６

トライアル雇用助成金

(6)

若年・女性建設労働者トライアルコース

雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号。）第６２条第１項第６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１０９条及び、第１１０条の３及び附則１
５条の６に基づくトライアル雇用助成金（若年・女性建設労働者トライアルコース）
（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

0101
0200

趣旨

建設労働者

0202

中小建設事業主

支給対象者

0302

支給対象とならない者

0303

支給対象となる若年・女性建設労働者

0304

支給対象期間

0305

支給額

0306

併給調整

支給申請書の提出

0402

支給申請書の受理及び審査

0501
0600

経過措置

支給要件の確認
支給決定
支給決定

0602

支給決定に係る事務処理

0701

0802

支給要件の確認

0601

0700

施行期日

支給申請書の提出

0401

0500

0801

支給要件・支給額

0301

0400

附則

定義

0201

0300

0800

雑則
財源区分
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0100

趣旨

0101

趣旨
本助成金は、建設業における若年建設労働者及び女性建設労働者の確保を図り、もって建設労
働者の雇用の安定に資するとともに、中小建設事業主に対して、建設労働者の雇用の安定を図る
ために必要な助成を行うものである。

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

中小建設事業主
法第２条第５項に規定する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
している次のイからハに該当するものをいう。
この場合、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。
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事業主
ロ 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事業主
ハ 第１共通要領0202に規定する中小企業事業主

0300

支給要件・支給額

0301

支給対象者
雇保則第１１０条の３及び附則１５条６のトライアル雇用助成金（一般トライアルコース、障
害者トライアルコース、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース又は新型コロナウイル
ス感染症対応短時間トライアルコース）の支給決定を受けた中小建設事業主に対して支給する。
（留意点）トライアル雇用助成金（障害者短時間トライアルコース）は支給対象外であること。

0302

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。

0303

支給対象となる若年・女性建設労働者
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トライアル雇用助成金（一般トライアルコース、障害者トライアルコース、新型コロナウイル
ス感染症対応トライアルコース又は新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース）の
支給対象となった労働者のうち、次のいずれの要件にも該当する者。
イ

トライアル雇用の開始日時点で３５歳未満の者又は女性

ロ

トライアル雇用期間に主として建設工事現場での現場作業（左官、大工、鉄筋工、配管工
など）又は施工管理に従事する者

（留意点）主として設計、測量、経理、営業などに従事する者は対象とならない。また、建設
工事現場の範囲については、別表２「建設業法における建設業の範囲」における「建
設工事の例示」を参照のこと。
0304

支給対象期間
支給対象期間は、トライアル雇用を開始した日から１か月間単位で最長３か月間とする。
ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する場合は、それぞれに定める期間とする。
なお、トライアル雇用を開始した日、当該開始した日の翌月の応当日又は当該開始した日の翌
々月の応当日をそれぞれ起算日とし、起算日からその翌月の応当日の前日までの期間を１か月間
とする。
ただし、翌月に応当日がない月は、当該翌月の末日を当該翌月の応当日の前日とする。
また、トライアル雇用期間が１か月間の場合であって当該期間が31日に満たない場合に限り、
その不足する日数を加えた期間をもって１か月間とする。
イ

トライアル雇用労働者が、次の(ｲ)から(ﾆ)までの理由によりトライアル雇用期間の途中で
離職した場合
トライアル雇用を開始した日からトライアル雇用期間の途中で離職した日までの期間と
する。

(ｲ)

トライアル雇用労働者の責めに帰すべき理由による解雇

(ﾛ)

トライアル雇用労働者の都合による退職

(ﾊ)

トライアル雇用労働者の死亡

(ﾆ)

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になったことによる解雇

ロ

トライアル雇用労働者が、トライアル雇用期間中に常用雇用へ移行した場合、または支給
対象外職種に配置転換等された場合
トライアル雇用を開始した日から常用雇用へ移行した日または支給対象外職種に配置転
換等された日の前日までの期間とする。

0305

支給額
支給対象となる若年・女性建設労働者１人につき、支給対象期間１か月間当たり４万円を支給
する（「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の場合は２．５万円とする）。
ただし、次のイ又はロに該当する場合は、当該支給対象期間については、トライアル雇用労働者
が就労を予定していた日数に対して実際に就労した日数の割合に応じて次に定める計算式で算出
した額を支給する。
トライアル雇用労働者が１か月間に実際に就労した日数
Ａ

＝
トライアル雇用労働者が当該１か月間に就労を予定していた日数
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割合

支給額
・一般トライアルコース

支給対象コース

・障害者トライアルコース

・新型コロナウイルス感染症対
応短時間トライアルコース

・新型コロナウイルス感染症対応
トライアルコース
７５％≦Ａ

４万円

２．５万円

５０％≦Ａ＜７５％

３万円

１．８７万円

２５％≦Ａ＜５０％

２万円

１．２５万円

０％＜Ａ＜２５％

１万円

０．６２万円

Ａ＝

不支給

不支給

イ

０％

次の(ｲ)又は(ﾛ)に該当する場合であって、支給対象期間が１か月間に満たない月がある場
合

(ｲ) トライアル雇用労働者が、次のaからdまでの理由によりトライアル雇用期間の途中で離職
した場合
トライアル雇用を開始した日からトライアル雇用期間の途中で離職した日までの期間と
する。
a トライアル雇用労働者の責めに帰すべき理由による解雇
b トライアル雇用労働者の都合による退職
c トライアル雇用労働者の死亡
d 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になったことによる解雇
(ﾛ) トライアル雇用労働者が、トライアル雇用期間中に常用雇用へ移行した場合、または支給
対象外職種に配置転換等された場合
トライアル雇用を開始した日から常用雇用へ移行した日の前日または支給対象外職種に
配置転換等された日の前日までの期間とする。
ロ

支給対象期間中に、トライアル雇用労働者本人の都合による休暇（ただし、年次有給休暇
等法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は除く。）又は事業主の
都合による休業がある場合

0306

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。

0400

支給申請書の提出

0401

支給申請書の提出
助成金の支給を受けようとする中小建設事業主は、次の各号の定めるところにより、トライア
ル雇用助成金（若年・女性建設労働者トライアルコース）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、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。）長に提出しなければならない。
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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。
イ

提出先
トライアル雇用を実施した雇用保険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
トライアル雇用助成金（一般トライアルコース、障害者トライアルコース、新型コロナ
ウイルス感染症対応トライアルコース又は新型コロナウイルス感染症対応短時間トライア
ルコース）と同じとする。

ハ

様式
支給申請書（建ト様式第１号）

ニ
(ｲ)

添付書類
「トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書（一般トライアルコー
ス、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース又は新型コロナウイルス感染症対応
短時間トライアルコース）」（写し）、「障害者トライアル雇用等結果報告書兼障害者ト
ライアル雇用助成金支給申請書（障害者トライアルコース）」(写し)(各共通様式第２号)
（トライアル雇用助成金（一般トライアルコース、新型コロナウイルス感染症対応トライ
アルコース又は新型コロナウイルス感染症対応短時間コース）又は（障害者トライアルコ
ース）の支給申請と本コースの申請を同時に行う場合は不要）

(ﾛ)

労働保険料概算・増加概算・確定保険料申告書（写）又は労働保険料等納入通知書（写）

(ﾊ)

中小建設事業主であることを確認できる書類（建設業許可番号が記載された書類、定款、
登記事項証明書（写）、資本及び労働者数を記載した資料、事業内容を記載した書類等）

(ﾆ)

支給対象となる若年・女性建設労働者であることを明らかにする書類(求人票、雇用契約
書、雇入通知書、作業員名簿、建設技能関連資格の免許証又は修了証の写し、建設技能関
連の訓練の修了書の写し等)

(ﾎ)
※

その他管轄労働局長が必要と認める書類
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。

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。
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
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) 助成対象となる中小建設事業主であることの確認
支給申請書の「申請者」欄、「事業内容」欄、労働保険料概算・増加概算・確定保険料
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申告書（写）によって確認し、必要があれば、当該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等の提出を求め
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
建設事業を行っている事業主であることがわかる書類（建設業許可番号が記載された書
類、登記事項証明書、定款、決算書（事業報告）、会社案内等）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

助成対象となる若年・女性建設労働者であることの確認
「トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書」（写し）(添付書類含
む)、雇用保険被保険者台帳等により労働者の年齢、性別、職種等を確認すること。
また、必要に応じて求人票、作業員名簿、建設技能関連資格の免許証又は修了証の写し、
建設技能関連の訓練の修了書の写し等により確認すること。

ハ

トライアル雇用助成金の支給決定を受けることの確認
トライアル雇用助成金（一般トライアルコース、障害者トライアルコース、新型コロナ
ウイルス感染症対応トライアルコース又は新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル
コース）の支給申請に対する審査状況や支給決定の状況等によりトライアル雇用助成金（一
般トライアルコース、障害者トライアルコース、新型コロナウイルス感染症対応トライ
アルコース又は新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース）の支給を受けるも
のであることを確認すること。

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、「トライアル雇用助成金（若年・女性建設労働者
トライアルコース）支給決定通知書」（建ト様式第２号）により中小建設事業主に通知する。
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、「トライアル雇用助成金（若年・女性建設労働者トライアルコー
ス）不支給決定通知書」（建ト様式第３号）により当該中小建設事業主に通知する。
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、「トライアル雇用助成金（若
年・女性建設労働者トライアルコース）支給決定取消及び返還通知書」（建ト様式第４号）によ
り当該中小建設事業主に通知する。
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、「トライアル雇用助
成金（若年・女性建設労働者トライアルコース）不支給措置期間通知書」（建ト様式第５号）を
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当該中小建設事業主に通知するものとする。
0602

支給決定に係る事務処理
イ

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。

0700

雑則

0701

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

附則

0801

施行期日
本助成金の要領は、トライアル雇用の開始日が令和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

(ｲ)

この要領の施行日前にトライアル雇用を開始した者に対する平成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」におけ
る「建設労働者確保育成助成金（若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース（整備
助成））」の支給については、なお従前の例とする。
ロ

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
(ｲ)

この要領の施行日前にトライアル雇用を開始した者に対する職発0331第２号開発0331

第３号「雇用安定事業の実施等について」における「トライアル雇用助成金（若年・女性
建設労働者トライアルコース）」の支給については、なお従前の例とする。
ハ

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
(ｲ)

この要領の施行日前にトライアル雇用を開始した者に対する平成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」におけ
る「トライアル雇用助成金（若年・女性建設労働者トライアルコース）」の支給については、
なお従前の例とする。
ニ

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

５(4)若年・女性建設労働者トライア

ルコース」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。
ホ

令和３年２月５日付け職発0205第２号、雇均発0205第１号、開発0205第１号「雇用安定事
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業の実施等について」による改正関連
(ｲ)

この要領の施行日前にトライアル雇用を開始した者に対する令和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」におけ
る「トライアル雇用助成金（若年・女性建設労働者トライアルコース）」の支給については、
なお従前の例とする。
ヘ

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

(ｲ)

この要領の施行日前にトライアル雇用を開始した者に対する職発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」における「トライアル雇
用助成金（若年・女性建設労働者トライアルコース）」の支給については、なお従前の
例とする。
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