⑤ 作業環境測定結果報告書
 （証明書）の写 測定を実施した作業場所・物質分をすべてご提出ください。

Ⅱ-⑥ 研修会等参加申込書の写 別紙の別表5、7に記載されている各研修会等への参加申込書になります。

Ⅱ-⑦ 研修会等参加修了証の写 別紙の別表5、7に記載されている補助対象の研修・教育機関が発行・交付した
修了証の写になります。

Ⅱ-⑧ 受診・受講を証明する
書類の写

【適性診断】�受診証明書の写又は当該受診者の受診を証明する書類（適性診断
票等受診機関の印鑑が押印されているページ）

【指導講習】�修了証書の写又は運行管理者指導講習手帳の受講者名の記載部
分と当該講習受講を証明する部分の写

●補助金額は補助対象に要した費用を元に算出します。詳しくは、6ページの別表9でご確認ください。
●�1会員が1年度間（4月1日から翌年3月末日まで）にご利用できる補助限度額は、当法人が申請書類を受領した日の属す

る年度の4月1日時点の加入者数で決定します（年度期中に事業所が新規加入をした場合はその加入日の人数）。詳しく
は、6ページの別表10でご確認ください。

●この補助金制度は、あんしん財団加入日の翌日以降に事由が発生したものが対象です。
●�補助金は6ページの別表10に定めている各会員の1年度間（4月1日から翌年3月末日まで）の補助限度額の範囲内でお
支払いをします。なお、6ページの別表9の補助金額は1,000円単位でのお支払いとなります。

●4月1日から翌年3月最終営業日までに受け付けた申請書を当該年度分としてお取り扱いいたします。
●�補助金のお支払いにあたっては、「いつ、だれが、何を、どこから（どこで）、いくらで、いくつ」購入・検査・実施などを行っ
て、その用途は補助金の対象に合致しているかを書面上で審査しています。申請書類の不備・不足や内容に不明な点があ
れば、補助金をお支払いすることができません。なお必要に応じて販売業者・検査業者などにお問合せさせていただくこ
とがありますのでご了承ください。

補助金額3

ご注意4
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●職場の環境改善のための補助金規程に定める支払条件等を満たさないとき。
●申請内容に疑義があり補助金の支払いが不適切とあんしん財団が判断したとき。
●会員資格喪失年月日の翌日以後の事由発生であるとき。
●加入者サービス規約に定める「ご利用資格の取り消し」及び「補助金をお支払いできない主な場合」に該当するとき。

●�補助金申請においてお伺いした個人情報については、お客様との連絡や販売業者・検査業者等への確認のために利用さ
せていただきます。

補助金のお支払いができない場合5

個人情報の取り扱い6

領 収 書 記 載 例

※補助金申請には〈領収書の写〉とともに原則として〈明細書の写〉が必要です。
安全衛生設備等の設置、AED等職場の救急対策用設備の設置及び特殊健康診断の実施においては、〈明細書の写〉がご
用意できない際には、下記の領収書例にあるように但書に「明細と同等の記載」がある場合は、必要書類の〈明細書の写〉
が不要となるケースがありますのでお問合せください。
〈明細と同等の記載：メーカー名・商品名（型番・品番）・単価・個数、または受診日・受診項目・単価・人数〉

●�申請書類の不備・不足により審査が保留された場合の補正期限は、申請日（申請書類受付日）の翌日から起算して180日
（実日数）です。この期間に不備・不足書類のご提出がない場合は、申請の権利が失効します。
●補助金額や補助対象等は、必要に応じて見直しをする場合があります。
●この補助金制度は、あんしん財団がその年度に計上した予算の範囲内での実施となります。
●年末から年度末にかけては申請が集中するため、補助金のお支払いまでにお時間をいただくことがあります。
●補助金支払い後に遡って退会又は減員が判明した場合には、補助金の全額または差額分をご返還していただきます。

〈例〉

東京都新宿区新宿◯◯◯◯
株式会社安心商会
℡03-0000-0000

領　　　収　　　証
様

金額 ￥ ̶

株式会社あんしん運輸

12,345
安心社製 業務用台車代（AB-1） @5,000円×２台
その他購入 ２,３４５円 として

◯◯ ◯ ◯

但、

上記金額正に領収いたしました

年 月 日

安心商
会之印

宛名について 会員登録が法人の場合は法人名、個人の場合は
屋号または代表者名（フルネーム）が記載されていることが必ず必要です。

支払日の記載が必要です。

販売業者・検査業者等の名称
の記載と印が必要です。

個人情報の利用目的

▲
� �災害防止事業（お客様サービス事業）の募集、受付、実施、実績管理および補助金の審査、決定、お支払いならびにこれら

のご連絡。▲
� 当法人の事業のご案内およびご提供。▲
� 口座振替による会費のご請求、口座振替に関するお知らせおよび確認ならびにこれらのご連絡。▲
� 個人情報の保護に関する法律その他の法令等により外部への提供が必要と判断される場合。



5

領収書がご用意できない場合や支払方法によるご提出書類参考例
●�個人情報保護の観点からも、いずれの場合も領収書をお手配いただくことをお勧めします。
　なお、下記に記載がない場合やご不明な点はご連絡ください。

支払方法 添 付 書 類

ネットバンキング
（右記のうち1種）

●振込手続き終了後の「振込結果照会画面（写）」、「総合振込明細表（写）」
●振込受付の完了画面のプリントアウト（受付済、承認済となっているもの）
●金融機関発行の振込の受付明細表（支払い手続完了書）等の写でエラー表記の無いもの
⇒�上記の照会画面等が用意できない場合は「当座勘定照合表（写）」又は「通帳表紙と当該ページ
（写）」も必要。
※いずれも日付、金額、振込先、依頼人（口座番号）、手数料が記載されているもの。
※会計ソフトの明細では申請できません。

銀行振込
（右記のうち1種）

●ATMご利用の場合：「利用明細票（写）」
●窓口ご利用の場合：金融機関の受付印や出納印がある「振込受付書兼手数料受取書（写）」
※いずれも日付、金額、振込先、依頼人（口座番号）、手数料が記載されているもの。
総合振込の場合はすべてのページが必要になるケースがあります。

普通預金口座引落
●引落を記帳した通帳（写）
（引落金額部分のページと、口座名義人＝申請者名が分かる表紙等の部分）
※日付、金額、振込先が記載されているもの。

当座預金口座引落
●引落が記載された「当座勘定照合表（写）」
（引落金額と、口座名義人＝申請者名がわかるページ）
※日付、金額、振込先が記載されているもの。

クレジットカード

●カード会社からの請求（利用）明細（写）（※必須です）
※ 法人の場合は法人名義（引落口座が法人）の、個人事業所の場合は代表者名義のカードの利用に限ります。
※�法人の場合は引落口座（法人口座）を確認させていただくため、「当座勘定照合表（写）」又は「通帳表紙と当該
ページ（写）」が必要となります。ただし、請求（利用）明細に引落口座名義が記載されている場合は不要です。

●クレジットカード利用時に利用店でもらうお買上票・売上票等（写）（※販売店舗で発行された場合）

でんさいネット
（右記のうち1種）

●発生記録（申請時にご提出）と支払等記録（支払期日後にご提出）
●�開示（記録事項の開示）情報（申請時に「債権状態区分」が「存在」のものをご提出、支払期日後に
「債権状態区分」が「消滅」のものをご提出）
※申請期間がありますので、支払期日後の書類は申請後のご提出で結構です。

分割払い ●�分割払い契約書（写）、初回支払いの領収書（写）（領収書がご用意できない場合は上記参照）
⇒2回払い等、契約書が無い場合は全額分の領収書（写）でも可。

リースの場合

●�リース契約書（写）、初回支払いの領収書（写）（領収書がご用意できない場合は上記参照）
※�5年以上10年以下のリース契約で、対象設備本体をリースしている場合が対象。再リース、レンタル、リー
ス後の買取りは対象外。なお、ドライブレコーダーなどリース車両に付随している、又は、保険会社が提供
しているものも対象外です。
リースを利用し、動力プレス又はフォークリフトの特定自主検査をリース料金に含め支払われている場合
は、特定自主検査実施月のリース料の支払を証明する「領収書（写）」が必要です。

収納代行会社による
支払いの場合 領収書（写）　※収納代行会社の支払い明細では申請できません。

相殺のある場合 補助対象分の領収書（写）
相殺の支払通知等では申請できません。補助対象分の明細書（写）も必要です。

繰越金・前月未払金等
のある場合

領収書金額と請求書又は明細書の合計額の確認をするので、繰越金などにより金額が一致しない
場合は、当該補助品目部分の請求書（写）と領収書（写）が必要になります。

※すべての支払方法において、支払者、受取（領収）者の記載がある書類が必要です。
※上記書類は加工（全面を覆い隠す、切る、折る、貼り付ける等）しないでご提出ください。



6

備考1　補助金額は1,000円未満を切り捨てとする。
備考2　上記のいずれの場合においても、1会員における1年度間の補助金は、別表10に定める金額を限度額とする。

職場の環境改善のための補助金規程 別表（一部抜粋）

 ［補助金額］（第4条）
補助の対象事項（第3条第1項各号） 補助金額

（1） 安全衛生設備等の設置（購入）
補助対象に要した費用の2分の1を上限
（1回の申請についての補助対象に要した費用の総額が、3,000円
以上（税込み）の場合に限る。）

（2） 動力プレス機械及びフォークリフトの
特定自主検査の実施

1台あたり5,000円
（検査に要した費用が補助金額に満たない場合はその負担額とする。）

（3） 作業環境測定の実施 補助対象（作業環境測定）に要した費用の2分の1を上限

（4） 特殊健康診断の実施 補助対象（特殊健康診断）に要した費用の2分の1を上限

（5） ゼロ災運動研修会等への参加

補助対象（研修会等への参加）に要した費用の2分の1を上限
（研修会等に参加し、修了証を交付された経営者、管理監督者及
び安全衛生担当者等の人数に応じ1名あたりの参加費用。研修
実施団体の正会員及び賛助会員、非会員にかかわらず、補助金
額は正会員及び賛助会員参加費用を基準とする。ただし、労働
局登録の講習機関で受講の石綿取扱い作業従事者特別教育に
ついては要した実経費とする。）

（6） 運転適性診断の受診及び
運行管理者指導講習の受講

受診・受講者1名あたりの診断手数料（受診証明書料を含む。）
及び講習受講手数料の全額

（7） 安全運転教育研修への参加 教育機関が定める1名あたりの研修料金の2分の1を上限

（8） AED等職場の救急対策用設備の設置（購入）
補助対象に要した費用の2分の1を上限
（1回の申請についての補助対象に要した費用の総額が、3,000円
以上（税込み）の場合に限る。）

※補助金規程本文は別紙参照。

別表 9

別表 10

第3条第1項各号に定める補助の対象事項につき、1会員1年度間の補助限度額を加入者数に応じ次表のとおりとする。

備考1　加入者数が80名以上となる場合、以降10名増加ごとに20,000円を追加する。
備考2　�加入者数は、当法人が申請書類を受領した日の属する年度の4月1日時点の人数を基準とする。ただし、年度期中に新規加入

した場合はその加入日の人数とする。

[補助金の限度額]（第5条）

加入者数 1～2名 3～4名 5～9名 10～19名 20～29名
補助限度額 5,000円 10,000円 20,000円 40,000円 60,000円

加入者数 30～39名 40～49名 50～59名 60～69名 70～79名
補助限度額 80,000円 100,000円 120,000円 140,000円 160,000円
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ヘルメット 
安全靴
ドライブレコーダー

23
23
23

15
10
2

23 3 10
3
2
3

15
1

10

株式会社あんしん運輸1 2 3 4 5 6 7 8

安心　一郎 安心　花子

15

090-0000-0000

000-0000
東京都新宿区新宿◯◯◯◯

代表印を押印ください。
各項目をもれなくご記入ください。
申請内容等について確認の必要が生じた場合は、
ご記入いただいたご担当者様にご連絡します。

設置、購入した
設備名や商品名を
ご記入ください。

ご用意いただいた書類へ
チェック（□）をお願いします。

申請される設備（商品）の
個数をご記入ください。
セット購入の場合は1セット
＝1個としてご記入ください。設置日、購入日を

ご記入ください。
同種類の設備（商
品）を複数日にわ
たり購入された場
合はその期間をご
記入ください。

株式会社
あんしん運輸
代表之印

法人代表印（法人印）法人事業所
事業主の個人印個人事業所

✓

安全衛生設備等設置補助用 補助金申請書 記入例
●補助金の種類によってA～Iの申請書をご用意しています。題名をお確かめのうえご申請ください。
ここでは、安全衛生設備等設置補助の申請書記入例を紹介します。
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補助金制度全般

1　どのようなものが補助の対象となるか教えてください。
→補助9種類それぞれに条件等を定めた対象項目を設定しています。
例えば、安全衛生設備等設置補助では36項目の設備を対象としています。詳しくは別紙「職場の環境改善のた
めの補助金規程�別表」をご確認ください。

添付書類について

2　領収書だけで補助金申請できますか。
→申し訳ありません、申請には領収書以外にも必要書類があります。
領収書以外に「補助金申請書」「明細書（請求書や納品書等）の写」など、また、申請種類により添付が必要な書類
があります。詳しくは2～3ページ 必要書類 をご確認ください。

3　支払方法が銀行振込のため「領収書の写」がありません。
→振込手続き終了後の「振込結果照会画面（写）」等をご提出ください。
個人情報保護の観点から、申請には領収書をご用意いただくことをおすすめしますが、例えばネットバンキング
ご利用の場合は、振込手続き終了後の「振込結果照会画面（写）」等のご提出でもご申請いただけます。詳しくは
5ページをご確認ください。

4　「明細書の写」として提出する請求書が何ページもあります。
→すべてのページをご提出ください。
「明細書（請求書や納品書等）の写」は、領収書と金額が一致しているものが必要です。複数ページにわたる場合
は、すべてのページの写しをご提出ください。補助種類によっては、別紙「販売（設置）証明書」をご利用いただけ
ます。詳しくはお問合せください。

5　「領収書の写」の宛名欄は空欄でも申請ができますか。
→申し訳ありません、宛名の記載が必要です。
「領収書の写」の宛名欄には、登録会員名（法人➡法人事業所名、個人➡代表者フルネーム又は屋号）が必要です。
「明細書の写」も同様です。詳しくは2ページ 必要書類 をご確認ください。記載がない場合は、宛名の追記依頼
等のご対応をお願いすることとなりますので、ご注意ください。

6　補助金申請項目以外の請求書は見せたくないので、加工して提出したい。
→申し訳ありません、受け付けられません。
補助金の申請にご提出いただく書類は、切る、折る、貼り付ける、全面を覆い隠す等の加工はせずにご提出くだ
さい。ただし、書類によって金額以外で黒で塗りつぶせる箇所がありますので、お問い合わせください。

よくあるご質問

■ お問合せ先

一般財団法人あんしん財団　お客様サービス事業部
〒160-0022�東京都新宿区新宿4-1-6�JR新宿ミライナタワー

TEL：0120-512-511　音声ガイダンスに従い1をお選びください。
FAX：03-5362-2066
受付時間：9時～17時30分　土・日・祝日及び年末年始除く
ホームページ：https://www.anshin-zaidan.or.jp/

2023.4.1

「職場の環境改善のための補助金制度」のご申請


