１４

人材開発支援助成金

（５）建設労働者認定訓練コース
雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第６３条第１項第８号並びに雇用保険法施行規則（昭
和５０年労働省令第３号。以下「雇保則」という。）第１２４条及び第１２５条に基づく人材開発
支援助成金（建設労働者認定訓練コース）（以下「助成金」という。）の支給については、第１共
通要領に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
0100

趣旨

0300d

0101

趣旨

0102

建設労働者認定訓練コースの種類

0200

支給要件・支給額（建設労働者認定訓練

コース（生産性向上助成））
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支給対象者

0302d

生産性要件（建設）

0303d

支給額
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建設労働者

0202

建設事業主

0203

中小建設事業主

0401

支給申請書の提出

0204

建設事業主団体

0502

支給申請書の受理及び審査

0205

中小建設事業主団体

0206

所定労働時間

0207

通常の賃金

0501

支給要件の確認（共通）

0208

認定訓練

0502

支給要件の確認（建設労働者認定訓練コ

0400

0500

支給申請書の提出

支給要件の確認

ース（経費助成））
0300

支給要件・支給額

0300a

支給要件・支給額（共通）

0301a

支給対象事業主等

0302a

支給対象とならない者

0303a

併給調整

0300b

0503

支給要件の確認（建設労働者認定訓練コ
ース（賃金助成））

0504
0600

支給要件・支給額（建設労働者認定訓

支給要件の確認（生産性向上助成）
支給決定

0601

支給決定

0602

支給決定に係る事務処理

練コース（経費助成））
0301b

支給対象者

0700

0302b

助成対象となる訓練課程及び訓練科

0303b

支給額

0304b

消費税相当額の取扱い

0701
0800
0801

0300c

支給要件・支給額（建設労働者認定訓

0802

雑則
財源区分
附則
施行期日
経過措置

練コース（賃金助成））
0301c

支給対象者

0302c

助成対象となる訓練課程及び訓練科

0303c

支給額

- 1 -

（R3.4.1）

0100

趣旨

0101

趣旨
本助成金は、建設業における労働者の育成及び技能継承を図り、もって建設労働者の雇用の
安定、並びに能力の開発及び向上に資するため、中小建設事業主及び中小建設事業主の団体に
対して、必要な助成を行うものである。

0102

建設労働者認定訓練コースの種類
コースの種類は次のとおりとする。

イ

建設労働者認定訓練コース（経費助成）

ロ

建設労働者認定訓練コース（賃金助成）

ハ

建設労働者認定訓練コース（生産性向上助成）

0200

定義

0201

建設労働者
建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和５１年法律第３３号。以下「法」という。）
第２条第４項に規定する建設事業に従事する労働者をいう。
また、建設事業の範囲は、日本標準産業分類（総務省平成２５年１０月改訂）及び建設業法
（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項の定めるところにより、別表１及び別表２のとお
りとする。

0202

建設事業主
建設労働者を雇用して建設事業を行う者であって、雇用保険に加入している次のイ又はロに
該当するものであって、法第５条第１項に定める雇用管理責任者を選任しているものをいう。
イ 「建設の事業」としての雇用保険料率の適用がされている建設事業主（以下「Ａの建設事業
主」という。）
ロ

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定により国土交通大臣又は都道
府県知事から建設業の許可を受けて建設業を営む者のうち、「一般の事業」又は「農林水産
清酒製造の事業」としての雇用保険料率が適用されている建設事業主（以下「Ｂの建設事業
主」という。）

0203

中小建設事業主
上記 0202 に該当する建設事業主のうち、第１共通要領 0202 に規定する中小企業事業主であ
るものをいう。

0204

建設事業主団体
次のいずれにも該当する建設事業主（0204 においては雇用保険に加入していない事業主も含

む）の団体（法人でない団体（代表者の定めがないなど実質的に団体性を欠くものを除く。）
も含む。）又はその連合団体であるものをいう。
また、法第２条第６項に規定する「事業主団体」とは範囲が異なる点に留意すること。
イ

構成員のうちに占める建設事業主の割合が５０％以上のものであること。

ロ

構成員である建設事業主のうちに占める雇用保険の保険関係が成立している事業に係る
建設事業主の割合が５０％以上のものであること。

ハ

財務及び活動の状況等からみて、事業を的確に遂行することができると認められるもの
であり、以下のいずれにも該当すること。
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(ｲ)

団体の目的、組織、運営及び事業内容を明らかにする規約、規則等を有すること

(ﾛ) 代表者が置かれているほか、事務を行うのに必要な体制が整備されていること
(ﾊ) 会計経理の独立性が担保されていること
0205

中小建設事業主団体
上記 0204 に該当する建設事業主団体のうち、その構成員（団体の構成員又は連合団体を構成
する団体の構成員をいう。以下同じ。）である建設事業主に占める中小事業主の割合が３分の
２以上であるもの。

0206

所定労働時間
労働契約、就業規則、労働協約において定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休
憩時間を除いた時間をいう。

0207

通常の賃金
当該労働者の時間外、休日及び深夜の割増賃金の算定の基礎となる時間当たりの賃金の額に
当該労働者の１日平均所定労働時間数を乗じて得た額をいう。
なお、当該賃金の額が定められていない場合は、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第
３７条の定めるところにより、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨
時に支払われた賃金及び１ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除き、次により算定した
額に１日平均所定労働時間数を乗じて得た額をいう。

イ

時間によって定められた賃金

ロ

日によって定められた賃金

その金額
その金額を１日の所定労働時間数（日によって所定労働時間数

が異なる場合は、１週間における１日平均所定労働時間数）で除して得た金額
ハ

週によって定められた賃金

その金額を１週の所定労働時間数（週によって所定労働時間数

が異なる場合は、４週間における１週平均所定労働時間数）で除して得た金額
ニ

月によって定められた賃金（休日手当その他イからハまで及びホからトまでに掲げる賃金以
外の賃金を含む。）

その金額を１ヶ月の所定労働時間数（月によって所定労働時間数が異な

る場合は、１年間における１ヶ月平均所定労働時間数）で除して得た金額
ホ

時間、日、月、週以外の一定の期間によって定められた賃金

イからニまでに準じて算定し

た金額
ヘ

出来高払制等によって定められた賃金

賃金算定期間（賃金締切日がある場合には、賃金締

切期間）において出来高払制等によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総
労働時間数で除して得た金額
ト

イからヘまでの賃金の２以上からなる賃金

その部分についてイからヘまでによってそれぞ

れの算定した金額の合計額
0208

認定訓練
職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号。以下「能開法」という。）第２４条第１項
の認定に係る職業訓練又は同法第２７条の２第２項において準用する同法第２４条第１項の認
定に係る指導員訓練をいう。

0300

支給要件・支給額

0300a
0301a

支給要件・支給額（共通）
支給対象事業主等
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次に定める中小建設事業主等であって、コースの種類ごとに定める要件に該当するものに
対して、支給する。また、中小建設事業主について、助成金の支給は、雇用保険の適用事業
所を単位として行うものとする。
なお、0302a の一人親方及び同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者は、支給
対象としない。
イ

中小建設事業主

ロ

中小建設事業主団体

ハ

能開法第３１条に規定する職業訓練法人

ニ

次に掲げる者も 0205 の要件を満たせば、助成金の支給対象となり得る。

(ｲ) 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条第１号に規定する事業協同
組合及び同３号に規定する協同組合連合会
(ﾛ)

中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律１８５号）第３条第１項に規定する

商工組合及び商工組合連合会
(ﾊ)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）に規定する一
般社団法人又は一般財団法人であって、建設事業主等が会員となり設立され、又は建設
業界からの出えん金等による基本財産により設立され、建設業界の振興を図るための各
種事業を実施するもの。

(ﾆ)
0302a

その他事業を的確に遂行できると認められる団体
支給対象とならない者

次のいずれかに該当するものは本助成金の支給対象とはならない。
イ

一人親方
建設労働者を雇用しないで自ら建設業を行ういわゆる一人親方は、法第２条第５項に規定
する事業主に該当しないので、本助成金の支給の対象とはならないこと。

ロ

同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者
労働基準法において、事業主と生計を一にする同居の親族（世帯を同じくして常時生活を
共にしている民法（明治 29 年法律第 89 号）第７２５条にいう六親等内の血族、配偶者及び
三親等内の姻族をいう。以下同じ。）は、形式上労働者として就労し賃金を受けていても、
実質的には事業主と利益を一にしており、事業主と同一の地位にあるものと認められること
から、原則として労働者として扱わないこととしている。したがって、同居の親族のみを使
用して建設事業を行っている者は、法第２条第５項に規定する事業主には該当しないので、
本助成金の支給の対象とはならないこと。

0303a

併給調整
第１共通要領の 0305 の規定によるほか、本助成金の支給を受けることができる者が、同

一の事由により助成金等の支給を受けた場合は、当該支給事由によっては、本助成金は支給
しないものとする。
0300b

支給要件・支給額（建設労働者認定訓練コース（経費助成））

0301b

支給対象者
次のいずれの要件にも該当する中小建設事業主又は中小建設事業主団体（ただし、認定訓

練を行う職業訓練法人については構成員である建設事業主のうちに占める中小建設事業主の
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比率の要件を問わない。）に対して支給する。
イ

認定訓練を実施するものであること。

ロ

当該認定訓練の運営に要する費用について雇保則第１２１条の広域団体認定訓練助成金
（以下「広域団体認定訓練助成金」という。）の支給又は同条の認定訓練助成事業費補助金
（以下「認定訓練助成事業費補助金」という。）の交付を受けて都道府県が行う助成を受け
るものであること。

0302b

助成対象となる訓練課程及び訓練科
認定訓練のうち、別表３「認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧」に掲げる訓練
課程及び訓練科について認定訓練を行う場合に助成の対象とする。

0303b

支給額
広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事費補助金の交付を受けて都道府県が行

う助成により助成対象経費とされた額（以下「都道府県補助事業対象経費」という）の６分
の１に相当する額とする。
ここで算定対象とする者は、広域団体認定訓練助成金又は認定訓練助成事業費補助金の交
付対象となっている者であること。
0304b

消費税相当額の取扱い
消費税相当額についても支給対象経費に含めるものとする。

0300c

支給要件・支給額（建設労働者認定訓練コース（賃金助成））

0301c

支給対象者
次の要件に該当する中小建設事業主に対して支給する。

イ

雇保則第１２５条第２項の人材開発支援助成金（特定訓練コース、一般訓練コース）（中
小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を赴かせる場合に係るものに限る。）又は同条
第７項の人材開発支援助成金（特別育成訓練コース）（中小建設事業主が認定訓練を行う施
設に労働者を赴かせる場合に係るものに限る。）の支給決定を受けたものであること。

0302c

助成の対象となる訓練課程及び訓練科
認定訓練のうち、別表３「認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧」に掲げる訓練
課程及び訓練科について認定訓練が行われた場合に助成対象とする。

0303c
イ

支給額
支給上限額
一の事業所に対する一の年度（支給申請年月日を基準とし、同年度４月１日から翌年３月

３１日までをいう。）の本助成及び 0300d

の建設労働者認定訓練コース（生産性向上助成）

に係る支給額の合計が、１，０００万円を超えるときは１，０００万円を限度とする。
ロ

支給額
本助成金の支給額は、算定対象の建設労働者１人につき、日額３,８００円に、当該認定訓
練を受けた日数（認定訓練を実施した日数のうち、人材開発支援助成金（特定訓練コース、
一般訓練コース、特別育成訓練コース）の支給の対象となった日数に限る。）を乗じて得た
額とする。

ハ

算定対象とする建設労働者
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算定対象とする建設労働者は、中小建設事業主が雇用している雇用保険の被保険者である
建設労働者であって、当該中小建設事業主が認定訓練を受けさせた者とする。
0300d

支給要件・支給額（建設労働者認定訓練コース（生産性向上助成））

0301d

支給対象者
本助成金は、次のイ及びロのいずれにも該当する中小建設事業主を支給対象とする。

イ

建設事業主 0300c の建設労働者認定訓練コース（賃金助成）の支給決定を受けているこ
と。

ロ
0302d

0302d に規定する生産性要件（建設）を満たしていること。
生産性要件（建設）
「第１

共通要領」0206で求めた「生産性」について、訓練開始日が属する会計年度の前

年度とその3年度後の会計年度の生産性を比較することによって算定した伸び率（「生産性の
伸び」）等を生産性要件とする。
ただし、生産性の対象となる事業所において、生産性要件の伸び率を算定する期間（訓練
開始日が属する会計年度の前年度の初日からその3年度後の会計年度の末日までの期間））に
ついて、雇用する法第４条に規定する雇用保険被保険者（「雇用保険法第38条第1項に規定す
る「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く。
」）を事業主都合で解雇等（退職勧奨を含む。）していないことを要件する。
なお、解雇等とは、労働者の責に帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由
により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたもので
あって、雇用保険被保険者資格喪失の確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものである。
0303d
イ

支給額
支給上限額
一の事業所に対する一の年度（支給申請年月日を基準とし、同年度４月１日から翌年３月

31 日までをいう。）の本助成及び 0300c の建設労働者認定訓練コース（賃金助成）に係る支
給額の合計が、１，０００万円を超えるときは１，０００万円を限度とする。
ロ

支給額
支給の対象となった建設労働者１人につき、当該認定訓練を受けた日数１日あたり
１,０００円

0400

支給申請書の提出

0401

支給申請書の提出
本助成金の支給を受けようとする中小建設事業主又は中小建設事業主団体は、次の各号の定

めるところにより、助成金の種類に応じ、人材開発支援助成金（建設労働者認定訓練コース）
支給申請書（以下「支給申請書」という。）を作成し、必要な書類を添付した上で、イからロ
において提出先として定める都道府県労働局（以下「管轄労働局」という。）の長（以下「管
轄労働局長」という。）に提出しなければならない。
なお、当該提出については、管轄労働局長の指揮監督する安定所長を経由して行うことがで
きる。
また、支給申請をしようとする事業主等が、事業主等又は労働者のいずれの責にも帰するこ
とができない天災等のやむを得ない理由により提出期間内に申請できない場合は、第１共通要
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領 0401 に基づく取扱いを行うこと。
添付書類の写しについては、原本から転記及び別途作成したものではなく、根拠法令に基づ
き、実際に使用者が事業場ごとに調製し、記入しているもの、または原本を複写機を用いて複
写したものとする。
イ

建設労働者認定訓練コース（経費助成）
(ｲ)

提 出 先

中小建設事業主については、雇用保険の適用事業所ごとに所在地を管轄する
労働局長
中小建設事業主団体については管轄労働局長

(ﾛ)

提出期間

認定訓練終了後、認定訓練事業費補助金又は広域団体認定訓練助成金の精算
確定に係る都道府県の通知が発出された日の翌日から２か月以内

(ﾊ)

様

式

人材開発支援助成金（建設労働者認定訓練コース（経費助成））支給申請書
（建認様式第３号）

(ﾆ)
ロ

添付書類

別表５のとおり

建設労働者認定訓練コース（賃金助成）
(ｲ)

提 出 先

中小建設事業主については、雇用保険の適用事業所ごとに所在地を管轄する
労働局長

(ﾛ)

提出期間

本コースの支給の要件となる人材開発支援助成金（特定訓練コース、一般訓
練コース、特別育成訓練コース）と同じ支給申請期間

(ﾊ)

様

式

人材開発支援助成金（建設労働者認定訓練コース（賃金助成））支給申請書
（建認様式第４号）

(ﾆ)

添付書類

別表５のとおり

ハ 建設労働者認定訓練コース（生産性向上助成）
(ｲ)

提 出 先

建設事業主については雇用保険の適用事業所ごとに所在地を管轄する労働局
長
建設事業主団体については管轄労働局長

(ﾛ)

提出期間

共通要領 0401 の規定によらず、生産性向上助成の対象となった認定訓練の訓
練開始日が属する会計年度の前年度から 3 年度後の会計年度の末日の翌日から
起算して 5 ヶ月以内

(ﾊ)

様式
人材開発支援助成金（建設労働者認定訓練コース（生産性向上助成））支給申請書（建設

事業主用）（建認様式第４号）
(ﾆ)

添付書類
人材開発支援助成金（建設労働者認定訓練コース）の支給決定通知書（写）、「生産性要

件算定シート」（共通要領様式第２号）（以下「算定シート」という。）、及び算定の根
拠となる証拠書類（損益計算書、総勘定元帳など）。
0402

支給申請書の受理及び審査
管轄労働局長は、支給申請書が提出されたときは、支給申請期間内に提出されているか、支給

申請書の各欄に所要の事項が正確に記入されているか、所定の添付書類が整えられているかどう
かを確認し、受理する。
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受理した支給申請書について、0300 の各事項に留意してこれを審査する。
0500

支給要件の確認

0501

支給要件の確認（共通）

イ

支給対象となりうる中小建設事業主であることの確認
(ｲ) 中小建設事業主であることの確認
支給申請書における「申請事業主」の「事業内容」により確認すること。この場合におい
て、必要があれば、当該中小建設事業主の各事業所の所在地、届出日における資本の額又は
出資の総額及び常時雇用する労働者の数に関する資料の提出を求めること。
なお、常時雇用する労働者の数は、雇用保険適用事業所台帳の被保険者数等により確認す
ること。
(ﾛ) 建設事業を行っている事業主の確認
建設事業主については、「申請事業主」の「事業内容」や、雇用保険適用事業所台帳より
確認すること。
(ﾊ) 雇用管理責任者を選任していることの確認
雇用管理責任者を選任していることを支給申請書の「雇用管理責任者」欄により確認する
こと。

ロ

支給対象となりうる中小建設事業主団体であることの確認
中小建設事業主団体であることがわかる書類（登記事項証明書、定款又は規約、寄付行為、
決算書（事業報告）、会員名簿等）、構成員内訳表(建認別様式第１号)により確認すること。

ハ

支給上限額に達していないことの確認
建設労働者認定訓練コース（賃金助成）及び建設労働者認定訓練コース（生産性向上助成）

については、当該中小建設事業主等より提出された支給申請書、支給決定通知書及び支給台帳
により 0303c の支給上限額に達していないことを確認すること。
0502

支給要件の確認（建設労働者認定訓練コース（経費助成））
認定訓練の実施状況の確認
次の書類により助成対象の訓練であること及び助成対象となる金額を確認すること。
イ

都道府県補助事業対象経費の精算確定に係る都道府県の通知書の写し

ロ

建設以外の訓練を実施していた場合は、「認定訓練助成事業費（運営費）補助事業実績報
告書」及び「都道府県に提出した精算報告書に添付された補助対象経費の内訳等」等の写し

ハ
0503
イ

内容を確認するために必要な場合に提出させるカリキュラム
支給要件の確認（建設労働者認定訓練コース（賃金助成））
助成の対象となる訓練課程及び訓練科の確認
支給申請書に記載の訓練科目と別表３「認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧」に

掲げる訓練課程及び訓練科とを照合することにより確認すること。
ロ

認定訓練の実施状況の確認
人材開発支援助成金（特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コース）の支給を受

けたこと又は受けようとすることを明らかにする書類その他の書類により確認すること。
(ｲ) 支給申請書の⑧「実施報告」
人材開発支援助成金の支給決定を受けたものであることを次の(ﾛ)及び(ﾊ)により確認する
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こと
(ﾛ)「人材開発支援助成金支給申請書」の写し（添付書類含む）
a

人材開発支援助成金支給申請書の支給申請年月日、添付書類、支給決定年月日、支給決定
番号により人材開発支援助成金の支給決定を受けたものであることを確認すること

b

人材開発支援助成金（添付書類を含む）における訓練の実施内容を確認するための書類に
より、助成対象となる受講日数を確認すること。

(ﾊ)「人材開発支援助成金支給決定通知書」の写し
人材開発支援助成金を受ける訓練であることを確認すること
ハ

受講者が雇用保険被保険者であることの確認
雇用保険被保険者台帳により確認すること

0504

支給要件の確認（生産性向上助成）

イ 生産性の伸び率が 6％以上であることの確認
0401 ハにより提出があった「算定シート」及び証拠書類について、「第１ 共通要領」の
0503a～f のイからト、0503g のイからヘにより確認する。
ロ

事業主都合による解雇者がいないことの確認
生産性の算定対象となる事業所において、訓練開始日が属する会計年度の前年度の初日及
びその 3 年度後の会計年度までの期間（※）において、事業主都合による解雇者がいないこと
をハローワークシステム（助成金事務処理）により確認すること。

0600

支給決定

0601

支給決定
管轄労働局長は、支給要件をみたすものと判定された中小建設事業主又は中小建設事業主団

体について、助成金の支給を決定する。
管轄労働局長は、支給の決定をしたときは、「人材開発支援助成金（建設労働者認定訓練コ
ース）支給決定通知書」（建認様式第５号）により事業主又は事業主団体に通知する。
支給要件を満たさないものと判定された中小建設事業主又は中小建設事業主団体について
は、助成金の不支給を決定する。
不支給の決定をしたときは、「人材開発支援助成金（建設労働者認定訓練コース）不支給決
定通知書」（建認様式第６号）により当該中小建設事業主又は中小建設事業主団体に通知する。
その他、第１共通要領の 0801 により支給決定の取消を行う場合は、
「人材開発支援助成金（建
設労働者認定訓練コース）支給決定取消及び返還通知書」（建認様式第７号）により当該中小
建設事業主又は中小建設事業主団体に通知する。
また、不支給の決定又は支給決定の取消し理由が不正受給である場合は、「人材開発支援助
成金（建設労働者認定訓練コース）不支給措置期間通知書」（建認様式第８号）を当該中小建
設事業主又は中小建設事業主団体に通知するものとする。
0602
イ

支給決定に係る事務処理
管轄労働局長は、支給決定したときは、支給申請書の処理欄に支給決定番号、支給決定年月
日、支給決定金額等を記入するとともに、別に定める様式に所要の事項を記載する。

ロ

管轄労働局長は、不支給決定をしたときは、支給申請書の処理欄にその旨及び理由を記入す
る。
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0700
0701

雑則
財源区分
本助成金の財源は、労働保険特別会計雇用勘定が負担する。

0800
0801

附則
施行期日
本助成金の要領は、訓練開始日が令和３年 4 月 1 日以降であるものについて適用する。

0802

経過措置
イ

平成 27 年４月 10 日付け職発 0410 第２号能発 0410 第２号雇児発 0410 第２号「雇用安

定事業の実施等について」による改正関連
この要領の 0300b に規定する認定訓練コース（経費助成）については平成 29 年 3 月 31
日以前に開始した訓練の助成内容は、次のいずれかを選択させるものとする。
a

平成 27 年 4 月 10 日改正の第２各助成金別要領９人材確保等支援助成金(3)建設労
働者確保育成助成金の 0303b に規定する支給額

b

平成 26 年 4 月 1 日改正の第２各助成金別要領８人材確保等支援助成金(3)建設労働
者確保育成助成金の 0303b に規定する支給額

ロ

平成 28 年４月１日付け職発 0401 第 40 号能発 0401 第 11 号雇児発 0401 第 10 号「雇用安
定事業の実施等について」による改正関連
この要領の施行日前に改正前の第２各助成金別要領９人材確保等支援助成金(3)建設
労働者確保育成助成金の 0300c に規定する訓練を開始した者に対する建設労働者確保育
成助成金（認定訓練コース（賃金助成））の支給については、なお従前の例とする。

ハ

平成 29 年３月 31 日付け職発 0331 第７号能発 0331 第２号雇児発 0331 第 18 号「雇用安
定事業の実施等について」による改正関連
この要領の施行日前に改正前の第２各助成金別要領９人材確保等支援助成金(3)建設
労働者確保育成助成金の 0300c に規定する訓練を開始した者に対する建設労働者確保育
成助成金（認定訓練コース（賃金助成））の支給については、なお従前の例とする。

ニ

平成 30 年３月 31 日付け職発 0331 第２号雇均発 0331 第３号開発 0331 第３号「雇用安定
事業の実施等について」による改正関連
この要領の施行日前に改正前の第２各助成金別要領１２建設労働者確保育成助成金
の 0400a に規定する計画の届出を行った者に対する建設労働者確保育成助成金（認定訓
練コース（経費助成））の支給については、なお従前の例とする。また、この要領の施
行日前に改正前の第２各助成金別要領１２建設労働者確保育成助成金の 0300c に規定す
る訓練を開始した者に対する建設労働者確保育成助成金（認定訓練コース（賃金助成））
の支給については、なお従前の例とする。そのほか、この要領の施行日前に、改正前の
第２各助成金別要領１６キャリアアップ助成金の 2004 に規定する職業訓練計画の届出
を行った者に対する建設労働者確保育成助成金（認定訓練コース（賃金助成））の支給
について、または改正前の第２各助成金別要領１７人材開発支援助成金 0500 に規定する
訓練実施計画届の届出を行った者に対する建設労働者確保育成助成金（認定訓練コース
（賃金助成））の支給については、なお従前の例とする。
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ホ

平成 31 年３月 29 日付け職発 0329 第２号雇均発 0329 第６号開発 0329 第 58 号「雇用安
定事業の実施等について」による改正関連
この要領の施行日前に改正前の第２各助成金別要領１３人材開発支援助成金（(5)建設労
働者認定訓練コース）の 0400 に規定する計画の届出を行った者に対する人材開発支援助成
金（建設労働者認定訓練コース（経費助成））の支給については、なお従前の例とする。
また、この要領の施行日前に改正前の第２各助成金別要領１３人材開発支援助成金（(5)
建設労働者認定訓練コース）の 0300c に規定する訓練を開始した者に対する建設労働者確
保育成助成金（認定訓練コース（賃金助成））の支給については、なお従前の例とする。
そのほか、この要領の施行日前に、改正前の第２各助成金別要領１３人材開発支援助成金
（(1)特定訓練コース、(2)一般訓練コース、）0500 に規定する訓練実施計画届の届出を行
った者に対する建設労働者確保育成助成金（認定訓練コース（賃金助成））の支給につい
て、または改正前の第２各助成金別要領１３人材開発支援助成金（ (4)特別育成訓練コー
ス）0300 に規定する一般職業訓練計画届等の届出を行った者に対する人材開発支援助成金
（建設労働者認定訓練コース（賃金助成））の支給については、なお従前の例とする。

へ

令和２年３月 31 日付け職発 0331 第 10 号雇均発 0331 第６号開発 0331 第９号「雇用安定
事業の実施等について」による改正関連
この要領の施行日前に認定訓練を開始した者に対する人材開発支援助成金（建設労働者
認定訓練コース（経費助成・賃金助成・生産性向上助成））の支給については、なお従前
の例とする。

ト

令和２年12月25日付け職発1225第４号、雇均発1225第１号、開発1225第17号「押印を求
める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等につい
て」による改正は、令和２年12月25日から施行する
なお、当分の間、令和２年12月25日付け職発1225第４号、雇均発1225第１号、開発1225
第17号「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
等の施行等について」によって改正された「第２

助成金要領

13(５)建設労働者認定訓

練コース」の様式については、当該改正前の様式でも受理するものとする。
チ

令和３年３月 31 日付け職発 0331 第 25 号雇均発 0331 第５号開発 0331 第６号「雇用安定
事業の実施等について」による改正関連
この要領の施行日前に認定訓練を開始した者に対する人材開発支援助成金（建設労働者
認定訓練コース（経費助成・賃金助成・生産性向上助成））の支給については、なお従前
の例とする。
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