
様式第６号（第９条関係）

令和 ３年 ２ 月 ２６ 日

公益財団法人宮崎県建設技術推進機構理事長 殿

（申請者）〒８８０－８５０１

所在地 宮崎市橘通東２－１０－１

会社名 （株）みやざき建設

代表者名 宮崎 太郎 代表者印 印

令和２年度宮崎県建設産業若年技術者等資格取得支援事業助成金交付申請書

宮崎県建設産業若年技術者等資格取得支援事業助成金交付要綱第９条の規定に基づき、

次のとおり助成金の交付を申請します。

１ 助成金交付申請額 ９９，０００ 円

２ 添付書類

（１）宮崎県建設産業若年技術者等資格取得事業助成金実施報告書（様式第７－１号、

７－２号）

（２）受験及び受講したことを確認できる書類の写し

（３）資格試験手数料及び講習受講料並びに講座受講料の支払いが確認できる書類

（４）受験者または受講者の常勤性が確認できる書類（社会保険被保険者証等）

（※様式第１－２号に記載していない受験者の場合。）

（５）申請者が助成対象経費に係る支出をしたことを証する書類の写し

（※領収書等の宛名が受験・受講者本人の場合、参考様式を添付すること。）

（６）試験に合格した場合は、合格したことを証する書類の写し

（※令和３年３月１５日までに合格発表がない場合は、合格発表日を記入し、発表

後、速やかに報告するとともに上記書類の写しを提出すること。）

※実施計画書の全ての対象者の受験が完了してから提出すること

※受験者または受講者が一部負担した場合は、申請者の負担額が確認できる書類の写し

を全て提出すること

（担当）

部署・氏名 総務課 渡辺 五郎

電 話 0985-26-7176

ﾌｧｸｼﾐﾘ 0985-26-7312



様式第７－１号（第９条関係）

令和 ３年 ２ 月 ２６ 日

公益財団法人宮崎県建設技術推進機構理事長 殿

（申請者）〒８８０－８５０１

所在地 宮崎市橘通東２－１０－１

会社名 （株）みやざき建設

代表者名 宮崎 太郎
代表者印 印

令和２年度宮崎県建設産業若年技術者等資格取得支援事業助成金実施報告書

宮崎県建設産業若年技術者等資格取得支援事業助成金交付要綱第９条の規定に基づき、下記のとお

り報告します。

記

１ 受験者人数、内示額、助成金申請額

①受験者人数 ３名（男性 ２名）（女性 １名）

※対象者が４名の場合は、女性を１名以上含むこと。

②内示額 ９９，０００円

③助成金申請額 ９９，０００円

※様式７－２号の各受験者の助成額の合計

※１ 消費税、宿泊費、食糧費、旅費、口座振込手数料等は助成対象に含まない。

※２ 個別の受験者については様式７－２号に記載。

※３ 令和３年３月１５日までに合格発表がない場合は、合格発表日を記入し、発表後速やか

に報告すること。

【報告先】公益財団法人 宮崎県建設技術推進機構

土木課 （電話０９８５－２０－１８３０）

（担当）部署・氏名 総務課 渡辺 五郎

電 話 0985-26-7176

ﾌｧｸｼﾐﾘ 0985-26-7312



様式第７－２号（第９条関係）

受験者一覧

（１）

①氏名 佐藤 次郎 ②性別 男 ③生年月日(年齢) S55 年 6 月 9 日( 39歳)

④受験資格名 一級建設機械施工技士 二級電気工事施工管理技士

⑤資格コード １１１ ２２８

⑥受験日 学科 2年6月21日 2年11月8日
実施 2年8月25日

⑦合格発表日 2年11月19日 (合・否) 3年1月29日 (合・否) (合・否)

⑧助成金申請対象経費（合計） 127,900円 11,800円 円

ａ受験手数料、講習受講料 ※３ 37,900円 11,800円 円
税別の場合そのまま記載

ｂ講座受講料 ※３ 90,000円 0円 円

⑨ 総合計額 139,700円 助成額(⑨÷2）（上限5万円、千円未満切捨） 50,000円

（２）

①氏名 髙橋 四郎 ②性別 男 ③生年月日(年齢) H6 年 10月 14日( 25歳)

④受験資格名 左官（２級）

⑤資格コード 272

⑥受験日 2年8月30日

⑦合格発表日 2年10月2日 (合・否) (合・否) (合・否)

⑧助成金申請対象経費（合計） 50,390円 円 円

ａ受験手数料、講習受講料 ※３ 21,300円 円 円

ｂ講座受講料 ※３ 29,090円 ←32,000円（税込）÷1.10＝29,090.9円（1円未満切捨て）

⑨ 総合計額 50,390円 助成額(⑨÷2）（上限5万円、千円未満切捨） 25,000円

（３）

①氏名 田中 花子 ②性別 女 ③生年月日(年齢) H2 年 11月 3日( 29歳)

④受験資格名 二級造園施工管理技士 二級建築士

⑤資格コード 234 238

⑥受験日 2年11月15日 学 科 2年7月5日
設計製図 2年9月13日

⑦合格発表日 3年3月3日 学 科 2年8月25日
(合・否) 設計製図 2年12月3日(合・否) (合・否)

⑧助成金申請対象経費（合計） 21,400円 27,590円 円

ａ受験手数料、講習受講料 ※３ 10,400円 18,500円 円

ｂ講座受講料 ※３ 11,000円 9,090円 円

⑨ 総合計額 48,990円 助成額(⑨÷2）（上限5万円、千円未満切捨） 24,000円

※１ 年齢は、前年度末日時点の満年齢を記載すること。
※２ 資格コードは別添技術職員資格区分コード参照。
※３ 消費税、振込手数料は助成対象に含まない。（消費税抜きの金額を記載すること。）

試験によっては非課税の場合もありますのでご確認ください。
※４ ４人目がいる場合には、本様式を２枚提出すること。（女性を１名以上含むこと。）
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【参考様式】

令和 ３年 ２月２６日

公益財団法人宮崎県建設技術推進機構理事長 殿

会社名又は屋号 (株)みやざき建設

受験・受講者氏名 髙橋 四郎 印

受験・受講料負担証明書

実施報告書に係る経費については、下記のとおり申請者が負担したことを証明いた
します。

記

１．申請者名 (株)みやざき建設

２．負担経費

①受験資格名 左官(２級)

②助成金申請対象経費（合計） ５０，３９０円 円 円

ａ受験手数料、講習受講料 ２１，３００円 円 円

ｂ講座受講料 ２９，０９０円 円 円

③ 総合計額 ２５，０００円

髙
橋
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