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【適用関係】 

 

□ 事業の期間が予定される事業であっても、その期間が厚生労働省令が定める期間を超え 

るものは、継続事業である。 

（× H16災 ★）  

⇒このような規定はないため誤り。 

解説≫ 

起承転結の「起」の見極めが難しい設問です。 

この場合、「結」から見て論点を探していきます。「結」は、「継続事業である。」というこで、

継続事業そのものが論点になります。 

「起」を見ると「事業の期間が予定される事業であっても、～」とあり、そもそも期間が予

定される継続事業はあり得ないので誤りになります。 

 

 

□ 継続事業として保険関係が成立している事業であっても、事業の再編等のため、厚生労

働省令が定める期間内に事業が終了することが確定するにいたったときは、その保険年

度の次の保険年度の初日からは、有期事業となる。 

（× H16災 ★） 

⇒このような規定はないためり誤り。 

解説≫ 

 前問と同じように、論点が掴みにくい問題です。このような場合は、迷わず、「結」から

確認していきます。「結」では、「有期事業である。」とあります。ということで、論点に関

しては有期事業のことになります。 

少し「結」を広げて「その保険年度の次の保険年度の初日からは、有期事業である。」 

そもそも、次の保険年度の初日から有期事業になるような事業は規程ではありません。 

ということで、少し広げた「結」だけでも判断が付く設問です。 

ただし、念のために「起」を確認すると、「継続事業として保険関係が成立している事業で

あって～」とあります。あとは読み進めると誤りが確信出来ると思います。 
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□ 労働者が 1 人でも雇用される事業については、原則としてすべて雇用保険の適用事業と

なるが、常時 5 人未満の労働者を雇用する事業（ 法人である事業主の事業を除く。）に

ついては、当分の間、業種を問わず、雇用保険の任意適用事業とすることとされている。

（× H19雇 ★） 

⇒「農林水産業は」 

解説≫ 

 前半の論点は、労災法 5条「労働者が雇用される事業を適用事業とする。」ということで

正しい設問になります。 

後半の論点は、「任意適用事業」を論点にしています。 

常時 5人未満の労働者を雇用する事業で個人経営の農林水産業は、暫定任意適用事業になる

ため設問は誤りになります。 

 

 

□ 労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険の保険関係

及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法を

適用する事業（いわゆる二元適用事業）として、都道府県及び市町村の行う事業、農林

水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業が規定されている。

（× H19雇 ★） 

⇒「農林水産の事業（船員が雇用される事業を除く。）その他」 

解説≫ 

 前半は二元適用事業の定義を、後半は具体的な二元適用事業の事業を論点としています。 

POINT≫ 

●一元適用事業：労災保険と雇用保険の保険関係を一の保険関係として扱い、適用や保険料

の徴収等を一元的に処理する事業・・・一般的な会社 

●二元適用事業：労災保険と雇用保険を別個の保険関係として扱い、適用や保険料の徴収等

の事務を二元的（バラバラに）処理する事業 

●二元適用事業の具体例 

①都道府県及び市町村が行う事業 

②都道府県に準ずる事業及び市町村に準ずるもののおこなう事業 

③港湾労働法の港湾運送の事業 

④農林、畜産、養蚕、水産の事業（船員が雇用される事業を除く） 

④建設の事業 

（注） 

国の行う事業は、⇒一元適用事業 

そもそも、国の行う事業は、労災保険法が適用されてないので、二元適用事業にはなりませ

ん。 
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□ 東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の港湾（その水域は、港湾労働法施行令別表

で定める区域とする。）における港湾労働法第 2条第 2号の港湾運送の行為を行う事業は、

当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみ

なして労働保険徴収法が適用される。 

（○ H21災 ★） 

 

 

□ 立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。 

（× H21災 ★） 

⇒「二元適用事業に該当する。」 
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【法 3条 4条】保険関係の成立 

 

【法 3条】 

労災保険法第３条第１項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、そ

の事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係（以下「保険関係」という。）が成立する。 

【法 4条】 

雇用保険法第５条第１項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、そ

の事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。 

 

□ 労災保険に係る労働保険の保険関係は、労災保険法の適用事業が開始された日の翌日に

成立する。 

（× H15災 ★）  

⇒「開始された日に成立する。」 

 

 

□ 労災保険の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき

労災保険に係る労働保険の保険関係（以下この問において「保険関係」という。）が成立

する。 

（○ H18災 ★） 
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□ 労災保険暫定任意適用事業の事業主については、労災保険の加入の申請をし、厚生労働

大臣の認可があった日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。この場合に

おいて、当該申請書には、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書

類を添付する必要はない。 

（○ H21 ★） 

POINT≫【暫定任意適用事業に係わる保険関係の成立】（徴収法附則 2条） 

 労災保険 雇用保険 

成立 事業主が加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に 

保険関係が成立する。 

申請要件 なし 使用労働者の 2分の 1以上の同意 

加入義務 使用労働者の過半数が 

加入を希望 

使用労働者の 2分に 1以上が 

加入を希望 

提出先 所轄労働基準監督署長経由 

所轄都道府県労働局長に提出 

所轄公共職業安定所長経由 

所轄都道府県労働局長に提出 

添付書類 なし 労働者の 2分の 1以上の同意証明 

 

 

 

 

□ 労災保険の適用事業又は雇用保険の適用事業に該当する事業については、当該事業に係

る事業主が、労働保険徴収法の規定に基づき、労災保険又は雇用保険に係る労働保険の

保険関係の成立を政府に届け出ることにより、労災保険又は雇用保険に係る労働保険の

保険関係が成立する。 

（× H19雇 ★） 

⇒「その事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に法律

上当然に」 

解説≫ 

設問の場合、保険関係の成立に関しては、法律上当然に成立するので政府に対して届け出

は必要ありません。 

ただし、行政としては、保険関係成立日や事業の種類、事業主の氏名、名称、住所を把握す

る必要があるので、保険関係が成立した日から 10日以内に（翌日起算）「保険関係成立届」

を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出する必要があります。 
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□ 労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から 10日以内に

保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによ

って成立する。 

（× H25 ★） 

⇒「事業が開始された日に法律上当然に成立する。」 

解説≫ 

保険関係が成立したら、手続きとして、適用事業の事業主が、その事業が開始された日か

ら 10日以内に「保険関係成立届」を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提

出する必要があります。 

 

 

□ 名称、所在地等変更届は、労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が、その氏

名又は名称及び住所等の事項に変更があった場合に、その変更が生じた日の当日から起

算して 10 日以内に所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければ

ならない。 

（× H25 ★） 

⇒「その変更が生じた日の翌日から起算して 10日以内」 

POINT≫【届出】 

届出書類 期限 提出先 

「保険関係成立届」 保険関係が成立した日から

10日以内（翌日起算） 

所轄労働基準監督署長又は

所轄公共職業安定所長 

「名称・所在地等変更届」 変更が生じた日の翌日から

起算して 10日以内 

 

 

 

 

□ 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その使用する労働者が徴収法附則第 2条第 1項

の規定による保険関係の成立を希望したことを理由として、当該労働者に対して解雇そ

の他不利益な取扱いをしてはならず、これに違反した事業主は、6 か月以下の懲役又は

30万円以下の罰金に処するものとされる。 

（○ H16雇 ★） 
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□ 労働保険徴収法では、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労

働者の 2分の 1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしな

ければならないとされており、この規定に違反した事業主に対する罰則が定められてい

る。 

（○ H21災 ★） 

 

 

□ 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算して 15日以内

に、所定の事項を政府に届け出なければならない。 

（× H15災 ★） 

⇒「その成立した日（の翌日）から起算して 10日以内に」 

解説≫ 

条文では、「保険関係成立届」は、保険関係が成立した日から 10日以内ですが、起算は翌日

起算になります。 

 

 

□ 労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から 10日以内に、所定

の事項を政府に届け出なければならない。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から 20日以内に、保険

関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならな

い。 

（× H20雇 ★） 

⇒「その成立した日から 10日以内に」 

 

 

□ 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算して 10

日以内に、労働保険徴収法施行規則第 1条第 1 項に定める区分に従い、保険関係成立届

を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 

（○ H21災 ★） 

解説≫ 

条文では、「保険関係が成立した日から 10日以内」とありますが、内容的には「保険関係が

成立した日の翌日から起算して 10日以内」と同じ扱いになります。 
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□ 労働保険の保険関係成立届は、一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委

託する事業の場合には、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 

（× H23 ★） 

⇒「所轄公共職業安定所長」 

POINT≫【事務の所轄】 

●労働基準監督署長 

・一元適用事業であって、労働保険事務組合に事務処理を委託していない事業 

・二元適用事業で労災保険に係る保険関係が成立している事業 

 

●公共職業安定所長 

・一元適用事業であって、労働保険事務組合に事務処理を委託している事業 

・一元適用事業であって、労働保険事務組合に事務処理を委託していない事業のうち雇用保

険に係る保険関係のみ成立している事業 

・二元適用事業で雇用保険に係る保険関係が成立している事業 

 

 

□ 労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、保険関係の成立の届出に係る事項

のうち所定の事項に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して 10日以内

に、その旨を政府に届け出なければならない。 

（○ H15災 ★） 

 

 

□ 労災保険に係る労働保険の保険関係は、当該保険関係が成立している事業が廃止され、

又は終了した日に消滅する。 

（× H15災 ★） 

⇒「事業が廃止され又は終了した日の翌日に消滅する。」 

 

 

□ 労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した日の翌日から起算して 15

日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。 

（× H15災 ★） 

⇒「保険関係消滅の届出は不要である。」 
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□ 労働保険の保険関係が成立している事業にあって、事業の名称に変更があったときは、

その事業主は、当該変更の生じた日の翌日から起算して 10日以内に所定の届出書を政府

に提出しなければならない。 

（○ H16雇 ★） 

 

 

□ 労災保険の保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業に

ついての保険関係は、その翌日に消滅する。 

（○ H18災 ★） 

 

 

□ 労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少により労災保

険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、 その翌日に、その事業につき労災保険

の加入につき厚生労働大臣の認可があったものとみなされる。 

（○ H18災 ★） 

 

 

□ 労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少により労災

保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、遅滞なく、任意加入申請書を所轄

都道府県労働局長に提出し、その認可を受けなければならない。 

（× H23雇 ★） 

⇒「その翌日に任意加入の申請の認可があったものとみなされる。」 

 

 

□ 厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後 1 年を経過していな

い労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請を行うことができ

ない。 

（○ H21災 ★） 

POINT≫【労災保険に係る保険関係消滅要件】（暫定任意適用事業） 

①労働者の過半数の同意を得ること。 

②保険関係が成立した後 1年を経過していること（設問の場合） 

③特別保険料が徴収される場合には、特別保険料の徴収期間を経過していること。 
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□ 労災保険の保険給付の特例が行なわれることとなった労働者を使用する労災保険暫定任

意適用事業の事業主は、当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定

の期間を経過するまでの間は、労働者の過半数の同意を得たときであっても、当該事業

の労災保険に係る保険関係の消滅の申請をすることができない。 

（○ H23災 ★） 

 

 

□ 労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保

険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業について

の当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、当該事業に使用され

る労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。

（○ H21災 ★） 

 

 

□ 雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保

険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業について

の当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、その事業に使用され

る労働者の 2分の 1以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要

がある。 

（× H21災 ★） 

⇒「労働者の 4分の 3以上の同意」 

 

 

□ 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させようとする

場合、当該事業の保険関係が成立した後 1 年を経過していることに加え、当該事業の労

働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請をして所轄都道府県労働局長の可

を受けた上で、当該事業に係る保険関係を消滅させることができる。 

（× H23災 ★） 

⇒「当該事業の保険関係が成立した後 1年を経過していることに加え」を削除。 

⇒「労働者の 4分の 3以上の同意」 
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□ 労災保険に係る労働保険の保険関係が成立しているすベての事業の事業主は、労災保険

関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。 

（× H19災 ★） 

⇒「建設の事業の事業主は」 

 

 

□ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業の事業主は、労災保険関

係成立票を見易い場所に掲げなければならない。 

（○ H21災 ★） 
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【法 7条 則 6条】有期事業の一括 

 

POINT≫【有期事業一括の要件】・・・2以上の事業が下記の要件に該当する場合、徴収法の

規定の適用に関しては、その全部を一の事業とみなす。 

①事業主が同一人であること。  

② それぞれの事業が建設の事業または立木の伐採の事業であること。  

③ それぞれの事業の規模が、概算保険料に相当する額が、160万円未満であって、かつ、 

●建設の事業においては、請負金額が 1億 9,000万円未満、 

●立木の伐採の事業においては、素材の見込生産量が 1,000立方メートル未満であること。 

④それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。 

⑤それぞれの事業（機械装置の組立て又は据付け事業は除く。⇒全国どこでも可能）に係る

保険料納付の事務所が同一で、かつ、それぞれの事業が、その一括事務所の所在地を管轄す

る都道府県労働局の管轄区域、またはそれと隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われ

るものであること。 

 

 

□ 有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるものであり、事

業主からの申請、都道府県労働局長による承認は不要である。 

（○ H24災 ★） 

 

 

□ 二以上の事業が次の要件に該当する場合には、徴収法の適用については、その全部が一

の事業とみなされる。 

（× H15災 ★） 

(1)事業主が同一人であること。 

(2)それぞれの事業が，事業の期間が予定される事業であること。 

(3)それぞれの事業の規模が，厚生労働省令で定める規模以下であること。 

(4)それぞれの事業が，他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること。 

(5)いずれの事業も数次の請負によって行われるものでないこと。 

(6)その他厚生労働省令で定める要件に該当すること。 

⇒（5）を削除すれば正しい。 
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□ 二以上の有期事業が徴収法の適用について一の事業とみなされる場合には、労働保険料

の申告・納付に関しては継続事業として扱われる。 

（○ H16災 ★） 

 

 

□ 事業主が同一人である二以上の有期事業について、それぞれの事業の規模が厚生労働省

令で定める規模以下であり、それぞれの事業が他のいずれかの事業の全部又は一部と同

時に行われ、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、徴収法の適用につ

いては、それらの事業の全部が一の事業とみなされる。 

（○ H17災 ★） 

 

 

□ 事業主が同一人である二以上の有期事業がそれぞれ他のいずれかの有期事業の全部又は

一部と同時に行われ、かつ、それぞれの事業が厚生労働省令で定める要件に該当する場

合には、徴収法の適用については、その全部が一の事業とみなされる。 

（○ H18災 ★） 

 

 

□ 労働保険徴収法第 7 条（有期事業の一括）の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の

規模は、素材の見込生産量が 1,000 立方メートル未満で、かつ、概算保険料の額に相当

する額が 160万円未満のものである。 

（○ H21災 ★） 

 

 

□ 労働保険徴収法第 7条（有期事業の一括）の規定の要件に該当する建設の事業の規模は、

請負金額（一定の場合には、所定の計算方法による。）が 1億 9千万円未満で、かつ、概

算保険料の額に相当する額が 160万円未満のものである。 

（○ H21災 ★） 

 

 

□ 有期事業の一括の要件としては、それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の

事務所で取り扱われることが必要であるとされているが、当該事業の施工に当たるもの

の、労働保険料の申告及び納付事務を行う事務能力を有しない事務所については、当該

事務所を統括管理する事務所のうち、当該事業に係る労働保険料の申告及び納付事務を

実際に行う直近上位の事務所を一括事務所として取り扱うこととされている。 

（○ H23災 ★） 
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□ 有期事業の一括の要件としては、機械装置の組立て又は据付けの事業にあっては、それ

ぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局又はこれと隣接する都道

府県労働局の管轄区域（厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。）内

で行われることが必要である。 

（× H23災 ★） 

⇒「機械装置の組立て又は据付けの事業以外の事業にあっては」 

解説≫ 

●機械装置の組立て又は据付けの事業以外の事業 

⇒それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局又はこれと隣接する都

道府県労働局の管轄区域（厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。）内

で行われることが必要 

●機械装置の組立て又は据付けの事業の事業 

⇒地域的制限なし（全国どこでも可能） 

 

 

□ 有期事業の一括とされた建設の事業について、一括されている一の事業について事業開

始後の規模の変更等により労働保険徴収法施行規則第 6 条の有期事業の一括の要件に該

当しなくなった場合でも、有期事業の一括の対象とならない独立の有期事業として取り

扱われない。 

（○ H23災 ★★） 

解説≫ 

一括された個々の事業が、事業規模の変更等により一括の要件に該当しなくなった場合で

も、独立の有期事業として取り扱わないということです。 

つまり、当初のままです。（あらためてその事業を一括から除外する必要はありません。） 
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□ 一括される有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始

の日から 10日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければな

らない。 

（× H17災 ★） 

⇒「その開始の日の属する月の翌月 10日までに」 

POINT≫【一括有期事業に係る届出】 

●一括有期事業を開始したとき 

⇒保険関係が成立した日から 10日以内（翌日起算）に 

「保険関係成立届」を提出（通常と同様） 

 

●一括の対象となるそれぞれの事業を開始したとき（現場の工事が開始されたとき） 

⇒開始の日の属する月の翌月 10日までに 

「一括有期事業開始届」を所轄労働基準監督署長に提出 

 

●事業報告として 

⇒「一括有期事業報告書」を 

次の保険年度の 6月 1日から起算して 40日以内又は 

保険関係が消滅した日から 50日以内に 

所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出 

 

 

□ 一括有期事業開始届は、一括有期事業についての事業主がそれぞれの事業を開始した場

合に、その開始の日の属する月の末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければ

ならない。 

（× H25 ★） 

⇒「それぞれの事業を開始した日の属する月の翌月 10日までに」 

 

 

□ 労働保険徴収法第 7 条の規定により一の事業とみなされる有期事業についての事業主は、

それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月末日までに、一括有

期事業開始届を提出しなければならない。 

（× H20雇 ★） 

⇒「翌月 10日までに」 
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□ 一括有期事業報告書は、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそ

れぞれの一括された事業の明細を報告するものであり、確定保険料申告書の提出に加え、

所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。 

（○ H23雇 ★） 
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【法 8条 1項】請負事業の一括 

 

□ 建設の事業及び立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の規

定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみが当該事業の事業主

となる。 

（× H16災 ★）  

⇒「及び立木の伐採の事業」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によっ

て行われる場合です。 

設問のように「立木の伐採」は含まれません。 

「請負事業の一括」とくれば 

建設の事業、数次の請負、というキーワードが出てきます。 

 

 

□ 建設の事業、立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって

行われる場合には、徴収法の適用については、その事業は一の事業とみなされ、元請負

人のみが当該事業の事業主とみなされる。 

（× H18災 ★） 

⇒「立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業」を削除すれば正しい。 

 

 

□ 建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適

用については、それらの事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主

となる。 

（× H18災 ★） 

⇒「又は立木の伐採の事業」を削除すれば正しい。 
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□ 船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、そ

れらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。 

（× H17災 ★） 

⇒「建設の事業」 

解説≫ 

 数次の請負とくれば、請負事業の一括の話になります。請負事業の一括とくれば、建設の

事業のことになります。 

立木の伐採や船舶等々は含まれません。 

 

 

□ 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保

険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の申出があったときは、

その事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一の事業の事業主となる。 

（× H18災 ★） 

⇒「法律上当然に一つの事業とみなされる。また」 

 

 

□ 労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行なわれる場合に

は、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。この

場合において、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみをその事業の事業主

とするのではなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。 

（○ H21災 ★） 

POINT≫【労災保険、雇用保険の保険関係】 

●労災保険の保険関係 

⇒法律上 l当然に一括 

●雇用保険の保険関係 

⇒一括されない。それぞれの事業毎に適用される。 
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【法 8条の 2】下請負事業の分離 

 

□ 労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、

その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合

において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して、当該下

請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働

局長の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人が元請負人

とみなされる。 

（○ H21災 ★） 

POINT≫【下請負事業の分離】 

●分離の対象となる規模 

「概算保険料に相当する額が 160万円以上」 又は  

「請負金額が 1億 9000万円以上」 

●手続 

認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、 

保険関係が成立した日の翌日から起算して 10日以内に 

「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出 

 

 

□ 数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの事業は一

の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則であるが、下請

負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなして下請負人のみを当該

事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けたときは、元請負人の諾否

にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業については、当該下請負人のみが事業主

とされる。 

（× H18災 ★） 

⇒「元請負人及び下請負人が共同で申請し」 

解説≫ 

元請負人と下請負人が共同で申請をします。一方だけで申請をすることはできません。 
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□ 数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事

業主とされる場合においても、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣が適当と認めたと

きは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負に係る事業については、当該下請負人

が元請負人とみなされる。 

（× H17災 ★） 

⇒「元請負人及び下請負人が共同で申請し」 

⇒「元請負人の諾否にかかわらず」は削除 

解説≫ 

元請負人と下請負人が共同で申請するので、元請負人の諾否ということはあり得ません。 

 

 

□ 労働保険徴収法第 8条第 2項の規定に基づき、下請負人をその請負事業の事業主とする

認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、やむを得ない理由がない限り、保険関

係が成立した日の翌日から起算して 30日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を

所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 

（× H20雇 ★） 

⇒「10日以内に」 

解説≫ 

天災、不可抗力等の客観的な理由や下請負契約が成立しないような場合には、やむを得な

い理由ということで、10日経過後でも申請書を提出することは可能です。 
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【法 9条】継続事業の一括 

 

□ 事業主が同一人である二以上の継続事業について成立している保険関係を一の保険関係

に一括するのに必要な要件は、すべての事業が一元適用事業であって労災保険及び雇用

保険に係る保険関係が成立しており、かつ、 労災保険率が同一であることである。 

（× H16災 ★） 

⇒「例えば」 

⇒「労災保険率表における事業の種類が同一であることである。」 

POINT≫【継続事業の一括の要件】 

①それぞれの事業が、下記の一のみに該当すること 

・二元適用事業であって労災保険に係る保険関係が成立している事業 

・二元適用事業であって雇用保険に係る保険関係が成立している事業 

・一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの 

②それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること 

（＝ 労災保険率表における事業の種類が同じ） 

 

 

□ 事業主が同一人である二以上の継続事業については、一の都道府県内において行われる

ものに限り、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は

一部を一の保険関係とすることにつき都道府県労働局長の認可を受けたときは、徴収法

の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用される労働者は、これらの事業

のうち都道府県労働局長が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、

また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。 

（× H17災 ★） 

⇒「一の都道府県内において行われるものに限り」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

継続事業の一括に関しては、地域的な制限や事業の規模という要件はありません。 
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□ 継続事業と有期事業を含む二以上の事業の事業主が同一人であり、かつ、厚生労働省令

で定める規模以下の有期事業がいずれかの継続事業の全部又は一部と同時に行われる場

合において、事業主が当該有期事業の保険関係を当該継続事業の保険関係と一の保険関

係とすることについて申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、当該認可に係る

事業に使用されるすべての労働者は、厚生労働大臣の指定する一の継続事業に使用され

るものとみなされる。 

（× H18災 ★） 

⇒設問のような規定はないため誤り。 

解説≫ 

少し読みにくい設問ですが、論点としては、「継続事業の保険関係と有期事業の保険関係

の一括が可能かどうか」という一点だけです。 

当然、継続事業の保険関係と有期事業の保険関係は一括できません。 

設問では、一括が可能ということを前提に問題文を作成していますが、惑わされてはいけま

せん。 

「継続事業の保険関係と有期事業の保険関係は一括できない。」という論点だけを押さえて、

2回目以降読む必要はありません。 

 

 

□ 継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を指定事業とし

て指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければなら

ない。 

（○ H21雇 ★） 

 

 

□ 継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の種類を同じくすることが

その要件とされているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合

は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。 

（× H21雇 ★） 

⇒「同じくする必要がある。」 
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□ 継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定事業の名称又は当該事業

の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届

を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 

（× H23雇 ★） 

⇒「名称、所在地等変更届」 

POINT≫【継続事業の一括に係る届出書】 

内容 届書 提出期限 提出先 

継続事業の申請 「継続事業一括申請書」 規定なし 指定を受けることを希

望する事業に係る所轄

都道府県労働局長 

被一括事業の名称 

所在地の変更 

「継続被一括事業 

名称・所在地変更届」 

遅滞なく 指定事業に係る所轄 

都道府県労働局長 

指定事業の 

所在地等の変更 

「名称、所在地等 

変更届」 

変更の翌日から

起算して 10日以

内 

所轄労働基準監督署長 

又は 

所轄公共職業安定所長 

解説≫ 

指定事業以外の事業（一括される事業＝被一括事業）の情報を 

「被一括事業名称・所在地変更届」により、指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出す

るという流れになります。 

 

 

□ 継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関

する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管

轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。 

（× H21雇 ★） 

⇒「各事業場ごとに行わなければならない。」 

 

 

□ 継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用されるすべての労働者

が指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。

この場合、保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続は

すべて終了する。 

（× H21雇 ★） 

⇒「確定保険料申告書」 
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□ 継続事業の一括の申請は、一元適用事業の場合は、それぞれの保険に係る保険関係ごと

に個別に所轄都道府県労働局長に対して行わなければならない。 

（× H23雇 ★） 

⇒「保険関係の全部又は一部の一括に係る指定を受けることを希望する事業（指定事業）が、

所轄都道府県労働局長に対して行う。」 
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【法 11条 1項】一般保険料他 

 

□ 労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを

問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの（通貨以外のもので支払われる

ものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。）であり、労働基準法第 26

条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第 20条に定めるいわゆる解雇予告手当は

賃金に含まれない。 

（○ H24災 ★） 

POINT≫【賃金となるものならないもの】 

賃金に該当 賃金に該当しない 

●休業手当（労働基準法 26条） 

●育児や介護休業中の賃金 

●臨時に支払われる賃金 

●3か月を超える期間ごとに支払われる賃金 

●通勤手当 

●食事、被服、住居の利益等通貨以外のもの 

●休業補償（労働基準法） 

●傷病手当金（健康保険法） 

●解雇予告手当 

●退職金、祝い金、見舞金 

（労働協約等により支払いが義務づけら

れていても賃金に不該当） 

 

 

 

 

□ 退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものについては、一

般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しない。 

（○ H24災 ★） 

 

 

□ 平成 24年 3月 20日締切り、翌月 5日支払の月額賃金は、平成 23年度保険料の算定基礎

額となる賃金総額に含まれる。 

（○ H24雇 ★★） 

解説≫ 

まず、保険年度は 4月 1日から翌年の 3月 31日まで。 

設問では、平成 24年 3月 20日締切り、翌 4月 5日払いの給与を平成 23年度（平成 23年 4

月 1日～平成 24年 3月 31日）の保険料の賃金総額に含めるかどうかというのが論点です。 

要するに、保険年度をまたぐ場合の処理の仕方です。 

結論は、「実際には支払ってはいないが、給料のように支払いが確定しているものは含める。」

ということで正しい論点になります。 
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□ 労働保険徴収法第 39条第 1項に規定する事業以外の事業であっても、雇用保険法の適用

を受けない者を使用する事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用

保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定する。 

（○ H24雇 ★★） 

解説≫ 

労働保険徴収法第 39条第 1項とは、 

「都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を

労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法

律を適用する。」とあります。 

都道府県及び市町村とくれば、二元適用事業の話になりますが、受験生の中で、設問の冒

頭の条文名だけで二元適用の話と把握された方はまずいないと思います。 

つまり、冒頭の条文名をいくら眺めても解答のヒントは出てきません。 

このような場合は、「結」を確認。 

「別個の事業とみなして～」とあり、さらにその前には「労災保険に係る保険関係及び雇用

保険に係る保険関係ごとに」とくれば、二元適用事業を論点としています。 

つまり、設問は、「都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業」以外

の事業、つまり、港湾運送や農林、水産、建設等の事業も一般保険料の額を別個に算定する

二元適用事業ということが設問の論点になります。 

 

 

□ 一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべて

の労働者に支払う賃金の総額をいうが、労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療

養のため休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律に定める育児休業又は介護休業をした期間について支払われた賃金は、賃

金総額から除かれる。 

（× H16災 ★） 

⇒「賃金から除かれることはない。」 

 

 

□ 一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労

働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支われる賃金であって厚生労働省

令で定めるもの及び臨時に支払われる賃金は除外される。 

（× H17災 ★★） 

⇒「除外されない。」 
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□ 労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被

服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるも

のも含むものとされている。 

（○ H19雇 ★） 

 

 

□ 労働保険徴収法には、労働保険の事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料

（労働保険料）の種類として、一般保険料、特別加入保険料、船員特別保険料、印紙保

険料及び特例納付保険料が規定されている。 

（× H19雇 ★） 

⇒「船員特別保険料」を削除すれば正しい。 

POINT≫【労働保険料の種類】 

保険料の種類 内容 

一般保険料 原則）事業主が使用する労働者に支払う賃金総額を算定の基礎とす

る保険料 

例外）賃金総額の特例（頻出問題） 

第 1種特別保険料 中小事業主等の特別加入者についての保険料 

第 2種特別保険料 一人親方等、自営業者等の特別加入者についての保険料 

第 3種特別保険料 海外に派遣される者（特別加入者）についての保険料 

印紙保険料 日雇労働被保険者に就いて一般保険料に上乗せして徴収する保険料 

特例納付保険料 特例対象者（遡及適用期間が延長される者）に係る保険料 

 

 

 

 

□ 労働保険徴収法第 10条によれば、政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保

険料を徴収するとされ、当該保険料とは、一般保険料、第 1種特別加入保険料、第 2種

特別加入保険料、第 3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料である。 

（○ H20雇 ★） 
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□ 一般保険料の額は、原則として、賃金総額に保険料率を乗じて得た額であるが、労災保

険に係る保険関係が成立している数次の請負による事業であって賃金総額を正確に算定

することが困難なものについては、請負金額に、事業の種類に応じ厚生労働省令で定め

る率(労務費率)を乗じて得た額が賃金総額とされる。 

（× H16災 ★） 

⇒「請負による建設の事業」 

POINT≫【賃金総額の特例】 

事業の種類 賃金総額 

①請負による建設の事業 請負金額×労務費率 

②立木の伐採の事業 所轄都道府県労働局長が定める素材 1 立方メート

ルを生産するために必要な労務費の額×生産する

すべての素材の材積 

③林業の事業（②の事業を除く。） 「厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額×

それぞれの労働者の使用期間の総日数」の合算額 ④水産動植物の採補又は養殖の事業 

 

解説≫ 

①「数次の請負」という表現は、請負事業の一括で使用されます。それ以外で使用されてい

れば、チェックが必要です。 

②賃金総額の特例の要件として、「賃金総額を正確に算定することが困難」が必ず付いて回

ります。 

 

 

□ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設の事業であって、賃

金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金

額（一定の場合には、所定の計算方法による。）に労務費率を乗じて得た額を賃金総額と

する。 

（○ H21災 ★） 

 

 

□ 請負による建設の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、

その事業の種類に従い、請負金額に所定の労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。

（○ H17災 ★） 
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□ 立木の伐採の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所

轄都道府県労働局長が定める素材 1 立方メートルの生産に必要な労務費の額に、生産す

るすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。 

（○ H17災 ★） 

 

 

□ 水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なも

のの一般保険料の額は、その事業の種類に従い、漁業生産額に労働保険徴収法施行規則

別表第2に掲げる率を乗じて得た額に労働保険徴収法第 12条の規定による一般保険料に

係る保険料率を乗じて得た額である。 

（× H21雇 ★） 

⇒「厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数

を乗じて得た額の合算額を賃金総額とし、これに一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額

である。」 

 

 

□ 林業の事業（立木の伐採の事業を除く。）又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であ

って賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき

労働基準法に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者

の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。 

（○ H17災 ★） 

 

 

□ 賃金総額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額が一般保険料の算定

の基礎となる。 

（○ H17災 ★） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



労働保険料徴収法 2014 

 

みんなの社労士合格塾 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 

 

□ 雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、保険年度の 4 月

1日において 65歳以上である労働者をいう。 

（× H21雇 ★） 

⇒「64歳以上」 

POINT≫【免除対象高年齢労働者】 

下記に該当する場合には、一般保険料の額のうち雇用保険率に係る保険料額が免除 

●保険年度の初日（4月 1日）において 64歳以上の者 

●短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者であること 

（その他） 

・事業主分と被保険者負担分が免除 

 

解説≫ 

64 歳以上の者は、高年齢継続被保険者（被保険者であって、同一の事業主の適用事業に

65歳に達した日の前日から引き続き 65歳に達した日以降の日において雇用されている者）

として、高年齢求職者給付金を受給するケースもあります。 

高年齢求職者給付金に関しては、一時金で給付も 30日分もしくは 50日分と一般被保険者

に比べるとかなり給付が減ってしまいます。 

そういうところを見越して、保険年度の初日に 64歳以上の被保険者の雇用保険料が免除さ

れていると理解してください。 

 

 

□ 労働保険徴収法第 11条の 2によれば、政府は、事業主がその事業に保険年度の初日にお

いて 64 歳以上の高年齢労働者を使用する場合には、その事業に係る一般保険料の額を、

一般保険料の額から事業主がその事業に使用する短期雇用特例被保険者及び日雇労働被

保険者以外の高年齢労働者に支払う賃金の総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない

額を減じた額とすることができる。 

（○ H20雇 ★） 

 

 

□ 雇用保険の免除対象高年齢労働者に係る一般保険料の免除においては、当該一般保険料

の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額については、被保険者の負担のみが免除され、

事業主の負担は免除されない。 

（× H22雇 ★） 

⇒「被保険者の負担部分及び事業主負担部分のいずれも免除される。」 
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□ 労災保険率を決定する際の事業の種類に関し、労働者派遣事業における事業の種類は、

派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき決定され、必ずしも「その他の各種事業」に

なるものではない。 

（○ H24災 ★★） 
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□ 労災保険率等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後

記 Aから Eまでのうちどれか。 

（D H24災 ★★） 

(ア)労災保険率は、労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており、そ

の最高は、1000分の 100を超えている。（×） 

⇒「1000分の 100を超えていない。」 

解説≫ 

労災保険率の最高は、1000分の 89（水力発電施設、ずい道等新設事業）のため誤りになり

ます。 

 

 

(イ)継続事業（一括有期事業を含む。）に係るいわゆるメリット制の適用を受けることがで

きる事業は、連続する 3保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当

する事業であることが必要である。 

①100人以上の労働者を使用する事業 

②20人以上 100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの 

③規模が、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が 40

万円以上であるもの（○） 

 

 

(ウ)継続事業（一括有期事業を含む。）に係るいわゆるメリット制は、連続する 3 保険年度

中の各保険年度においてその適用を受けることができる事業であって、当該連続する 3保険

年度中の最後の保険年度の 3月 31日において労災保険に係る保険関係の成立後 3年以上経

過したものについて、その連続する 3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎

として運用される。（○） 

 

 

(エ)労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の

過去 3 年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用

の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働

大臣が定める。（○） 
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(オ)いわゆるメリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間

従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る

保険給付の額は含まれないものであり、この厚生労働省令で定める疾病にかかった者には、

鉱業の事業における著しい騒音を発生する場所における業務による難聴等の耳の疾患（いわ

ゆる騒音性難聴）にかかった者が含まれる。（×） 

⇒「建設の事業」 

 

(A)（アとウ） (B)（イとウ） (C)（エとオ） (D)（アとオ） (E)（イとオ） 

解説≫ 

まず、（ア）の労災保険率の最高と最低は重要事項なので、覚えていれば簡単に選択可能で

す。 

（ア）は×という前提であれば、 

(A)（アとウ）と(D)（アとオ）が残るので、ウとオの検証が必要ですが、 

（オ）の鉱業の事業が誤りと気が付くのは相当難しかと思います。 

 

 

□ 労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来

にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければなら

ないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去 3 年間の業務災害及び通

勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業の種類及び内容を考慮して定められる。 

（× H16災 ★） 

⇒「二次健康診断等給付に要した費用の額」、「その他の事情」を加えたら正しい。 

 

 

□ 労災保険率は、政令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに定

められるが、最も高い労災保険率が最も低い労災保険率の 25倍を超えないような枠組み

が定められている。 

（× H16災 ★） 

⇒設問のような規定はないため誤り。 
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□ 事業主が同一人である場合には、業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれて独立し

た運営が行われていても、常時使用される労働者の数が最も多い部門の業種に応ずる労

災保険率が適用される。 

（× H18災 ★） 

⇒「それぞれの部門ごとに、その事業の種類ごとに定められた労災保険率が適用される。」 

 

 

□ 労働保険徴収法第 12条第 4項によれば、植物の栽培の事業の雇用保険率は、動物の飼育

の事業の雇用保険率と同じである。 

（○ H20雇 ★） 

POINT≫【雇用保険率】 

事業の種類 一般の事業 農林水産の事業 

清酒製造の事業 

建設の事業 

保険料率 1,000分の 13.5 1,000分の 15.5 1,000分の 16.5 

解説≫ 

農林水産の事業うち下記は一般の事業と同じく 1,000分の 13.5になります。 

・牛馬育成、酪農、養鶏、養豚の滋養 

・園芸サービスの事業 

・内水面養殖の事業 

・船員が雇用される事業 

 

 

□ 労働保険徴収法第 12条第 4項によれば、物品の販売の事業の雇用保険率は、鉱業の事業

の雇用保険率と同じである。 

（○ H20雇 ★） 

 

 

□ 労働保険徴収法第 12条第 4項によれば、土木の事業の雇用保険率は、清酒の製造の事業

の雇用保険率と同じである。 

（× H20雇 ★） 

⇒「異なる。」 

 

 

 

 

 



労働保険料徴収法 2014 

 

みんなの社労士合格塾 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 

 

□ 個人事業主が労災保険法第 34条第 1項の規定に基づき、中小事業主等の特別加入の承認

を受けた場合、当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の第 1 種特別加入保険料の

額の算定の仕方について、正しいものは次のうちどれか。なお、事業の種類等は次のと

おりである。 

（Eが正しい。 H24災 ★） 

・事業の種類 飲食店 

・当該事業に係る労災保険率 1000分の 4 

・中小事業主等の特別加入申請に係る承認日 平成 23年 12月 15日 

・給付基礎日額 8千円 

・特別加入保険料算定基礎額 292万円 

(A) 8千円 × 107日 × 1000分の 4  

(B) 8千円 × 108日 × 1000分の 4  

(C) 292万円 × 12分の 1 × 3か月 × 1000分の 4  

(D) 292万円 × 12分の 1 × 3.5か月 × 1000分の 4  

(E) 292万円 × 12分の 1 × 4か月 × 1000分の 4 

解説≫ 

・8,000円×365日＝2,920,000円 

・途中加入（平成 23年 12月 15日）なので、保険年度末の平成 24年 3月 31日までの月数

は、4か月 

・292万円×1/12×4×1,000分の 4という計算式になります。 

●加入期間の月数に関して、1月未満の場合は 1月としてカウントします。 
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□ 継続事業の場合で、保険年度の中途に中小事業主等の特別加入の承認があった場合の第

1 種特別加入保険料の額は、当該特別加入者の給付基礎日額に当該特別加入者が当該保

険年度中に特別加入者とされた期間の日数を乗じて得た額の総額に、第 1 種特別加入保

険料率を乗じて得た額とされている。 

（× H22災 ★） 

⇒「月数」 

解説≫ 

保険年度又は事業期間の途中で特別加入したり、脱退した場合は、月割で計算されます。 

 

原則）特別加入保険料の額 

＝保険料算定基礎額（給付基礎日額×365）×特別加入保険料率 

例外） 

保険料算定基礎額＝（給付基礎日額×365）/12×加入期間の月数 

 

例えば、中小企業の社長が特別加入した場合の特別加入保険料は 

・事業はその他の各種事業で労災保険率「1000分の 3」 

・10月 10日から途中加入した場合 

・給付基礎日額 10,000円 

10,000円×365/12＝304,167円 

・（端数処理・・・1円未満の端数は、1円に切上げ） 

304,167円×6月＝1,825,002円 

・（端数処理・・・保険料算定基礎額の 1,000円未満は切捨） 

1,825,000円×3/1,000＝3,475円 

10月 10日から翌年の 3月 31まで事例の社長さんの特別加入保険料は 3,475円になります。 
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□ 中小事業主等の特別加入の承認を受けた事業主は、その使用するすべての労働者に係る

賃金総額及び労働者を除く当該事業主の事業に従事する者に係る報酬額の見込額に一般

保険料率を乗じて算定した一般保険料を納付したときは、当該特別加入に係る第 1 種特

別加入保険料を納付する必要はない。 

（× H22災 ★） 

⇒設問のような規定はないため誤り。 

解説≫ 

読みにくい設問です。そもそも問題作成者が、規定にないものを作っているので読みにく

いのは当然です。 

読みにくい場合は、「起結」の「結」から確認していきます。 

「当該特別加入に係る第 1種特別加入保険料を納付する必要はない。」とあります。 

少し学習が進んだ方であれば、「第 1種特別加入保険料が免除される？」という箇所で引っ

かかると思います。 

もし、このような規定があるとしても、少なくともここ 10年の過去問に出題されてもおか

しくない論点ですし、内容的には重要な論点になるはずです。 

本試験の中でも、馴染まない論点や聞いたことがない論点に関しては、疑って掛かる必要が

あります。 

 

 

□ 第 1 種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業についての

労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等を考慮して厚生労働大臣の定め

る率を減じたものとされている。 

（× H15災 ★） 

⇒「労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去 3年間の二次健康診断等給付に要した費

用の額」 
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□ 第 1種特別加入保険料率は、労災保険法第 33条第 1号及び第 2号の中小事業主等が行う

事業についての労災保険率から、通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定め

る率を減じた率である。 

（× H15災 ★） 

⇒「労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去 3年間の二次健康診断等給付に要した費

用の額」 

POINT≫【特別加入保険料率の考慮事項】 

●第 1種特別加入保険料率 

（考慮事項） 

⇒該当事業の労災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の 

過去 3 年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して、厚生労働大臣の定める率

（現在は「０」）を減じた率 

（料率） 

⇒中小事業主等の事業に係る保険料率と同一の率 

 

●第 2種特別加入保険料率 

（考慮事項）  

⇒同種又は類似の事業・作業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率（通勤災害が規

定されていない者は、業務災害に係る災害率）、社会復帰促進事業として行う事業の種類及

び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率 

（料率） 

⇒事業等の種類に応じて、1000分の 52～1000分の 3 

 

●第 3種特別加入保険料率 

（考慮事項） 

⇒同種又は類似の国内の事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進

事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率 

（料率） 

⇒業種を問わず 1000分の４ 

 

 

□ 海外派遣者の特別加入の承認により、保険給付を受けることができる海外派遣者が複数

いる場合（年度途中で承認内容に変更がある場合を除く。）の第 3種特別加入保険料の額

は、当該特別加入者各人の特別加入に係る保険料算定基礎額の合計額に、第 3 種特別加

入保険料率を乗じて得た額とされている。 

（○ H22災 ★） 
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□ 第 2種特別加入保険料率は、労災保険法第 33条第 3号及び第 4号の一人親方等の行う事

業と同種若しくは類似の事業又は同条第 5 号の特定作業者の従事する作業と同種若しく

は類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率（一定の者に関

しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業につ

いての業務災害に係る災害率）、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その

他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。 

（○ H15災 ★） 

解説≫ 

読むずらい設問です。読みにくい場合には、条文名や（  ）を除いて確認していきます。 

 

第 2種特別加入保険料率は、労災保険法第 33条第 3号及び第 4号の一人親方等の行う事業

と同種若しくは類似の事業又は同条第 5 号の特定作業者の従事する作業と同種若しくは類

似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率（一定の者に関しては、

当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務

災害に係る災害率）、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考

慮して厚生労働大臣が定める。 

 

上記の設問に必要な箇所だけ四角で囲みを入れます。 

余計な箇所を削除すると 

 

「第 2種特別加入保険料率は、一人親方等の行う事業又は特定作業者を行う事業についての

業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容そ

の他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。」 

ということで正しい設問になります。 

 

条文名で正誤を問う問題は、ほとんどありません。（労災保険の業務上の疾病等で一部出題

はされていますが。） 

合わせて、上記の四角で囲んだ以外の箇所で正誤の論点を作成するのは、難しいと思います。 

四角で囲んだ箇所が重要な論点になるので、まずは、そこで正誤の判断をしてください。 
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□ 第 3種特別加入保険料率は、労災保険法第 33条第 6号及び第 7号の海外派遣者が従事す

る事業と同種又は類似の事業についての労災保険率と同じ率である。 

（× H15災 ★） 

⇒「一律に 1,000分の 4と定めれれている。」 

 

 

□ 第 2種特別加入保険料率及び第 3種特別加入保険料率は、それぞれ、第 2種特別加入者

及び第 3 種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に

照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるもので

なければならない。 

（○ H16災 ★） 
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【法 15条】概算保険料 

 

【法 15条 1項】継続事業に係る概算保険料の納付 

事業主は、保険年度ごとに、労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定

める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の６月１日から 40日以内に納付しなけ

ればならない。 

保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から

50日以内に納付しなければならない。 

 

解説≫ 

●6月 1日から 40日以内 

⇒7月 10日が申告・納期限 

●保険年度の中途に保険関係が成立 

⇒保険関係が成立した日から 50日以内（翌日起算） 

●保険年度の中途に特別加入に係る承認があった事業の特別加入保険料 

⇒承認があった日から 50日以内（翌日起算） 

 

 

□ 継続事業の概算保険料の申告・納付手続は、通常、保険年度ごとに、当該保険年度に使

用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての保険料率を乗じて

算定した労働保険料を、概算保険料申告書に添えて、その保険年度の初日から 20日以内

に納付することとなる。 

（× H18雇 ★） 

⇒「その保険年度の 6月 1日から 40日以内に納付することとする。」 

 

 

 

□ 事業主は、保険年度の中途に労働保険の保険関係が成立した継続事業についてはその保

険関係が成立した日から 20日以内に、それ以外の継続事業については保険年度ごとにそ

の保険年度の 6月 1日から 40日以内に、概算保険料を納付しなければならない。 

（× H22災 ★） 

⇒「50日以内に」 

解説≫ 

前半の論点が誤りになり、後半の論点は正解です。 
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□ 有期事業のうち、建設の事業及び立木の伐採の事業の事業主については、他の業種の有

期事業の事業主とは異なり、労働保険の保険関係が成立した日から 10日以内に、概算保

険料を納付しなければならない。  

（× H19災 ★） 

⇒「20日以内に」 

【法 15条 2項】有期事業の係る概算保険料の納付 

有期事業については、その事業主は、労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働

省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日から 20日以内に納付

しなければならない。 

 

解説≫ 

●保険関係が成立した日から 20日以内（翌日起算） 

●保険関係が成立した翌日以降に特別加入者に係る承認があった事業に係る特別加入保険

料 

⇒承認があった日から 20日以内（翌日起算） 

 

 

□ 有期事業の一括とされた事業においては、概算保険料の申告・納付の期限は、継続事業

（保険年度の中途に保険関係が成立した事業及び特別加入の承認があった事業を除く。）

と同様に、保険年度の 6月 1日を起算日として 40日以内とされている。 

（○ H23災 ★） 

解説≫ 

有期事業が一括された事業は、継続事業として扱われるので、継続事業と同じ流れの手続

きになります。 

 

 

□ 事業主は、労働保険料を日本銀行（本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同

じ。）に納付することができるが、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を日本銀行を

経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することはできない。 

（× H19災 ★） 

⇒「提出することはできる。」 
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【法 18条】概算保険料の延納 

 

【法 18条】 

政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第 15条

（概算保険料）、第 16条（増加概算保険料）及び 17条（概算保険料の追加徴収）の規定に

より納付すべき労働保険料を延納させることができる。 

 

□ 保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業にあっては、納付すべき概算保険料が 40

万円以上であっても、10 月 31 日までに最初の期分の納付ができなければ、概算保険料

の納付の延納は認められない。 

（× H16雇 ★） 

⇒「9月 30日までに保険関係が成立し、所定の要件を満たせば延納が認められる。」 

 

 

□ 労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係が保険年度

の当初に共に成立している継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が 40万円以上

のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているも

のについての事業主は、概算保険料の延納の申請をした場合には、その概算保険料を所

定の各期に分けて納付することができる。 

（○ H19災 ★） 

POINT≫【概算保険料の延納】 

継続事業 有期事業 

●概算保険料の額が 40万円以上 

（労災保険、雇用保険に係る保険関係のみ

成立している場合は 20万円以上） 

ただし、労働保険事務組合に労働保険事務

の処理を委託している場合には、保険料額

を問わない。 

 

●保険年度の途中で保険関係が成立した場

合 

⇒9月 30日までに保険関係が成立している

ことが延納の条件 

●概算保険料の額が 75万円以上 

 

 

ただし、労働保険事務組合に労働保険事務

の処理を委託している場合には、保険料額

を問わない。 

 

●事業の期間が 6月を超えていること 
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□ 所定の要件を満たす継続事業の事業主については、延納の申請をした場合には、第 1 期

から第 4期までの各期に分けて概算保険料を納付することができる。 

（× H19災 ★） 

⇒「第 1期から第 3期までの」 

POINT≫【概算保険料の延納】 

保険関係成立 延納回数 納期日 

前年度から引き続く事業 3回 1期：7月 10日 

2期：10月 31日 

3期：翌年 1月 31日 

4月 1日～5月 31日までに 

保険関係成立 

3回 1期：保険関係成立日の翌年から起算して 

50日以内 

2期：10月 31日 

3期：翌年 1月 31日 

6月 1日～9月 30日までに 

保険関係成立 

2回 1期：保険関係成立日の翌年から起算して 

50日以内 

2期：翌年 1月 31日 

10月 1日以後に 

保険関係が成立 

延納不可 保険関係成立日の翌年から起算して 50日以内 

 

 

●労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合の納期限は 

第 1期：労働保険事務組合に委託していない事業主と同じ 

第 2期：11月 14日 

第 3期：翌年 2月 14日 

 

 

□ 事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主は、概算保険料の申

告・納付につき、その額のいかんを問わず延納することができ、その場合における納期

限は、第 1期から第 3期までの各期において、事務組合に労働保険事務の処理を委託し

ていない事業主と比較して 14日遅く設定されている。 

（× H15雇 ★） 

⇒「第 2期から第 3期までの各期において」 
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□ 納付すべき概算保険料の額が 40万円以上であり、当該保険年度の 9月 30日までに保険

関係が成立している継続事業の事業主は、認定決定を受けたときは、認定決定された当

該概算保険料の額について、延納の申請をすることができない。 

（× H22災 ★） 

⇒「延納の申請をすることができる。」 

 

 

□ 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主が、概算保険

料の延納の申請をし、当該概算保険料を 3 期に分けて納付する場合には、各期分の概算

保険料の納期限は、最初の期分は 7月 14日、第 2の期分は 11月 14日、第 3の期分は翌

年 2月 14日となる。 

（× H22災 ★） 

⇒「最初の期分は 7月 10日」 

 

 

□ 保険関係が 7月 1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が 40万円以上

である継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立

の日から 11月 30日までの期間を最初の期とし、保険関係成立の日の翌日から起算して

20日以内に最初の期分の概算保険料を納付しなければならない。 

（× H22災 ★） 

⇒「保険関係成立の日の翌日から起算して 50日以内」 
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□ 6 月 1 日に労働保険に係る保険関係が成立した事業（当該事業に係る労働保険事務の処

理が労働保険事務組合に委託されているものを除く。）について、その納付すべき概算保

険料が 40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書の提出の際に、延納申請を

することにより、当該保険料を 10月 31日までと、翌年１月 31日までとの 2回に分割し

て納付することができる。 

（× H20災 ★） 

⇒「当該保険料を 7月 21日までと 

解説≫ 

設問の条件を確認していきます。 

・6月 1日に保険関係が成立 

・労働保険事務組合に保険関係を委託していない 

・概算保険料の額が 40万円以上 

・概算保険料申告書の提出の際に延納申請 

 

上記の場合で、6月 1日以降のため 2回に分けて延納は可能です。 

最初の期は、「保険関係が成立した日の翌日から 50 日以内」ということで、7 月 21 日まで

になります。 

第 2期は、設問通り翌年の 1月 31日になります。 

 

 

□ 納付すべき概算保険料の額が 40 万円以上である継続事業において、保険関係が 6 月 8

日に成立した場合は、その成立の日から 7月 31日までを最初の期として、当該納付すべ

き保険料の延納をすることができるが、2月 10日に成立した場合は、当該年度の概算保

険料は延納することができない。 

（× H18雇 ★★） 

⇒「11月 30日までを」 

解説≫ 

6月 8日に保険関係が成立しているので、保険関係成立日から、その日が属する期（4月

1日～7月 31日）の末日までの期間が 2月以内なので、最初の期は、次の期（8月 1日から

11月 30日）と合わせて、11月 30日までを最初の期として延納します。 
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【則 28条】有期事業の延納 

 

□ 工事の全期間が 1年間である有期事業に係る保険関係が 6月 8日に成立した場合で延納

の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が 6月28日までであり、以後、

12 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期分が翌年 1 月 31 日まで、その次の期分は 3 月 31

日までとなる。 

（○ H18雇 ★★） 

POINT≫【有期事業の延納】 

各期の区分 納期限 

① 最初の期 保険関係成立日の翌日から起算して 20日以内 

② 4月 1日～7月 31日の期 3月 31日 

③ 8月 1日～11月 30日の期 10月 31日 

④ 12月 1日～翌年の 3月 31日の期 翌年 1月 31日 

●②～④は最初の期以外の期 

●有期事業の場合、事業の全期間を通じて行われ、延納の回数に上限はない。 

 

解説≫ 

6/8    7/31     11/30           3/31        翌年 6/7 

第 1期 第 2期 第 3期 

成立    ↓            ↓             ↓    終了 

  20日以内（6/28）納付      1／31納付         3／31納付 

 

●設問の場合、6月 8日成立で、最初の期分の納期限⇒6月 28日 

ただし、6月 8日からその日の属する期の末日（7月 31日 上記表で②）までが 

2月以内のため 

⇒次の期の 11月 30日（上記表の③）までが最初の期ということになります。 

設問の場合の納期限は、最初の期が②、③含めて 6月 28日 

2期目が、④で翌年の 1月 31日ということになります。 

 

 

□ 事業の全期間が 6 か月を超える有期事業については、納付すべき概算保険料の額が 75

万円以上でなければ労働保険料を延納することができないが、労働保険事務の処理を事

務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかんにかわらず延納することがで

きる。 

（○ H17雇 ★） 



労働保険料徴収法 2014 

 

みんなの社労士合格塾 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 

 

□ 有期事業について、労働保険料を延納する場合、労働保険事務の処理を事務組合に委託

している事業主であっても、納付期限は事務組合に委託していない事業主と同じに設定

されている。 

（○ H17雇 ★） 

 

 

□ 保険関係が 7月 1日に成立し、事業の全期間が 6か月を超え、また当該保険年度の納付

すべき概算保険料の額が 75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申

請をした場合は、当該保険関係成立の日から 11 月 30日までの期間が最初の期となり、

当該最初の期分の概算保険料については、7月 21日が納期限となる。 

（○ H22災 ★） 
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【法 16条】増加概算保険料の納付 

 

□ 継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した場合には、増加前の概算

保険料の延納をしていないときであっても、増加後の概算保険料の額が 40万円を超える

ときは、当該増加概算保険料を延納することができる。 

（× H22災 ★） 

⇒「当初の概算保険料の延納をしていない場合には、延納をすることができない。」 

 

 

□ 概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時までの間に賃金総額の見込額が 2

倍を超えて増加することが見込まれる場合で、かつ、その増加額が当該概算保険料との

額の差額が 13万円以上である場合には、継続事業であるか有期事業であるかにかかわら

ず、当該賃金総額の増加が見込まれた日の翌日から起算して 30日以内に申告・納付を行

わなければならない。 

（○ H16雇 ★） 

解説≫ 

 保険年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額等の見込額が当初の申告より

100分の 200(2倍)を超えて増加し、かつ、概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも 13

万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付しなければなりません。 

 

●賃金総額等の増加が見込まれた日から 30日以内に（翌日起算）その差額を 

「増加概算保険料申告書」に添えて申告・納付 
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□ 事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、増加後の

見込額が増加前の見込額の 100分の 200を超え、又は減少後の見込額が減少前の見込額

の 100分の 50未満となるときは、その日から 30日以内に、増加後又は減少後の見込額

に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額との差額を納付しなければならず、

又は当該差額について還付の請求をすることができる。 

（× H19災 ★） 

⇒保険料算定基礎額の見込み額が減少したことによる差額の還付請求という規定はないた

め誤り。 

解説≫ 

上記設問の論点は、「賃金総額の見込み額が減少した場合の還付請求」という規定にない

問題です。 

合わせて、増加額に関しても要件を満たしていない（中途半端な問題）ので、再読する必要

はありませ。 

読む分量をドンドン減らしてください。 

 

 

□ 事業主は、賃金総額の見込額が増加し、増加後の見込額が増加前の見込額の 1.5 倍を超

え、かつ、増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料

の額との差額が 150,000 円以上であると見込まれた場合には、その日の翌日から起算し

て 30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との

差額を納付しなければならない。 

（× H21雇 ★） 

⇒「100分の 200」 

⇒「130,000円以上」 

 

 

□ 労災保険に係る保険関係のみ成立していた事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の両

保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため、一般保険料に係る保険料

率が変更した場合において、当該変更後の保険料率に基づいて算定した概算保険料の額

が、既に納付した概算保険料の額の 100分の 200を超え、かつ、その差額が 13万円以上

であるときは、増加概算保険料を申告・納付しなければならない。 

（○ H23災 ★） 
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□ 増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとさ

れているが、一定の区分に従い、日本銀行（本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。）、

年金事務所（日本年金機構法第 29 条の年金事務所をいう。）又は労働基準監督署を経由

して行うことができる。 

（× H23災 ★） 

⇒「年金事務所（日本年金機構法第 29条の年金事務所をいう。）」を削除すれば、正しい。 

 

 

□ 継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の

見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加す

ることとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った場合は、当該賃金総額

の増加が見込まれた日から 30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行なわなければな

らないが、有期事業の事業主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである。 

（○ H23災 ★） 

解説≫ 

増加概算保険料の要件・申告・納期限等は、継続事業・有期事業共通です。 

 

 

□ 継続事業における事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が一

定以上に増加した場合等増加概算保険料の納付の要件に該当した日から 30 日以内に増

加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業である場合の納付期限

は増加概算保険料の納付の要件に該当した日から 50日以内である。 

（× H18雇 ★） 

⇒「30日以内である。」 
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【法 17条】概算保険料の追加徴収 

 

□ 労働保険徴収法第17条第 1項の規定に基づき概算保険料の追加徴収が行われる場合には、

所轄都道府県労働局歳入徴収官は事業主に対して追加徴収する概算保険料の額の通知を

行うが、当該徴収金の納付は、納付書によって行われる。 

（○ H25雇 ★） 

解説≫ 

政府は、年度途中に、一般保険料率又は第１・２・３種特別加入保険料率の引上げを行っ

たときは、事業主に期限を指定してその納付すべき労働保険料額を通知し労働保険料を追加

徴収することができます。 

平成 14年度に実施された際の行政の案内です。 

「雇用保険財政は現在非常に厳しい状況にあり、雇用失業情勢、雇用保険受給者の動向に

よっては積立金が平成 14年度後半に枯渇するおそれがあることから、追加徴収を実施する

ものである。」 

●通知 

⇒労働保険料を追加徴収しようとする場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に

通知しなければならない。 

●納期限 

⇒通知を発する日から起算して 30日を経過した日 

●「納付書」により、納付 

●金額の多少を問わずに徴収 

●途中一般保険料率等の引き下げがあっても返還されない。 

 

 

□ 政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第 1種特別加入保険料率、第 2種特

別加入保険料率又は第 3 種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追

加徴収するものとされている。 

（○ H15災 ★） 

 

 

□ 政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事

業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければなら

ない。 

（○ H15災 ★） 
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□ 政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第 1種特別加入保険料率、第 2種特

別加入保険料率又は第 3 種特別加入保険料率の引下げを行った場合において、当該引下

げに相当する額の労働保険料が厚生労働大臣の定める額を超える事業があるときは、そ

の超える額に相当する金額を当該事業の事業主に還付するものとされている。 

（× H18災 ★） 

⇒「還付するという規定はない。」 

 

 

□ 政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引下げを行った場合において、当該

引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働省令の定める額を超える事業があるときは、

当該事業の事業主の請求に基づき、その超える額を還付することができる。 

（× H19災 ★） 

⇒「その超える額を還付するという規定はない。」 

 

 

□ 政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事

業主の申請に基づき、その者が納付すべき労働保険料を延納させることができる。 

（○ H15災 ★） 

解説≫ 

概算保険料の追加徴収に関しても、申請すれば延納が可能です。 

 

 

□ 政府が、保険年度の中途に、第 1種特別加入保険料率、第 2種特別加入保険料率又は第

3 種特別加入保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業

主に対して、保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行

うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から起算して 50日以内に増加額

を納付しなければならない。 

（× H22災 ★） 

⇒「30日以内に」 
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【法 19条】確定保険料の申告・納付 

 

□ 一括された個々の有期事業であって保険年度の末日において終了していないものは、そ

の保険年度の確定保険料の対象から除外し、次年度の概算保険料の対象とする。 

（○ H24雇 ★） 

 

 

□ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業において、賃金が毎月末日締切り、翌月 10

日支払とされている労働者（雇用保険法に規定する「短期雇用特例被保険者」及び「日

雇労働被保険者」を除く。）が平成 24年 1月 20日に満 64歳となった場合、同年 2月 10

日及び同年 3月 10日に支払われた当該労働者の賃金は、平成 23年度確定保険料の算定

に当たり、雇用保険分の保険料算定基礎額となる賃金総額から除かれる。 

（× H24雇 ★★） 

⇒「賃金総額に算入される。」 

解説≫ 

免除対象高年齢労働者が論点になります。 

要件としては、 

①保険年度の初日（4月 1日）において 64歳以上であること。 

②短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者であること。 

あくまで、保険年度の初日（4月 1日）において 64歳以上の労働者が対象です。 

設問の労働者は、平成 23年度の初日（平成 23年 4月 1日）現在は、、まだ 63歳なので、平

成 23年度としては、免除対象高年齢労働者ではありません。 

平成 24年度の確定保険料からは、免除されます。 
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□ 継続事業の事業主が納付した労働保険料の額が、確定保険料の額を超える場合において

還付請求が行われないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法令の定めるところに

より、その超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に充当する。

（○ H24雇 ★） 

POINT≫【確定保険料の納付】 

●概算保険料の額＜確定保険料の額 （不足が生じた場合） 

⇒納付書により不足額を納付 

 

●概算保険料の額＞確定保険料の額 （余った場合） 

⇒超える額は、次の保険年度の労働保険料等に充当又は還付 

 

POINT≫【充当・還付】 

還付 充当 

・確定保険料申告書を提出する際 又は 

・認定決定の通知を受けた日の翌日から起

算して 10日以内に請求 

還付の請求がない場合 

所轄都道府県労働局労働保険特別資金前渡

官吏が還付 

都道府県労働局歳入徴収官が充当 

 

 

 

□ 労働保険の適用事業において、保険年度の中途に事業が廃止された場合、事業主は、保

険関係が消滅した日から 50 日以内に確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収

官に提出しなければならない。 

（○ H16雇 ★） 

 

 

□ 労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した事業が継続事業である場

合にはその消滅した日から 30日以内に、その消滅した事業が有期事業である場合にはそ

の消滅した日から 15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。 

（× H19災 ★） 

⇒「50日以内」 

⇒「申告しなければならない。」 
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□ 有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で当該事業に係る保険関係が

消滅した場合の事業の確定保険料の申告・納付の期限は、当該保険関係が消滅した日か

ら起算して 50日以内とされている。 

（○ H23災 ★） 

 

 

□ 確定保険料申告書の提出先は、所轄都道府県労働局歳入徴収官であるが、労働保険徴収

法施行規則第 38条第 2項の各号に定める区分により、日本銀行（本店、支店、代理店及

び歳入代理店をいう。以下同じ。）又は労働基準監督署を経由して提出することができる。

ただし、確定保険料申告書を提出しようとする場合において、納付すべき労働保険料が

ないときは、日本銀行を経由して行うことはできない。 

（○ H20災 ★） 

 

 

□ 保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は、当該保険関係が消滅した日から

50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならないが、この場合、すでに事業主が

納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定保険料申告書を提出す

る必要はない。 

（× H20災 ★） 

⇒「確定保険料申告書を提出しなければならない。」 

 

 

□ 継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の

見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加す

ることとなったが、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至らなかった場合には、 

確定保険料の申告・納付の際に精算する必要がある。 

（○ H23災 ★） 
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□ 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業を廃止した場合に、既に納付した概算

保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき確定保険料がないときは、確定保険

料申告書を提出する必要はないが、保険関係消滅申請書を所轄都道府県労働局長に提出

しなければならない。 

（× H23災 ★） 

⇒事業を廃止した場合の申請書等の提出は不要なため、後半の論点が誤り。 

 

 

□ 一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業

の事業主が、事業廃止により、労働保険料還付請求書を提出する場合は、確定保険料申

告書を提出する際に、所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければなら

ない。 

（× H23災 ★） 

「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」 

 

 

□ 既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超える場合、事業主が充当の

申出を行った場合は、次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他労働保険

の保険料の徴収等に関する法律（以下「徴収法」という。）の規定による徴収金に充当さ

れ、充当の申出のない場合は超過額が還付される。 

（× H18雇 ★★） 

⇒充当は、事業主の申出により行うものでないために誤り。 

解説≫ 

事業主が、還付の請求をしない場合に、所轄歳入徴収官が充当をする流れになります。 

 

 

□ 事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は労働保険徴収法の規定により政府が

決定した確定保険料の額の通知を受けた日の翌日から起算して 10 日以内に、それぞれ、

すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額（以下「超過額」と

いう。）の還付を請求しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その超過額を

未納の一般拠出金にも充当することができる。 

（○ H19災 ★） 
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【法 22条】印紙保険料他 

 

□ 日雇労働被保険者に係る印紙保険料の納付については、請負事業の一括により元請負人

が事業主とされる場合、当該元請負人が、その使用する日雇労働被保険者及び下請負人

が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付しなければならない。 

（× H24雇 ★★） 

⇒「当該元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、

当該日雇労働被保険者を使用する下請負人が行う。 

解説≫ 

請負事業の一括が行われた場合、下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料

は、その使用する下請負人が納付します。 

 

 

□ 印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険

印紙をはり、これに消印して行い、又は、あらかじめ所轄都道府県労働局歳入徴収官の

承認を受けて、納入告知書に当該印紙保険料額を添えて直接金融機関に納付することに

よって行うことができる。 

（× H24雇 ★） 

⇒後半の規定はないため誤り。前半の論点は正しい。 

 

 

□ 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払

状況を印紙保険料納付状況報告書（様式第 15号）によって、所轄都道府県労働局歳入徴

収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払い

のない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。 

（× H24雇 ★） 

⇒「報告する義務はある。」 

 

 

□ 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によっ

て、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入

徴収官に報告しなければならない。 

（○ H20雇 ★） 
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□ 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備

えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までにその納付状況を都道

府県労働局歳入徴収官に報告することになっているが、その帳簿を備えておかず、帳簿

に記載せず、又は報告をしなかった等の場合には、6月以下の懲役又は 30万円以下の罰

金に処するものとされている。 

（○ H15雇 ★） 

 

 

□ 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を支払うつど、その者に

支払う賃金の日額が、11,300円以上のときは 176円、8,200円以上 11,300円未満のとき

は 146円、8,200円未満のときは 96円の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当日

欄に貼付し、また、割印の枠の上に消印を行うことによって、印紙保険料を納付しなけ

ればならない。 

（○ H18雇 ★） 

POINT≫【印紙保険料の額】 

賃金日額 等級 印紙保険料の額 

11,300円以上 第 1級 176円 

11,300円未満 

8,200円未満 

第 2級 146円 

8,200円未満 第 3級 96円 

 

 

 

 

□ 事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の所持する日雇労働被保険者

手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者も、事業主に使用されたとき

は、そのつどその所持する日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。

（○ H18雇 ★） 

 

 

□ 賃金の日額が 11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働

者に支払う賃金の日額に雇用保険率を乗じて得た額である。 

（× H21雇 ★） 

⇒「1日当たり 176円である。」 
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□ 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日から 1年間に限り、その効力を有する。 

（× H20雇 ★） 

⇒「その交付の日の属する保険年度に限り有効である。」 

 

 

□ 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙の購入

申込書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなけれ

ばならない。 

（× H23雇 ★★） 

⇒「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」 

解説≫ 

雇用保険印紙の購入申込ではなく、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けるための申請書を

提出します。 

 

 

□ 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険

印紙購入申込書に必要事項を記入し、総務大臣が厚生労働大臣に協議して雇用保険印紙

を販売するものとして定める郵便事業株式会社の営業所又は郵便局に提出しなければな

らない。 

（○ H15雇 ★） 
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□ 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき又

は保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくな

ったときは、事業主は、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、

その際には、雇用保険印紙購入通帳にその事由に該当することについてあらかじめ所轄

公共職業安定所長の確認を受けなければならない。 

（○ H15雇 ★） 

POINT≫【雇用保険印紙の買戻し】 

買戻しの理由 確認 期間 

①雇用保険の保険関係が消滅 所轄公共職業安定所長の 

確認が必要 

なし 

②日雇労働被保険者を使用し

なくなった場合 

③雇用保険印紙が変更 確認不要 変更日から 6月以内 

 

 

 

 

□ 事業主は、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出

して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けることにより、公共職業安定所にて雇用保険

印紙を購入することができる。 

（○ H18雇 ★） 

 

 

□ 事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくな

ったとき（保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用

しなくなったときを含む。）、又は雇用保険印紙が変更されたときのいずれかに該当する

場合においては、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、雇用

保険印紙が変更された場合の買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から 6 か月

間である。 

（○ H18雇 ★） 
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□ 事業主は原則雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないとされているが、譲

り渡す事業主と譲り受ける事業主が同じ公共職業安定所から雇用保険印紙購入通帳の交

付を受けていた場合であって、当該公共職業安定所長の許可を受けた場合に限り、雇用

保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けることができる。 

（× H16雇 ★） 

⇒後半の論点はないため誤り。 
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【法 21条 2】口座振替 

 

□ 労働保険徴収法第 16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による

納付の対象とならない。 

（○ H24雇 ★） 

POINT≫【口座振替の対象にならないもの】 

・認定決定された労働保険料 

・増加概算保険料 

・追加徴収に係る概算保険料 

・印紙保険料 

・特例納付保険料 

・追徴金 

 

 

□ いわゆる認定決定された概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とな

らない。 

（○ H24雇 ★） 

 

 

□ 確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付については、

口座振替による納付の対象とならない。 

（× H24雇 ★） 

⇒「対象となる。」 

 

 

□ 労働保険徴収法第 21条の規定による追徴金の納付については、口座振替による納付の対

象とならない。 

（○ H24雇 ★） 

 

 

□ 労働保険徴収法第 18 条の規定により延納する場合における概算保険料の納付について

は、口座振替による納付の対象となる。 

（○ H24雇 ★） 
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□ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 21条の 2第 1項の規定による申出を行い、所

轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて、口座振替による労働保険料の納付を行う

事業主については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が指定する日までに納付すれば、そ

の納付は、納期限においてされたものとみなされる。 

（× H15雇 ★★） 

⇒「金融機関に到達した日から 2取引日（金融機関の休日以外の日）を経過した最初の取引

日までに納付すれば、」 

解説≫ 

所轄都道府県労働局歳入徴収官により送付された納付書が、金融機関に到達した日から 2

取引日（金融機関の休日以外の日）を経過した最初の取引日（災害等やむを得ない理由によ

りその日までに納付することができないと所轄都道府県労働局歳入徴収官が認める場合に

は、その承認する日）までに納付すれば、その納付は、納期限においてされたものとみなさ

れるので誤りになります。 
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【認定決定 

 

□ 事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府

県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。 

（× H25雇 ★） 

⇒「納付書」 

解説≫ 

認定決定とは、下記に該当したときに、政府が労働保険料の額を決定するということです。 

・概算保険料や確定保険料を申告しないとき 

・申告はしたけど、記載内容に誤りがあるとき 

・印紙保険料の納付を怠ったとき 

 

つまり、「未申告であったり、計算間違いがあれば、政府が代わりに計算をする。」というこ

とです。 

 

 

□ 事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道

府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。 

（○ H25雇 ★） 

解説≫ 

政府からの通知書は頻出です。納付書と納入告知書がありますが、ざっくりと区別すると 

概算保険料に関しては「納付書」で 

確定された保険料がらみは「納入告知書」になります。 

（納入告知書で通知するもの） 

●認定決定に係る確定保険料・追徴金 

●認定決定に係る印紙保険料・追徴金 

他 

 

 

□ 労働保険徴収法第 21条第 1項の規定に基づき追徴金の徴収が行われる場合に、所轄都道

府県労働局歳入徴収官が行う追徴金の額等の通知は、納入告知書によって行われる。 

（○ H25雇 ★） 
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□ 事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う

認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。 

（○ H25雇 ★） 

 

 

□ 事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇

労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった場合、当該事業

主は追徴金を徴収されることはないが、罰則規定を適用されることがある。 

（× H24雇 ★★） 

⇒「追徴金を徴収され」 

解説≫ 

「事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないため」とあり、

正当な理由に該当しないため追徴金は徴収されます。 

 

 

□ 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その

納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この

場合、当該事業主は、現金により、日本銀行（本店、支店、代理店及び歳入代理店をい

う。）又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければ

ならない。 

（○ H24雇 ★） 

解説≫ 

印紙保険料の認定決定の論点です。 

押さえておく事項は、 

・所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書で通知 

・現金で、日本銀行、所轄都道府県労働局収入官吏に納付 

（雇用保険印紙で納付することはできません。） 
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□ 政府は、事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出しないとき又は所定の期限

までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額

を決定できるが、所定の期限までに提出した概算保険料申告書の記載に誤りがあると認

めるときは、事業主に対して、期限を指定して、概算保険料の修正申告を求めなければ

ならない。 

（× H19雇 ★★） 

⇒「記載に誤りがあると認めるときでも、政府が概算保険料の額を決定する。」 

解説≫ 

前半の論点はその通りです。後半の論点ですが、一度提出した申告書の修正申告という制度

はないために誤りになります。 

 

 

□ 政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は概算保険

料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を決定し、これを事

業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日から 30日以内に納入告知

書により納付しなければならない。 

（× H20災 ★） 

⇒「15日以内に納付書により」 

POINT≫【概算保険料・確定保険料の認定決定】 

概算保険料の認定決定 確定保険料の認定決定 

所轄都道府県労働局歳入徴収官が通知 

納付書 納入告知書 

通知を受けた日から 15日以内に納付（翌日起算） 

 

 

 

 

□ 増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合であって、事業主が増加概算

保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるとき

は、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主

に通知しなければならない。 

（× H23災 ★） 

⇒「認定決定は行われない。」 

解説≫ 

増加概算保険料に関しての認定決定の制度はないので誤りになります。 
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□ 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納

付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、その納

付は原則として現金により納付することとなっているが、雇用保険印紙によっても行う

ことができる。 

（× H16雇 ★） 

⇒「よって行うことはできない。」 

 

 

□ 所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった事業主が、所轄都道府県労働局

歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を受けたときは、当該事業主は、その通知

された保険料額に 100分の 10を乗じて得た額の追徴金を加えて、通知を受けた日の翌日

から起算して 15日以内に納付しなければならない。 

（× H16雇 ★） 

⇒「その通知された保険料額に 100分の 10を乗じて得た額の追徴金を加えて」を削除すれ

ば正しい。 

解説≫ 

認定決定に係る概算保険料に追徴金は課されないので誤りになります。 

概算保険料絡みの設問に「追徴金」「延滞金」という用語がくれば要注意です。 

 

 

□ 追徴金とは、納付すべき保険料額を不当に納付しない場合に課する懲罰的金銭をいい、

いわゆる認定決定に係る概算保険料若しくは確定保険料又はその不足額を納付しなけれ

ばならない場合に徴収するものである。 

（× H15雇 ★） 

⇒「いわゆる認定決定に係る概算保険料若しく」を削除すれば正しい。 
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□ 事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状

に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が

徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。 

（× H22雇 ★） 

⇒「延滞金が徴収されることはないが」 

⇒「処分されることはある。」 

解説≫ 

●追徴金は、認定決定された確定保険料や印紙保険料にかかるペナルティ－的なものです。 

●延滞金は、督促状の指定期限までに納付しない場合の遅延金利です。 

 

延滞金に関しては、労働保険料（認定決定された確定保険料、印紙保険料）に対して課せら

れるので、設問の追徴金には延滞金が課せられません。 

また、労働保険料等々を納めないときには、差し押さえ等の国税滞納処分の例により処分さ

れることもあります。 

 

 

□ 事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合（天

災その他やむを得ない理由により、認定決定を受けた等一定の場合を除く。）に、その納

付すべき額（その額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。）に

100分の 10を乗じて得た額の追徴金が課せられるが、この追徴金に係る割合は、印紙保

険料の納付を怠った場合の追徴金に係る割合に比して低い割合とされている。 

（○ H22雇 ★） 

POINT≫【追徴金】 

内容 徴収額 

確定保険料の認定決定に係る納付 納付すべき額×10／100 

印紙保険料に係る納付 納付すべき額×25／100 

●納付すべき額が 1,000円未満の端数があるとき⇒端数切り捨て 
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□ 事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県労働局歳入徴

収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知するとともに、

所定の額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が 1,000 円未満で

あるときは、この限りでない。 

（○ H22雇 ★） 

POINT≫【追徴金が徴収されない場合】 

確定保険料に係る追徴金 印紙保険料に係る追徴金 

●労働保険料又はその不足額が 

1,000円未満 

●天災その他やむを得ない理由がある場合 

●納付を怠った印紙保険料の額が 

1,000円未満 

●納付を怠ったことに正当な理由がある場

合 

 

 

 

 

□ 所定の期限までに確定保険料申告書を提出しなかった事業主が、政府が決定した労働保

険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、 その納付すべき保険料額又は不足額（そ

の額に 1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。）に 100分の 25を乗じ

て得た額の追徴金を加えて納付しなければならない。 

（× H19雇 ★） 

⇒「100分の 10」 

 

 

□ 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った

場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府によって決定された印紙保険

料の額（その額に 100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。）に 100分の

25を乗ずることとされている。 

（× H19雇 ★） 

⇒「1,000円未満の端数」 

 

 

□ 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った

場合において、追徴金の額を算定するにあたり、政府によって決定された印紙保険料の

額に乗ずべき率は 100分の 25とされており、印紙保険料以外の労働保険料の場合よりも

高くなっている。 

（○ H15雇 ★） 
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□ 日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず、日雇労働被保険者手帳の提出を拒ん

だことによって雇用保険印紙を貼付できなかった場合は、印紙保険料の納付を怠ったと

しても、正当な理由があったとして、その件に係る追徴金は徴収されない。 

（○ H18雇 ★★） 

解説≫ 

印紙保険料の追徴金が徴収されないケースです。 

●天災地変等により雇用保険印紙の購入ができない場合 

●日雇労働被保険者が日雇労働被保険者手帳を忘れたとか、添付する機会がないような場合 

●日雇労働被保険者が日雇労働被保険者手帳の提出を拒否した場合（設問のケース） 
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【法 27条】督促 

 

【法 27条】 

 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限

を指定して督促しなければならない。 

 

□ 労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は、督促状により督促状を発する日

から起算して 7日以上経過した日を期限と指定して督促しなければならない。 

（× H17雇 ★） 

⇒「10日以上経過した日」 

 

 

□ 事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が認

定決定をするが、当該事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付し

ない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、期限

を指定して納付を督促する。 

（○ H22雇 ★） 

 

 

□ 労働保険料を滞納する事業主に対する所轄都道府県労働局歳入徴収官の督促は、納付義

務者に督促状を送付することによって行われるが、督促状の法的効果として、 

①指定期日までに督促にかかる労働保険料を完納しないときは滞納処分をなすべき旨を

予告する効力を有し、滞納処分の前提要件となるものであること 

②時効中断の効力を有すること 

③延滞金徴収の前提要件となること 

が挙げられる。 

（○ H25雇 ★★） 

 

 

□ 労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は期限を指定して督促しなければな

らないが、督促状に記載された指定期限を過ぎた後に督促状が交付された場合であって

も、交付の日から 10日経過した日以後は、滞納処分を行うことができる。 

（× H17雇 ★★） 

⇒「督促は無効であり、滞納処分を行うことはできない。」 
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【法 29条】滞納処分等 

 

□ 労働保険料その他の労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び

地方税に次ぐものとされている。 

（○ H25雇 ★） 

 

 

□ 政府は、未納の労働保険料について、納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指

定して当該労働保険料の納付を督促した場合において、当該事業主がその指定期限まで

に未納の労働保険料を納付しないときは、国税滞納処分の例によって、処分することが

できるとされており、その権限は各都道府県税事務所に委任されている。 

（× H19雇 ★） 

「各都道府県税事務所に委任されていない。」 

 

 

□ 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、不動産の保存及び工

事の先取特権に劣後するが、国税、地方税及び厚生年金保険料と同順位である。 

（× H16雇 ★） 

⇒「国税、地方税に次ぎ、厚生年金保険料とは同順位である。」 

 

 

□ 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税の先取

特権の順位に劣後するが、地方税及び厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規

定による徴収金とは同順位である。 

（× H19災 ★） 

⇒「国税、地方税の先取特権の順位に劣後するが、厚生年金保険の保険料その他厚生年金保

険法の規定による徴収金と同順位である。」 
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【法 28条】延滞金 

 

【法 28条】 

政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその

完納又は財産差し押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年 14.6％（当該納期限の翌日

から 2月を経過する日までの期間については、年 7.3％）の割合を乗じて計算した延滞金を

徴収する。 

 

□ 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収

金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに

納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定

の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 

（× H25雇 ★） 

⇒「法定の納期限の翌日から」 

 

 

□ 政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、労働保

険料の額につき所定の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日ま

での日数により計算した延滞金を徴収する。 

（○ H15雇 ★） 
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□ 延滞金の計算において、滞納している労働保険料の額に 1,000 円未満の端数があるとき

は、その端数は切り捨て、また、計算した延滞金の額に 100円未満の端数があるときは、

その端数は切り捨てる。 

（○ H15雇 ★） 

POINT≫【端数処理】 

●労働保険料の額・・・1,000円未満切り捨て 

●延滞金の額・・・100円未満切り捨て 

 

 

□ 延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産差押えの日

の前日までの日数により計算される。 

（× H17雇 ★） 

⇒「納期限の翌日」 

解説≫ 

「納期限の翌日」は、「本来の納期限」とも称されます。 

延滞金の計算は、本来の納期限の翌日から完納又は財産差し押えの前日までの期間で計算 

されます。 

政府は、本来の納期限に労働保険料を滞納している納付義務者に督促状を送付します。 

チャンスをもう一度与えてくれるイメージです。 

本来の納期限は過ぎているので、改めて期限が、督促状に記載されているわけで、そ 

の指定日は、督促状を発する日から起算して 10日以上経過した日になります。 

いきなり督促状が来て明日払えというのも酷なので、準備期間として 10日以上余裕を付 

けてくれています。 

2回目のチャンスで完納したときは、延滞金は目をつぶってあげるということです。 

ただし、2回目のチャンスを見逃したら、本来の納期限の翌日から完納又は財産差し押え 

前日までの期間で計算された延滞金も払う必要がでてきます。 

本試験では、 

・「本来の納期限から～」 

・「督促状の指定期限の翌日から～」 

・「労働保険料の完納又は財産差し押えの日まで」等々さわってきますので注意が必要です。 

●「○○の翌日から××の前日までの期間」をしっかり押さえてください。 
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□ 政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の要件に該当す

る場合を除き、労働保険料の額（その額に 1000円未満の端数があるときは、その端数は

切り捨てる。）につき所定の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前

日までの日数により計算した延滞金（その額に 100 円未満の端数があるときは、その端

数は切り捨てる。）を徴収する。 

（○ H19雇 ★） 

 

 

□ 事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、督促

状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から

完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。 

（× H20雇 ★） 

⇒「延滞金は徴収されない。」 

POINT≫【延滞金が徴収されない場合】 

●督促状に指定した期限までに労働保険料等の徴収金を完納したとき 

●労働保険料の額が 1,000円未満であるとき 

●延滞金の額が 100円未満であるとき 

●公示送達の方法により督促をしたとき 

●労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき 

●労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があるとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



労働保険料徴収法 2014 

 

みんなの社労士合格塾 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 

 

□ 政府が労働保険料及び追徴金を納付しない者に対して期限を指定して督促した場合に、

当該者が指定された納期限までに労働保険料及び追徴金を納付しないときは、当該労働

保険料及び追徴金の額につき所定の割合で延滞金を徴収することとなるが、当該労働保

険料及び追徴金の額が千円未満のとき又は労働保険料及び追徴金を納付しないことにつ

いてやむを得ない理由があると認められるときは、延滞金を徴収しない。 

（× H16雇 ★） 

⇒追徴金を除けば正しい設問になります。 

解説≫ 

追徴金はペナルティ－であり、労働保険料ではないので延滞金はかかりません。 

ペナルティ－にまで延滞金をかけることはありません。 

設問の論点は 2つあります。 

前半は「追徴金には延滞金がつくのかどうか」 

後半は「延滞金を徴収しないケース」です。 

本試験では、時間がありません。 

設問の 3行目に「当該労働保険料及び追徴金の額につき所定の割合で延滞金を徴収すること

となるが」という箇所で明らかに誤りなので、4行目以後は読む必要はありません。 

本試験では、ハショルことも必要です。 

 

 

□ 事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合は、労

働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められ、延滞金は徴収

されない。 

（× H17雇 ★） 

⇒「やむを得ない理由には該当しない。」 

 

 

□ 納付義務者の住所又は居所がわからず、公示送達の方法による督促を行った場合には、

所定の期限までに徴収金の完納がなくても延滞金は徴収しない。 

（○ H17雇 ★） 

 

 

□ 延滞金は、労働保険料の額につき所定の割合で計算されるが、延滞金の額が千円未満で

あるときは延滞金は徴収されない。 

（× H17雇 ★） 

⇒「100円未満」 

 



労働保険料徴収法 2014 

 

みんなの社労士合格塾 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 

 

□ 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に督促状を送付したときは、当該督促状に指

定した期限までに督促に係る労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を完

納したとき等一定の場合を除き、当該督促に係る労働保険料の額に納期限の翌日からそ

の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、当該納期限の翌日から 2 か

月を経過する日までの期間については年 7.3%、その後の期間については年 14.6%の割合

を乗じて計算した延滞金を徴収する。 

（○ H22雇 ★） 
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【労災保険のメリット制】 

 

□ 平成 22年度から同 24年度までの連続する 3保険年度の各保険年度における確定保険料

の額が 100 万円以上であった有期事業の一括の適用を受けている建設の事業には、その

3保険年度におけるメリット収支率により算出された労災保険率が平成 25年度の保険料

に適用される。 

（× H25災 ★） 

⇒「平成 26年度の」 

解説≫ 

メリット制が適用されるのは、平成 24年度から起算して次の次の保険年度、すなわち平

成 26年度からになります。 

 

 

□ 継続事業に対する労働保険徴収法第 12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該

当する事業のいわゆるメリット収支率が 100％を超え、又は 75％以下である場合に、厚

生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引

き上げ又は引き下げることができる。 

（× H25災 ★） 

⇒「メリット収支率が 85％を超え」 

POINT≫【継続事業のメリット制の要件】 

①連続する 3保険年度中の各保険年度 

・100人以上の労働者を使用する事業 

・20人以上 100人未満の労働者を使用する事業で、災害度係数が 0.4以上であるもの 

・一括有期事業の場合は、確定保険料の額が 40万円以上 

②連続する 3保険年度中の最後の保険年度に属する 3月 31日（基準日）に、労災保険に係

る保険関係が成立した後 3年以上経過していること 

③連続する 3 保険年度の間における労災保険率から非業務災害率を減じた率を 100 分の 40

の範囲内で省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、 

基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とする。 
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□ メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事する

ことによって発生する疾病であって労働保険徴収法施行規則で定めるものにかかった者

に係る保険給付の額は除くこととされているが、同規則で定める疾病には、建設の事業、

石綿にさらされる業務による肺がんが含まれる。 

（○ H25災 ★★） 

POINT≫【収支率とは】 

収支率＝ （保険給付の額＋特別支給金の額）・・・（A） 

      保険料の額×第 1種調整率 

収支率の分母（保険料の額×第 1種調整率）は、政府から見ると収入。 

分子（保険給付の額＋特別支給金の額）は、政府から見て支出になります。 

つまり、連続する 3保険年度でこの支出と収入のバランスを見てメリット制を判断していき

ます。 

 

支出に入れないものとして、①の通勤災害や③の第 3種特別加入者に関しては、事業主の目

の届かないことなので、収支率を多少甘くしています。 

また、⑤に関しては、失権差額ということで、最後の給付部分なのでこれも省いています。 

 

POINT≫収支率の算定に含めないもの・・・（A）に含まない。 

①通勤災害に係る保険給付の額及び特別支給金の額 

②二次健康診断等給付に係る保険給付の額 

③第 3種特別加入者に係る保険給付の額及び特別支給金の額 

④特定疾病に係る保険給付の額及び特別支給金の額 

⑤障害補償年金差額一時金、遺族補償一時金（遺族補償年金失権後支給されるもの）に係る

保険給付の額及び特別支給金の額 

POINT≫【特定疾病とは】 

特定の業務に長期間に渡り従事することにより発生した疾病 

・建設労働者のじん肺 

・騒音性難聴 

・石綿にさらされる業務により肺がん等 

 

 

□ 特別支給金規則に定める特別支給金は、業務災害に係るものであっても全て、メリット

収支率の算出においてその計算に含めない。 

（× H25災 ★★） 

⇒「一部の特別支給金を除いて収支率の算出においてその計算に含める。」 
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□ メリット収支率を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には、社会復帰促進等事

業として支給される特別支給金の額（通勤災害に係るものを除いたすべての額）も含ま

れる。 

（× H18災 ★★） 

⇒「（通勤災害に係るものや遺族特別一時金、障害特別年金差額一時金等に係るもの）」 

  

 

□ 休業補償給付が支給された場合のメリット収支率の計算における保険給付の額の算定は、

休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後 2 年を経過する日前に支給

すべき事由の生じたものの額を合計した額により行われる。 

（× H25災 ★） 

⇒「3年を経過する日前」 

 

 

□ メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事する

ことにより発生する疾病であって、厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険

給付の額は、含まれない。 

（○ H18災 ★） 

 

 

□ メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外派遣者

に係る保険給付の額は、含まれない。 

（○ H18災 ★） 

 

 

□ メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する 3 保険年度中の各保険年度に

おいて、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。 

（○ H24災 ★） 

(1)100人以上の労働者を使用する事業 

(2)20人以上 100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの 

(3)建設の事業及び立木の伐採の事業であって当該年度の確定保険料の額が 40 万円以上で

あるもの 
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□ メリット制は、その適用を受けることができる事業であって、連続する 3 保険年度の最

後の保険年度の末日において保険関係の成立後 3 年以上経過したものについて、その連

続する 3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。 

（○ H18災 ★） 
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【法 12条の 2】労災保険の特例（特例メリット制） 

 

□ 継続事業のメリット制が適用され、所定の数以下の労働者を使用する事業の事業主が、

労働保険徴収法第12条の 2に規定するメリット制の特例の適用を受けようとする場合は、

連続する 3 保険年度中のいずれかの保険年度において、労働者の安全又は衛生を確保す

るための所定の措置を講じ、かつ、所定の期間内に当該措置が講じられたことを明らか

にすることができる書類を添えて、労災保険率特例適用申告書を提出していることが必

要である。 

（○ H22災 ★） 

POINT≫【特例メリット制の要件】 

①継続事業のメリット制が適用される事業で、建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業

であること 

②規模要件 

・金融業、保険業、不動産業、小売業・・・使用労働者数常時 50人以下 

・卸売業、サービス業・・・使用労働者数常時 100人以下 

・その他の事業・・・使用労働者数常時 300人以下 

③連続する 3保険年度中のいずれかの保険年度に、労働者の安全又は衛生を確保するための

措置を講じること 

④③の措置を講じた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から 6 月以内に

「労災保険率特例適用申請書」を厚生労働大臣に提出 

⑤労災保険率から非業務災害率を減じた 100分の 45の範囲内で引き上げ又は引き下げ 
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【法 20条】有期事業のメリット制 

 

□ 労働保険徴収法第 7 条の規定により有期事業の一括の適用を受けている建設の事業の場

合において、メリット制の適用を受けるためには、当該保険年度の請負金額の総額が 1

億 2000万円以上であることが必要である。 

（× H22災 ★） 

⇒「確定保険料の額が 40万円以上であり」という要件が漏れているために誤り。 

POINT【有期事業のメリット制の要件】 

①有期事業に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業 

②確定保険料の額が 40万円以上又は 

・建設の事業・・・請負金額が 1億 2,000万円以上 

・立木の伐採の事業・・・素材の生産量が 1,000立方メ‐トル以上 

③事業終了後 3か月経過した日前又は 9か月経過した日前における収支率が 100分の 85を

超え、又は 100分の 75いかであること 

 

 

□ 労働保険徴収法第 20条に規定する有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額

を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保

険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収するものと

し、通知を発する日から起算して 30日を経過した日を納期限と定め、当該納期限、納付

すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。 

（○ H22災 ★） 

POINT≫【差額徴収】 

●差額徴収・・・確定保険料の額の引き上げ 

都道府県労働局歳入徴収官が通知を発する日から起算して 30日を経過した日を納期限とし 

納入告知書により通知 

●還付・充当・・・確定保険料の額の引き下げ 

都道府県労働局歳入徴収官から通知を受けた日の翌日から起算して 10日以内に請求 

・資金前渡官吏が還付 

・請求ない時⇒歳入徴収官が充当 
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□ 労働保険徴収法第 20条に規定する有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額

を引き下げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き下げられた確定保

険料の額を事業主に通知するが、この場合、当該事業主が既に申告・納付した確定保険

料の額と当該引き下げられた額との差額の還付を受けるためには、当該通知を受けた日

の翌日から起算して 10日以内に、所轄都道府県労働局資金前渡官吏に労働保険料還付請

求書を提出する必要がある。 

（○ H22災 ★） 
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【労働保険事務組合】 

 

【法 33条】 

中小企業等協同組合法第３条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体

又はその連合団体は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その

他厚生労働省令で定める事業主（厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事

業主を除く。）の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険

に関する事項（印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。）を処理す

ることができる。 

 

□ 労働保険事務等処理委託届は、労働保険事務組合が労災保険に係る保険関係が成立して

いる事業のうち二元適用事業又は労災保険の特別加入に係る一人親方等の団体のみの委

託を受けて労働保険事務を処理する場合においては、当該事務組合の主たる事務所の所

在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県

労働局長に提出しなければならない。 

（× H25災 ★） 

⇒｢労働基準監督署長を経由して｣ 

 

 

□ 法人でない団体については、団体の事業内容、構成員の範囲、その他団体の組織、運営

方法等から団体性が明確でない場合であっても、都道府県労働局長の判断により事務組

合としての認可を受けることができる。 

（× H15雇 ★） 

⇒｢団体性が明確であれば｣ 
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□ 事業主の団体又はその連合団体（法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めが

ないものを除く。以下同じ。）は、厚生労働大臣の認可を受けた場合には、団体の構成員

若しくは連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主であって

厚生労働省令で定める数を超えない数の労働者を使用するものの委託を受けて労働保険

事務を処理することができる。 

（○ H16災 ★） 

POINT≫【委託事業主の範囲】 

①団体の構成員若しくは連合団体を構成する団体の構成員である事業主 

②①以外の事業主で労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主 

上記①、②＋「規模要件」 

事業の種類 規模 

金融業・保険業・不動産業・小売業 使用労働者数が常時 50人以下 

卸売業・サービス業 使用労働者数が常時 100人以下 

その他の事業 使用労働者数が常時 300人以下 
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□ 事業主の団体又はその連合団体が労働保険事務の処理の業務を行おうとするときは、90

日前までに、労働保険事務組合認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければな

らない。 

（× H16災 ★） 

⇒「90日前までに」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

労働保険事務組合認可申請書に関しては、特に提出期限は規定されていません。 

POINT≫【労働保険事務組合手続】 

⇒すべて主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長 

●認可を受けようとする場合 

「労働保険事務組合認可申請書」を提出 

⇒期限はなし 

●変更か生じた場合 

「その旨を記載した届書」 

⇒変更日の翌日から起算して 14日以内 

●業務を廃止しする場合 

「労働保険事務組合業務廃止届」 

⇒60日前 

 

 

□ 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前ま

でに、届書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 

（○ H16災 ★） 

 

 

□ 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前ま

でに、その旨の届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出

しなければならない。 

（○ H20雇 ★） 

 

 

□ 労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、60日

前までに、労働保険事務等処理委託解除届を当該労働保険事務組合の主たる事務所の所

在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。 

（× H23災 ★） 

⇒「労働保険事務組合業務廃止届」 
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□ 厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合になることができる主体は、事業主の

団体又はその連合団体（法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないもの

を除く。）に限られている。 

（○ H19雇 ★） 

 

 

□ 労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書に添付された定款の記載に変更を生

じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して 14日以内に、その旨を記載した

届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならな

い。 

（○ H20雇 ★） 

 

 

□ 労働保険事務組合の認可を受けたときは法人でなかった団体が、その後法人となった場

合であって、引き続いて事務組合としての業務を行おうとするときは、認可を受けた事

務組合についての業務を廃止する旨の届を提出するとともに、あらためて認可申請をし

なければならない。 

（○ H15雇 災 ★★） 

 

 

□ 事務組合の認可の取消事由には、徴収法等の労働保険関係法令の規定に違反したときの

ほか、その行うべき労働保険事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認

められる場合も含まれる。 

（○ H18雇 ★） 

POINT≫【労働保険事務組合の認可取り消し】 

下記のいずれかに該当したときに厚生労働大臣は労働保険事務組合の認可を取り消すこと

ができる。 

●労働保険関係法令の規定違反したとき 

●労働保険事務の処理を怠ったとき・処理が著しく不当であるとき 
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□ 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、労働保険

事務等処理委託届を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 

（○ H16災 ★） 

POINT≫【委託等の届出】⇒遅滞なく、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長

に提出 

●事務処理の委託があった場合 

⇒「労働保険事務等処理委託届」 

●事務処理の委託解除があった場合 

⇒「労働保険事務処理委託解除届」 

 

 

□ 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労

働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長

に提出しなければならない。 

（○ H20雇 ★） 
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【則 62条】委託事業主の範囲 

 

□ 事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、事務組合の主たる事

務所が所在する都道府県に主たる事務所を有するものに限られる。 

（× H15雇 ★） 

⇒「及びその隣接する都道府県に主たる事務所を有する事業主も委託することができる。」 

 

 

□ 労働保険事務組合は、業種を問わず、常時 100 人以下の労働者を使用する事業主の委託

を受けて、当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項（印

紙保険料に関する事項を除く。 以下「労働保険事務」という。）を処理することができ

る。 

（× H19雇 ★） 

⇒「一定規模以下の」 

 

 

□ 事業主は、事業の期間が予定される事業（有期事業）については、労働保険事務組合に

労働保険事務の処理を委託することはできない。 

（× H19雇 ★） 

⇒「委託することはできる。」 

解説≫ 

有期事業であっても、要件に該当すれば労働保険事務組合に労働保険事務の処理をいたく

することができます。 

 

 

□ 常時 300 人以下の労働者を使用する建設の事業の事業主は、事業の期間が予定される有

期事業（一括有期事業を除く。）については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を

委託することはできない。 

（× H21災 ★） 

⇒「委託することはできる。」 
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□ 事務組合に委託をすることが可能な事業主は、事務組合としての認可を受けた事業主団

体又はその連合団体の構成員に限られ、これらの団体又は連合団体の構成員以外の者は

含まれない。 

（× H18雇 ★） 

⇒「以外にも委託することはできる。」 
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【法 33条 1項】委託業務の範囲 

 

□ 事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働

保険に関する事項を処理することができるが、この事項には印紙保険料に関する事項も

含まれる。 

（× H18雇 ★） 

⇒「印紙保険料に関する事項は含まれない。」 

POINT≫【労働保険事務組合に委託できない業務の範囲】 

●印紙保険料に関する事項 

●労災保険の保険給付・特別支給金に関する請求等の事務手続 

●雇用保険の保険給付に関する請求書等の事務手続 

●雇用保険二事業に係る事務手続 

 

 

□ 事務組合に委託された労働保険事務については、原則として、当該事務組合の主たる事

務所の所在地を管轄する行政庁を所轄行政庁としているが、この場合の行政庁に労働基

準監督署は含まれない。 

（× H18雇 ★） 

⇒「含まれている。」 

 

 

□ 厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合となった団体は、労働保険事務を専業

で行わなければならない。 

（× H19雇 ★） 

⇒「行わなければならないという規定はない。」 

 

 

□ 労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料（印紙保険料を除く。）の納付

に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届

出に関する事務を処理することはできない。 

（× H19雇 ★） 

⇒「処理することはできる。」 
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□ 労働保険徴収法第 33条第 1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理

させることができると定められている労働保険事務として、次の記述のうち、誤ってい

るものはどれか。 

（Bが誤り。H23雇 ★） 

(A)雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務（○） 

 

(B)印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務（×） 

 

(C)雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務（○） 

 

(D)労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務（○） 

 

（E）労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務

（○） 
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【法 35条】労働保険事務組合の責務等 

 

□ 公共職業安定所長が雇用保険法第 9条第 1項の規定による労働者が被保険者となったこ

と又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの、委託事業主に対してする通知が、

労働保険事務組合に対してなされたときは、当該通知は当該委託事業主に対してなされ

たものとみなされる。 

（○ H25雇 ★） 

 

 

□ 労働保険徴収法第19条第 4項の規定により委託事業主に対してする認定決定の通知が労

働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、当該労働保険事務

組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっては当該委託事業主に及ばないこ

とがある。 

（× H25雇 ★） 

⇒「委託契約内容のいかんにかかわらず、当該委託事業主に及ぶ。」 

 

 

□ 労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、委託事業主

が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しない場合、当該概算保険

料を立て替えて納付しなければならない。 

（× H25雇 ★） 

⇒「立て替えて納付する義務はない。」 

 

 

□ 労働保険料の納付義務者である委託事業主に係る督促状を労働保険事務組合が受けたが、

当該労働保険事務組合が当該委託事業主に対して督促があった旨の通知をしないため、

当該委託事業主が督促状の指定期限までに納付できず、延滞金を徴収される場合、当該

委託事業主のみが延滞金の納付の責任を負う。 

（× H25雇 ★） 

⇒「その限度で労働保険事務組合も延滞金の納付の義務を負う。」 
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□ 政府は、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が、雇用保険の失業等給

付を不正に受給した場合に、それが労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によ

るものであっても、当該委託事業主に対し、不正に受給した者と当該委託事業主が連帯

して、失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることとな

り、当該労働保険事務組合に対してはその返還等を命ずることはできない。 

（× H25雇 ★） 

⇒「場合、当該労働保険事務組合に対し、不正に受給した者と連帯して、失業等給付の返還

又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。」 
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【法 34条】労働保険事務組合に対する通知等 

 

□ 事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない場合、政府

は、その事務組合に対して督促をすることができ、当該督促は当該委託事業主に対して

行われたものとみなされる。 

（○ H17雇 ★） 

 

 

□ 政府は、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の

納入の告知等を、その事務組合に対してすることができるが、この場合、事務組合と委

託事業主との間の委託契約の内容によっては、その告知等の効果が委託事業主に及ばな

いことがある。 

（× H18雇 ★） 

「内容のいかんにかかわらず、委託事業主に対してしたものとみなされ、法律上当然その告

知等の効果が委託事業主に及ぶ。」 
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【法 35条】労働保険事務組合の責任等 

 

□ 事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、金銭を事務

組合に交付したときは、その金額の限度で、事務組合は、政府に対して当該徴収金の納

付責任がある。 

（○ H17雇 ★）  

 

 

□ 事務組合の責めに帰すべき事由によって生じた労働保険料の延滞金については、当該事

務組合に対して国税滞納処分の例によって処分してもなお徴収すべき残余がある場合で

あっても、政府は、その残余の額を当該事務組合に事務処理を委託している事業主から

徴収することができない。 

（× H17雇 ★） 

⇒「徴収することができる。」 

  

 

□ 事業主が、労働保険事務の処理を委託した労働保険事務組合に労働保険料等の納付のた

め金銭を交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該

労働保険料等の納付の責めに任ずる。 

（○ H16災 ★） 

 

 

□ 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が、当該事務組合に対し

て確定保険料申告書を作成するための賃金等の報告をせず、その結果、当該事務組合が

申告納期までに確定保険料申告書を提出できなかったため、政府が確定保険料額を認定

決定し、追徴金を徴収する場合、当該事務組合は、その責めに帰すべき理由がないにも

かかわらず、その追徴金につき政府に対して納付の責めに任ずるものである。 

（× H15雇 ★） 

⇒「その責めに帰すべき理由がないので、その追徴金につき政府に対して納付の責めはない。」 
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□ 労働保険事務組合は、労働保険事務等処理委託事業主名簿と労働保険料等徴収及び納付

簿を事務所に備えておかなければならないが、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿

は備える必要はない。 

（× H20雇 ★） 

⇒「備えておかなければならない。」 

POINT≫【帳簿の保存期間】 

⇒3年間 

●「労働保険事務等処理委託事業主名簿」 

●「労働保険料等徴収及び納付簿」 

 

⇒4年間 

●「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿」 

 

 

□ 労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、9月 15日までに所定の事

項を記載した申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出

しなければならない。 

（× H20雇 ★） 

⇒「10月 15日までに」 

解説≫ 

報奨金の交付の申請時期に関して、平成 25年 5月 17日施行で 10月 15日に改正になってい

ます。 
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【費用の負担等】 

 

□ 事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から控

除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金

に応ずる額についてのみ行うことができるものとされているので、例えば、月給制で毎

月賃金を支払う場合に、1 年間分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除すること

はできない。 

（○ H25雇 ★） 

 

 

□ 雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の 2分の 1の額を負担しなければなら

ないが、当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を負担する必要はない。 

（× H22雇 ★） 

⇒「合わせて、当該被保険者に係る一般保険料額のうち、雇用保険率に応ずる部分の額から、

その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の 2分の 1の額を負担する必要がある。」 

 

 

□ 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している場合であって、免除対象高年齢労

働者を使用しない事業については、雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用

保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の 2 分の 1

を負担することとされている。 

（○ H22雇 ★） 

POINT≫【保険料の負担】 

●労災保険に係る保険料 

⇒全額事業主が負担 

●雇用保険に係る一般保険料 

（被保険者負担分） 

⇒賃金総額×（雇用保険率－二事業率）×1／2 

（事業主負担分） 

⇒賃金総額×（雇用保険率－二事業率）×1／2 

         ＋ 

     賃金総額×二事業率 

●雇用保険に係る印紙保険料 

⇒事業主と日雇労働日被保険者が折半負担 
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□ 一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額については、事業主及び労働者が 2

分の 1ずつを負担することとされている。 

（× H22雇 ★） 

⇒「事業主が全額負担する。」 

 

 

□ 海外派遣者の特別加入に係る第 3 種特別加入保険料については、当該海外派遣者と派遣

元の事業主とで当該第 3種特別加入保険料の額の 2分の 1ずつを負担することとされて

いる。 

（× H22雇 ★） 

⇒「全額事業主が負担する。」 

 

 

□ 事業主は、労働保険徴収法の規定に基づき、一般保険料の額のうち被保険者の負担すべ

き額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除する場合には、文書により、そ

の控除額を労災保険率に応ずる部分の額と雇用保険率に応ずる部分の額とに分けて当該

被保険者に知らせなければならない。 

（× H19災 ★） 

⇒「雇用保険率に応ずる部分の額を被保険者に知らせなければならない。」 

解説≫ 

労災保険率に応ずる額は、事業主が全額負担するので、知らせる必要はありません。 

 

 

□ 被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、被保険者に支払うべき賃金から

一般保険料に相当する額を控除することができるが、賃金が週払いである場合において、

事業主は、1 回分の支払賃金から 1 か月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて

控除することができる。 

（× H16雇 ★） 

⇒「はできない。」 

解説≫ 

賃金から控除できるのは、被保険者に賃金を支払う都度その賃金に応ずる額についてのみ

可能なので、設問のようにまとめて控除することはできません。 
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□ 被保険者が一般保険料を負担する場合に、事業主が被保険者に支払うべき賃金から一般

保険料に相当する額を控除したときは、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作

成して当該控除額を当該被保険者に知らせなければならず、口頭の通知のみで済ませる

ことはできない。 

（○ H16雇 ★） 

解説≫ 

一般的には給与明細書等（労働保険料[雇用保険料]控除に関する欄を設けている明細書）を

労働者に交付すれば足ります。 
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【法 37条】不服申立て 

 

【法 37条】 

 事業主は、概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定の処分について不服があると

きは、異議申立てをすることができる。 

 

□ 労働保険徴収法第19条第 6項の規定による納付済概算保険料の額が確定保険料の額を超

える場合の充当の決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都

道府県労働局歳入徴収官に対して異議を申し立てをすることができる。 

（× H25災 ★） 

⇒「厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。」 

解説≫ 

 徴収法に関しての異議申立ては、 

①概算保険料の認定決定 

②確定保険料の認定決定 

の 2点だけです。 

流れとしては、都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申し立て 

⇒その決定に不服があれば、厚生労働大臣に審査請求 

⇒裁判所に対しての処分取り消しの訴えは、厚生労働大臣の裁決又は決定を経た後でなけれ

ば提起することはできません。 

 

上記①、②以外の処分に不服があれば、 

⇒行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に審査請求することができます。 
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□ 労働保険徴収法第28条第 1項の規定による延滞金の徴収の決定の処分について不服があ

るときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てを

することができる。 

（× H25災 ★） 

⇒「厚生労働大臣に対して審査請求することができる。」 

解説≫ 

徴収法に関しての不服申し立ては、シンプルで 

・概算保険料の認定決定 

・確定保険料の認定決定 

の 2点は、異議申立て 

それ以外は、厚生労働大臣に対しての審査請求という流れです。 

 

 

□ 労働保険徴収法第15条第 3項の規定による概算保険料の額の認定決定の処分について不

服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申

立てをすることができ、その決定に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求

をすることができる。 

（○ H25災 ★） 

 

 

□ 労働保険徴収法第19条第 4項の規定による確定保険料の額の認定決定の処分について不

服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請

求をすることができ、その裁決に不服があるときは、厚生労働大臣に対して再審査請求

をすることができる。 

（× H25災 ★） 

⇒「異議申立て」 

⇒「審査請求」 

解説≫ 

「異議申立て」とは、実際に処分（判断）をした処分庁に対しての不服申立てで、 

「審査請求」とは、処分（判断）した処分庁以外の行政に対しての不服申立てになります。 

 

 

 

 

 

 



労働保険料徴収法 2014 

 

みんなの社労士合格塾 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 

 

□ 労働保険徴収法第25条第 1項の規定による印紙保険料の額の認定決定の処分について不

服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請

求をすることができる。 

（× H25災 ★） 

⇒「厚生労働大臣」 

解説≫ 

認定決定とあるので、正解のような気がしますが、あくまで 

・概算保険料の認定決定 

・確定保険料の認定決定 

に関して、都道府県労働局歳入徴収官に対しての異議申立てになります。 

合わせて、設問の後半には、都道府県歳入徴収官に対して、審査請求とありますが、この箇

所だけでも誤りです。 

 

 

□ 追徴金の徴収の決定について不服があるときは、当該決定をした都道府県労働局歳入徴

収官に対し、異議申立てをすることができる。 

（× H15雇 ★） 

⇒「厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。」 

 

 

□ 事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出せず、政府が確定保険料の額を決定

したとき、当該決定処分について不服申立てを行う場合には、厚生労働大臣に対する異

議申立てをしなければならない。 

（× H20災 ★） 

⇒「都道府県労働局歳入徴収官」 

 

 

□ 追徴金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合には、当該決定処分の処分庁た

る都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをすることはできない。 

（○ H20雇 ★） 
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□ 延滞金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合には、当該決定処分の処分庁た

る都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをすることができる。 

（× H20災 ★） 

⇒「厚生労働大臣に対して、審査請求をすることができる。」 

 

 

□ 追徴金の徴収の決定処分の取消しに関する訴訟は、いかなる場合においても、当該決定

処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起するこ

とができない。 

（× H20災 ★） 

⇒「審査請求があった日から 3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで、処分

の取り消しの訴えを提起することができる。」 

POINT≫【裁決を経ずに訴えの提起が可能な場合】 

●審査請求があった日から 3か月を経過しても裁決がないときは 

●処分や処分の執行等の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要がある場合 

●その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき 

 

 

□ 事業主が所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、政府が確定

保険料の額を決定したとき、当該決定処分の取消しに関する訴訟は、当該決定処分につ

いての異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後であれば、提起す

ることができる。 

（× H20災 ★） 

⇒「原則、審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することはでき

ない。」 
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【雑則】 

 

□ 事業主は、労働保険徴収法施行規則第 73条第 1項の代理人を選任し、又は解任したとき

は、代理人選任・解任届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しな

ければならない。 

（○ H25災 ★） 

 

 

□ 政府が労働保険料その他の労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、2 年

を経過したときは、時効によって消滅するとされているが、この時効には援用は要せず、

また、その利益を放棄することができないとされているので、時効成立後に納付義務者

がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府はその徴収権

を行使できない。 

（○ H25雇 ★★★） 

解説≫ 

時効とは、時効期間が過ぎれば法律上当然に成立するものではありません。 

民事上の債権では、時効が完成する要件として、時効によって利益を受けるものが、時効が

成立したことを主張する必要があります。この時効が成立した旨を主張することを 

「時効の援用」といいます。 

ただし、政府が労働保険料等を徴収する権利は、時効の援用をすることなく、時効の完成に

より消滅します。 

 

 

□ 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける

権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。 

（× H23雇 ★） 

⇒「2年」 
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□ 労働保険徴収法第15条第 3項の規定により概算保険料の額を決定した場合に都道府県労

働局歳入徴収官が行う通知には、時効中断の効力はない。 

（× H23雇 ★） 

「時効中断の効力がある。」 

解説≫ 

労働保険徴収法第 15条第 3項とは「概算保険料の認定決定」のことを指します。引き続

き読むと「概算保険料の額を決定した場合」とあるので、 

「労働保険徴収法第 15条第 3項の規定により」＝「概算保険料の額を決定した場合」 

＝「概算保険料の認定決定」と推測がつくと思います。 

設問の論点は、「労働保険料の徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の中断の効力がある。」

ということ誤りになります。 

 

 

□ 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であ

った団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日

から 5年間保存しなければならない。 

（× H23雇 ★） 

⇒「3年間（雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は 4年間）」 

 

 

□ 事業主が、労働保険徴収法第 42条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚

偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合に

は罰則規定が適用されるが、労働保険事務組合については、同様の場合であっても罰則

規定は適用されない。 

（× H23雇 ★） 

⇒「適用される。」 

解説≫ 

徴収法の罰則に該当すれば、「6か月以下の懲役又は 30万円以下の罰金」になります。 

 

 

□ 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される労働者の 2分の 1以上が

希望する場合において、その希望に反して雇用保険の加入の申請をしなかった場合、当

該事業主には罰則規定が適用される。 

（○ H23雇 ★） 
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□ 日雇労働被保険者を使用した場合に事業主が備え付けておく印紙保険料の納付に関する

帳簿：保存期間 3年 

（○ H22雇 ★） 

 

 

□ 雇用保険の被保険者に支払う賃金からその者の負担すべき一般保険料の額に相当する額

を控除する場合に、当該控除額を記載した帳簿で、事業主が備え付けておく一般保険料

控除計算簿：保存期間 3年 

（○ H22雇 ★） 

 

 

□ 労働保険事務組合が備え付けておく労働保険料等徴収及び納付簿：保存期間 3年 

（○ H22雇 ★） 

 

 

□ 概算・確定保険料申告書の事業主控：保存期間 4年 

（× H22雇 ★） 

⇒「保存期間 3年」 

 

 

□ 労働保険事務組合が備え付けておく雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿：保存期間

4年 

（○ H22雇 ★） 

 

 

□ 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、労働保険徴収法施行規則によって事

業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができるが、事業主は、

代理人を選任したときは、所定の様式により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄

公共職業安定所長に届け出なければならない。 

（○ H19災 ★） 
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□ 行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成

立していた事業の事業主の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は徴収法及

び同法施行規則の規定による帳簿書類のみならずその他必要と認められるいっさいの帳

簿書類の検査をさせることができる。 

（○ H16雇 ★） 
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□ 甲会社の事業内容、雇用保険被保険者数等は、以下のとおりである。甲会社の平成 24

年度分の概算保険料の雇用保険分の額として、正しいものはどれか。 

（Aが正しい。 H17雇 改題 ★） 

 

(1)事業内容 建設業 

 

(2)雇用保険に係る労働保険関係の成立日 平成 13年 4月 1日 

 

(3)雇用保険被保険者数 7名（短期雇用特例者及び日雇労働被保険者はいない） 

 

(4)雇用保険被保険者の平成 22年度当初の年齢 

35歳の者 2名、40歳の者 2名、59歳の者 1名、60歳の者 1名、65歳の者 1名 

 

(5)賃金総額の見込み額 5000万円（このうち上記 60歳の者に係る賃金額 600万円、65歳の

者に係る賃金額 400万円） 

 

(A)759,000円 (B)725,000円 (C)667,000円 (D)660,000円 (E)580,000円 

解説≫ 

計算問題は、実務でも必ず必要になります。合わせて、前提条件になる数字（今回の設問で

は、建設の事業の雇用保険率）はしっかり頭に入れて置く必要があります。 

今回の計算問題は、概算保険料の雇用保険分の算出です。 

 

雇用保険に関しては、保険年度の初日に 64歳以上の者は、免除対象高年齢労働者というこ

とで、雇用保険の保険料が免除されます。 

したがって、 

賃金総額の見込み額は 5,000万円－400万円＝4,600万円 

建設の雇用保険率は 1,000分の 16.5ということで 

4,600万円×16.5／1,000＝759,000円になります。 
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□ A会社の事業内容、労働者数等は、以下のとおりである。A会社の平成 24年度分の確定

保険料の労災保険分の額として、正しいものはどれか。 

（Bが正しい。H20災改題 ★） 

 

(1)事業内容 その他の各種事業 

(2)保険関係の成立年月日 平成元年 2月 26日 

(3)労災保険率 1000分の 3.5 

(4)一般拠出金率 1000分の 0.05 

(5)労働者数 15名(このうち平成 24年 4月 1日において満 64歳以上の者は 2名である。) 

(6)平成 24年度に支払われた賃金総額 30,000,400円(このうち上記 64歳以上の者 2名に支

払われた賃金総額は 500万円である。) 

 

 (A)106,500円 (B)105,000円 (C)88,750円 (D)87,501円 (E)875,000円 

解説≫ 

・賃金総額に 1,000円未満の端数があるときは、切り捨てられます。 

つまり 30,000,400円⇒30,000,000円 

・設問では、労災保険分の算出なので、64 歳以上の労働者がいても、労災分は免除されま

せん。 

・一般拠出金は、石綿（アスベスト）の救済措置として、すべての事業所に掛かるものです

が、確定保険料の労災保険分には含めないので、そのまま 1,000分の 3.5を使用します。 

 

⇒30,000,000円×3.5／1,000＝105,000円 
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□ 以下の派遣労働者に係る平成 24年度分の労働保険料（確定保険料分）について、派遣元

事業主及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者（以下「派遣先事

業主」という。）が納付するものとして、正しいものはどれか。なお、賃金総額及び派遣

元事業主、派遣先事業主の事業内容等は、以下のとおりである。また、派遣元事業主は、

下記派遣先にのみ労働者を派遣するものである。 

（Eが正しい。 H21雇 ★★） 

 

派遣労働者 平成 24年度において、派遣元事業主が雇用した満 60歳以下の労働者

であり、雇用保険の一般被保険者である。 

 派遣労働者の総数は 30名である。 

賃金総額 平成 24 年度において、上記派遣労働者に支払われた賃金総額は、1

億円である。  

 

 

 派遣元事業主 派遣先事業主 

事業内容 その他の各種事業 

（労働者派遣事業） 

自動車製造業 

（参考） 

保険率 

保険率 （労災保険率） 

・輸送用機械器具製造業（船舶製造又は修理業を除く。） 

1000分の 4.5 

・その他の各種事業     

1000分の 3 

（雇用保険率） 

・一般の事業       

1000分の 13.5  

 

 

 派遣元事業主 派遣先事業主 

A なし 1億円×（1,000分の 4.5＋1,000分の 13.5） 

B 1億円×1,000分の 13.5 1億円×1,000分の 4.5 

C 1億円×1,000分の 13.5 1億円×1,000分の 3 

D 1億円×（1,000分の 3＋1,000分の 13.5） なし 

E 1億円×（1,000分の 4.5＋1,000分の 13.5） なし 
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解説≫ 

まず、押さえるポイントとして、派遣に関しては、派遣元の事業が労災保険、雇用保険の

適用事業として、一般保険料は派遣元の労働保険の保険関係に基づき徴収されます。 

ただし、派遣に関しての労災保険率は、派遣先での作業実態に応じ決定されるので、設問の

場合は、派遣先である自動車製造業ということで労災保険率は 1,000分の 4.5を使います。 

したがって、 

（E）の 1億円×（1,000分の 4.5＋1,000分の 13.5）が正解になります。 

 

 

 

 


