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【法 3条】適用事業 

 

□ 労災保険法第 3 条は、「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とす

る。」と定めており、労働者を使用しない事業において業務に従事する者（一人親方

等）には、労災保険法が適用されることはない。 

（× H17 ★） 

⇒「特別加入することにより労災保険法が適用される事がある。」 

解説≫ 

労働基準法第 9 条に規定する労働者を、1 人でも使用していれば、原則として労災保

険の適用事業になります。 

ただし、後半の論点のように、一人親方その他の自営業者は、労働者を使用しなくても

労災保険に加入すること（特別加入）ができます。 

 

 

□ 労働者に該当しない者であっても、適用事業において業務に従事する一定の者には、

労災保険法が適用される場合がある。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

中小事業主等は、特別加入することにより労災保険法が適用される場合があります。 

 

 

□ 適用事業に使用される労働者であれば、出入国管理及び難民認定法による在留資格な

いし就労資格を有しない外国人にも、労災保険法の適用がある。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

在留資格や就労資格を持っていない不法就労者であっても、日本国内の適用事業に使

用される者は、労災保険法が適用されます。 

労災では、不法就労者を労働者として保護しますが、出入国管理法等で罰則の適用の可

能性が発生します。 
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□ 労働者災害補償保険法第 3条第 1項の適用事業において労働に従事する者であって、

当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において当該事業の事業

主に使用される労働者に該当しないものは、次のうちどれか。 

なお、以下において、労災保険法とは労働者災害補償保険法のことを、労災保険とは

労働者災害補償保険のことを、徴収法とは労働保険の保険料の徴収等に関する法律の

ことをいう。 

（Bが誤り。 H16 ★） 

解説≫ 

 労災保険の適用事業として、労働者に該当するかどうかの設問です。 

（B）の派遣労働者が誤りです。派遣元の労働者として扱います。 

もともと労働基準法上の災害補償責任が派遣元事業主にあります。 

労災保険法と労働基準法との関係でみれば、労災保険法の適用についても同様に、 

派遣元事業主を労災保険の適用事業とするのが正しい規定になります。 

（A）（D）に関して、所定労働時間の長短にかかわらず労働者に該当します。 

 

(A)所定労働日数のうち在宅勤務の日数が 4分の 3以上を占める者（○） 

 

(B)労働者派遣事業の事業主から派遣されて、派遣先の適用事業において当該事業の事業

主の指揮命令を受けて労働に従事する者 

 

(C)移籍出向の場合における出向先の適用事業において労働に従事する者（○） 

 

(D)1週間の所定労働時間が 20時間未満の者（○） 

 

(E)技能実習生として就労する外国人（○） 
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□ 労働者を使用する事業であれば、事業主がその旨を所轄行政庁に届け出ない場合でも、

一部の事業を除き、適用事業である。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

届出の有無にかかわらず、その事業が開始された日に法律上労災保険に係わる保険関

係が成立します。 

設問に「一部の事業を除き」とありますが、これは暫定任意適用事業のことを指してい

ます。 

 

 

□ 労働者を必ずしも常時使用していない事業であっても、労働者を使用する場合には、

一部の事業（暫定任意適用事業等）を除き、適用事業に該当する。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

 常時労働者を使用していなくても、パートやアルバイトを使用していれば、労災保険

の適用事業になるので正しい設問になります。 

 

 

□ 試みの使用期間中で雇入れ後 14日未満の者には、労災保険法は適用されない。 

（× H20 ★） 

⇒「適用される。」 

解説≫ 

試みの使用期間中の者であっても、雇い入れの日から労災保険法が適用されます。 

 

 

□ 派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、派遣先の指揮命令を受け

て従事した労働によって生じた業務災害については、派遣先を労災保険の適用事業と

して保険給付が行われる。 

（× H20 ★） 

⇒「派遣元の」 

解説≫ 

 派遣労働者に関しては、派遣元事業主の事業に係る保険関係により適用されます。 
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□ 労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業（労働基準法別表第 1に掲げる事業を

除く。）には適用されないが、独立行政法人（独立行政法人通則法第 2条第 2項にめ

る特定独立行政法人を除く。）の職員には適用される。 

（○ H20 ★） 

【法 3条 2項】適用除外 

 国の直営事業及び官公署の事業については、この法律は、適用しない。 

 

POINT≫ 

●特定独立行政法人の職員 

⇒適用除外（国家公務員災害補償法が適用） 

（【特定】と付けば、労災適用除外） 

●特定独立行政法人以外の独立行政法人 

⇒労災保険適用（一般企業と同様の扱いです。） 

 

●地方公共団体の現業の職員（公務員）、非常勤の職員 

⇒労災保険適用 

（ただし、常勤の職員⇒地方公務員災害補償法が適用） 

 

★特定独立行政法人とは、独立行政法人のうち、その業務の停滞が国民生活や社会経済

の安定に著しい支障を及ぼすと認められる法人で職員の身分は国家公務員のままになり

ます。 

現在、国立印刷局、造幣局、国立病院機構を含めて 8法人なります。 

★現業の職員とは、具体的には学校の用務員や学校給食調理師、公用車の運転手。 

公権力に直接係わらない仕事をする公務員のことで、労災保険が適用されます。 
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□ 労災保険法による保険給付は、労働者を使用するすべての事業について、業務上の事

由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して行われる。 

（× H21 ★★） 

⇒「労働者を使用する事業」 

解説≫ 

 労災保険法 3条 1項には「労災保険法においては、労働者を使用する事業を適用事業

とする。」とあります。 

設問のように「すべての事業」となれば、暫定任意適用事業も含まれるので誤りになり

ます。 

 問題文の中に「すべて」とか「必ず」という言葉が出てきたら、他に例外がないのか

どうか注意する必要があります。 
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【法 7条】保険給付の種類 

 

□ 業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第 1の 2第 1号から

第 10 号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しな

ければ、業務上の疾病とは認められない。 

（○ H19 ★★） 

POINT≫【業務上の疾病の範囲】⇒労働基準法施行規則別表第 1の 2  

１号⇒業務上の負傷に起因する疾病 

２号⇒紫外線、赤外線にさらされる業務による皮膚疾患、眼疾患 

３号⇒身体に過度の負担のかかる重激な業務や重量物を扱う業務による筋肉、腱、腰痛

等の疾患 

４号⇒化学物質、化合物等による疾病 

５号⇒粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症等 

６号⇒細菌、ウイルス制の病原体による疾病（医療業務従事者等のＣ型肝炎等） 

７号⇒がん原性物質、がん原性因子（ベンジジンや石綿）による肺がんや中皮腫 

８号⇒長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務（脳出血、

脳梗塞、心筋梗塞等） 

９号⇒人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負荷を与える事象を伴う

業務による精神および行動の障害又はこれに附随する疾病 

１０号⇒１号から１０号までに掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病  

１１号⇒その他業務に起因することの明らかな疾病 

 

解説≫ 

 「業務上の疾病」とは、業務の過程において病気になったということです。 

機械に挟まれて怪我をしたという事案（つまり、業務上の負傷）は、誰が見ても怪我の

程度等は明らかです。 

一方、重量物を扱い腰痛になったとか、粉じんの飛散する場所や石綿にさらせる業務で

の疾病は、客観的に判断の付きにくい病気です。 

そのために、これらの病気に関しては、具体的に疾病の原因や種類が列挙されていると

いうことです。 

 

ただし、具体的に疾病の原因や種類が列挙されている疾病に該当しなくても 

「その他業務に起因することの明らかな疾病（労働基準法施行規則第 1の 2第 11号）に

該当すれば業務上の疾病となります。 
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□ 厚生労働省令（労働基準法施行規則別表第 1の 2）では、業務上の疾病を例示してお

り、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの明らかな疾病」であるが、

その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示している。 

（× H17 ★） 

⇒「告示されていない。」 

 

 

□ 業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第 1の 2の各号に掲げら

れている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められない。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

 業務に関連する疾病の範囲に関する法的な根拠（労働基準法施行規則別表第 1の 2第

1号から第 10号までその他業務に起因することの明らかな疾病）は、頻出問題です。 

 

 

□ 業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、厚生労働省

令（労働基準法施行規則別表第 1の 2）で定められており、通勤による疾病として療

養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生労働省令の規定が準用される。 

（× H17 ★★） 

⇒「疾病の範囲は、労働者災害補償保険法施行規則第 18条の 4において、[通勤による

負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病]と定められている。」 

解説≫ 

 通勤による疾病の範囲は、労働者災害補償保険法施行規則第 18条の 4において、「通

勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」とされていま

す。 

前半の論点は、業務上の保険給付である療養補償給付の疾病の範囲で、正しい設問にな

ります。 

後半の論点は、通勤による保険給付である療養給付の疾病の範囲の設問になります。 

 

●業務上と通勤では、根拠条文が相違します。 
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□ 業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発し

ても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。

（× H19 ★） 

⇒「業務上の疾病として引き続き保険給付が行われる。」 
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医療従事者等の業務上の認定 

 

□ 厚生労働省労働基準局長通知（「C型肝炎、エイズ及び MRSA感染症に係る労災保険に

おける取扱いについて」平成 5年 10月 29日付け基発第 619号）における労災保険の

取扱いについての次の記述のうち誤っているものはどれか。 

なお、本問において「医療従事者等」とは、医療機関、試験研究機関、衛生検査所等

の労働者又は医療機関等が排出する感染性廃棄物を取り扱う労働者のことをいう。 

（Ｄが誤り。 H23 ★★★） 

解説≫ 

 まともに解答出来た受験生はほとんどいなかった問題ではないでしょうか。 

ただ、ここ数年、本試験に業務上の範囲として「労働基準法施行規則別表第 1 の 2」が

出題されていたので、その中身を大まかに覚えていた受験生は容易な問題であったかも

知れません。問題の解き方としては、1行ずつ丁寧に読みこむ問題ではありません。 

１つずつポイントを押さえて、同じ論点と異なる論点をグループ分けして、異なる論点

から確認していきます。 

個別に見ていくと、 

（A）医療従事者等が、ＨＣＶに業務上接触し、C型肝炎を発症。保険給付の対象に該当

するかどうか。 

（B）医療従事者等が、ＨＣＶに感染。検査は療養の範囲に含まれるかどうか。 

（C）医療従事者等が、ＨＩⅤに感染。保険給付の対象に該当するかどうか。 

（D）医療従事者等が、ＭＲＳＡに感染。労働基準法施行規則別表 1の 2第 1号の（業務

上の負傷に起因する疾病）に該当するかどうか。 

（E）医療従事者等が、Ｃ型急性肝炎を発症。業務に起因すると判断される要件が適正か

どうか。 

（A）（B）（C）は同じような論点になります。 

（E）は、要件の問題ですが、「原則として」とあるように、問題自体白黒明確ではあり

ません。 

（D）を見ると、（業務上の負傷に起因する疾病）とあります。 

基本的に院内感染の設問であり、ケガをしてＭＲＳＡ感染を設問の範囲に入れるのは、

無理があるので、（D）が間違いの問題ということになります。 

（同論点の A、B、Cを１肢毎に確認していくと時間がなくなります。） 

学習が進んだ方であれば、「労働基準法施行規則別表 1の 2」の中身として、 

第６号は、細菌、ウイルス制の病原体による疾病（医療業務従事者等のＣ型肝炎等） 

と押さえていれば、簡単な問題かもしれません。 

なお、「業務上の負傷による疾病」とは、皮膚をケガをして、そこから細菌等が入り込み

疾病になるようなケースです。 
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(A)医療従事者等が、C 型肝炎ウイルス（以下、本問の選択肢において「HCV」という。）

の感染源である HCV保有者の血液に業務上接触したことに起因して HCVに感染し、C型

肝炎を発症した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上必要な治療

は保険給付の対象となる。（○） 

 

(B)医療従事者等について、HCV に汚染された血液への接触の後、HCV 抗体検査等の検査

（当該血液への接触の直後に行われる検査を含む。）が行われた場合には、当該検査結果

が、業務上外の認定に当たっての基礎資料として必要な場合もあることから、医師がそ

の必要性を認めた場合に行われる当該検査は、業務上の負傷に対する治療上必要な検査

として保険給付の対象に含めるものとして取り扱われるが、当該血液への接触以前から

既に HCV に感染していたことが判明している場合のほか、当該血液への接触の直後に行

われた検査により、当該血液への接触以前から HCVに感染していたことが明らかとなっ

た場合には、その後の検査は療養の範囲には含まれない。（○） 

 

 (C)医療従事者等が、ヒト免疫不全ウイルス（いわゆるエイズウイルス。以下、この選

択肢において「HIV」という。）の感染源である HIV 保有者の血液に業務上接触したこと

に起因して HIV に感染した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上

必要な治療は保険給付の対象となる。（○） 

 

(D)業務に起因する医療従事者等のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）感染症は、労

働基準法施行規則別表第 1の 2第 1号（業務上の負傷に起因する疾病）に該当するもの

とされている。（×） 

⇒「第 6号 1又は 5に該当するものとされている。」 

 

(E)医療従事者等の C型急性肝炎は、原則として、次に掲げる要件をすべて満たすものに

ついては、業務に起因するものと判断される。 

①C型急性肝炎の症状を呈していること。（○） 

②HCV に汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実

が認められること。 

③HCV に感染したと推定される時期から C 型急性肝炎の発症までの時間的間隔が C 型急

性肝炎の潜伏期間と一致すること。 

④C型急性肝炎の発症以後において HCV抗体又は HCV-RNA（HCV遺伝子）が陽性と診断さ

れていること。 

⑤業務以外の原因によるものでないこと。 
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脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く。）の認定基準 

 

□ 「脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く。）の認定基準につい

て」（平成 13年 12月 12日付け基発第 1063号）は、脳血管疾患及び虚血性心疾患等

（負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という。）について、その発症

の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態（以下

「血管病変等」という。）が長い年月の生活の営みの中で形成され、それが徐々に進

行し、増悪するといった自然経過をたどり発症に至るものであるが、業務による明ら

かな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪

し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓

疾患は、その発症に当たって、業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起

因することの明らかな疾病として取り扱うとしている。同認定基準は、業務による明

らかな過重負荷を「異常な出来事」、「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」

に区分し、認定要件としているが、これらの三種類の過重負荷の評価期間についての

次の記述のうち、正しいものはどれか。 

（Ａが正解。 H22 ★★） 

解説≫ 

 問題文自体長文です。このような問題をまともに精読している時間はありません。 

問題の「起承転結」の中で、「起」と「結」を見ていきます。 

「起」に当たる箇所が、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く。）

の認定基準」 

「結」に当たる箇所が、同認定基準は、業務による明らかな過重負荷を「異常な出来事」、

「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」に区分し、認定要件としているが、こ

れらの三種類の過重負荷の評価期間についての次の記述のうち、正しいものはどれか。 

  

問題作成者は、 

「異常な出来事」「短期間の過重業務」「長期間の過重業務」の 3 種類の過重負荷の評価

期間についての正誤を聞いてきているだけです。 

次に、各肢を確認していきます。 

それぞれ、「異常な出来事」「短期間の過重業務」「長期間の過重業務」の期間に対して正

しい肢を選んでいきます。 

「異常な出来事」・・・発症直前から前日までの間 

「短期間の過重業務」・・・発症前おおむね１週間 

「長期間の過重業務」・・・発症前おおむね 6か月 

どれか１つでも、覚えていれば、それぞれの肢を消去していけば正解に近づきます。 

全く頭の片隅になければ、ヤマ感で答えるしかありません。 

知っているか知らないかの問題に時間をかけても意味がありません。 
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切り替えて次の問題に進むのが得策です。 

設問は、今後、択一含めて出題される可能性は高いので、しっかり押さえてください。 

 

(A)「異常な出来事」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」に

ついては発症前おおむね 1週間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね 6か

月間を評価期間とする。（○） 

 

(B)「異常な出来事」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」に

ついては発症前おおむね 1か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね 3

か月間を評価期間とする。 

 

(C)「異常な出来事」については発症直前から 1 週間を、「短期間の過重業務」について

は発症前おおむね 1か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね 6か月間

を評価期間とする。 

 

(D)「異常な出来事」については発症直前から 1 週間を、「短期間の過重業務」について

は発症前おおむね 1か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね 1年間を

評価期間とする。 

 

(E)「異常な出来事」については発症直前から 1 週間を、「短期間の過重業務」について

は発症前おおむね 3か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね 1年間を

評価期間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



労働者災害補償保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 14 

 

心理的負荷による精神障害の認定基準について 

 

□ 厚生労働省労働基準局長通知（「心理的負荷による精神障害の認定基準について」平

成 23年 12月 26日付け基発 1226第 1号。以下「認定基準」という。）に関する次の

記述のうち、誤っているものはどれか。 

なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。

（Eが誤り。 H24 ★★） 

解説≫ 

個々の選択肢の内容は、初めて目に触れる内容が多いのではないでしょうか。 

選択肢のポイントを見ていきます。 

（A）認定基準の要件について 

（B）ストレス‐脆弱性理論について 

（C）業務による心理的負荷について 

（D）時間外労働を行った時の心理的負荷の総合評価について 

（E）自殺を図った場合の業務起因性 

今後も同様の論点が出題される可能性があるので要注意です。 

誤っている肢は（E）になります。 

 

 

(A)認定基準においては、次のいずれの要件も満たす場合に、業務上の疾病として取り扱

うこととしている。（○） 

①対象疾病を発病していること。 

②対象疾病の発病前おおむね 6 か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること。 

③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこ

と。 

 

(B)認定基準における対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷（ス

トレス）と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、

心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし、逆

に脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス－脆弱

性理論」に依拠している。（○） 

 

(C)認定基準においては、「業務による強い心理的負荷」について、精神障害を発病した

労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかで

はなく、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する同種の労働者が一般

的にどう受け止めるかという観点から評価されるとしている。（○） 
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(D)認定基準においては、例えば対象疾病の発病直前の 3週間におおむね 120時間以上の

時間外労働を行っていたときには、手待時間が多いなど労働密度が特に低い場合を除き、

心理的負荷の総合評価を「強」と判断するとしている。（○） 

 

(E)認定基準においては、労災保険法第 12条の 2の 2が労働者が故意に死亡したときは、

政府は保険給付を行わないと規定していることから、業務により精神障害を発病したと

認められる者が自殺を図った場合には、業務起因性は認められないとしている。（×） 

⇒「業務起因性は認められている。」 

解説≫ 

 業務上精神障害を発病し自殺を図った場合は、正常の認識、行為選択能力が著しく阻

害され、自殺行為を思いとどまる精神的抑止力が著しく阻害されている状態と推定し 

業務起因性が認められています。 

新聞紙上で見かける「自殺の労災認定」は、まさにこのことです。 
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【法 7条 1項・2項】通勤災害の認定他 

 

□ 通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める疾病をいう。

（× H19 ★★★） 

⇒「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病で」 

解説≫ 

 「通勤途上での負傷」は、階段から転落し骨折したとか、ビルの建設現場から物体が

落ちてきて負傷した等があります。  

「通勤による疾病」とは、例えば通勤中にタンクローリーが横転し化学物質等を吸い込

み急性中毒にかかり肺に疾病が生じた場合などが該当します。但し、厚生労働省令で定

める疾病だけです。 

 

設問の「通勤途上で生じた疾病」とは、例えば電車の中で風邪をうつされた場合などで

すが、当然労災保険の通勤による疾病には該当しません。 

 

  

□ 通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の

範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。 

（× H20 ★★） 

⇒「準用されない。」 

POINT≫ 

●通勤による疾病の範囲⇒厚生労働省令（労働者災害補償保険法施行規則第 18条の 4） 

●業務上の疾病の範囲⇒厚生労働省令（労働基準法施行規則別表第 1の 2） 

 

 

□ 通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で定める疾病

に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が告示で定

めている。 

（× H21 ★★） 

⇒「厚生労働大臣が告示しているわけではない。」 

解説≫ 

 前半の論点は正しい設問です。 

後半の論点に関して、厚生労働大臣が告示で定めているわけではないので誤りになりま

す。 
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□ 労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復

すること（業務の性質を有するものを除く。）は、 通勤に該当する。 

（○ H18 ★） 

【法 7条 2項】通勤の定義 

通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により

行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 

1．住居と就業の場所との間の往復 

2．厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 

3．第１号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動（厚生労働省令で定める要

件に該当するものに限る。） 

 

 

□ 労働者が、就業に関し、厚生労働省令で定める就業の場所への他の就業の場所から合

理的な経路及び方法により移動すること（業務の性質を有するものを除く。）は、通

勤に該当する。 

（× H18 ★★） 

「厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業場所への」 

解説≫ 

 法 7条 2項の通勤の定義に 

「厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動」があります。 

これは、事業場間移動「第 1の就業場所から第 2の就業場所への移動」のことを指し、

第 1の就業場所（最初の就業場所）に関しては、「厚生労働省令で定める就業場所」と規

定されています。 

設問では、第 2 の就業場所が「厚生労働省令で定める場所」での設問になっているので

誤りになります。 

 

POINT≫【厚生労働省令で定める場所】とは 

●労働者災害補償保険の適用事業 

●特別加入者（個人タクシー業者等の通勤災害に関しての適用がない者を除く。） 

●その他上記に類する就業の場所 
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□ 労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居

間の移動であって厚生労働省令で定める要件に該当するものを、合理的な経路及び方

法により行うこと（業務の性質を有するものを除く。）は、通勤に該当する。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

 法 7条の 3番目の通勤の定義になります。 

「3．住居と就業の場所との往復に先行し、又は後続する住居間の移動（厚生労働省令で

定める要件に該当するものに限る。）」 

住居間の移動とは、単身赴任者が、帰省先住居と赴任先住居の間を移動することをいい

ます。 

厚生労働省令の要件に該当すれば、通勤として認めてくれます。 

 

「厚生労働省令で定める要件」とは 

転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが、往復の

距離等を考慮して困難な場合であり、やむを得ない事情により当該転任の直前の住居に

居住している配偶者等と別居することとなる場合です。 

「やむを得ない事情」とは 

・配偶者が要介護状態にある父母や同居の親族を介護する場合 

・配偶者が引き続き就業している場合等 

・同居の子が学校に在学し養育する必要がある場合 

等々があります。 

 

 

□ 赴任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する

者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的

的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所

との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えない

が、「反復・継続性」とは、おおむね 2か月に 1回以上の往復行為又は移動がある場

合に認められる。 

（× H25 ★） 

⇒「おおむね毎月 1回以上」 
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□ 通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱又は中断の

間及びその後の移動は、原則として通勤に該当しない。 

（○ H18 ★） 

POINT≫【通勤途上の状況による通勤災害の判断】 

①合理的経路上の 

災害 

②ささいな行為中

の災害 

逸脱・中断中の 

災害 

逸脱・中断後の 

災害 

○ ○ × 
原則）×通勤でない 

例外）注① 

○⇒通勤災害 

×⇒通勤災害ではない   

注①）日常生活上必要な行為による逸脱・中断後、合理的な経路、方法に復した後は 

通勤災害         

 

【用語の定義】 

●「ささいな行為」⇒逸脱、中断として扱わない。 

・公衆便所の使用 

・経路上でのたばこ、ジュースの購入等 

●「日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合」 

⇒逸脱・中断中は通勤として扱わない。ただし、合理的な経路に復した後は通勤として

認められる。 

・日用品の購入その他これに準ずる行為 

・公共職業能力開発施設において行われる職業訓練 

・選挙権の行使 

・病院又は診療所において診察又は治療を受けること 

・要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養してい

る孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護（継続的に又は反復して行われる場合に限る。） 

●「逸脱」とは、通勤の途中で就業又は通勤と関係ない目的で合理的な経路からそれる

こと 

●「中断」とは、通勤の経路上で通勤とは関係ない行為を行うこと 

 

 

□ 通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合でも、その逸脱又は中断

が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむをえない事由に

より行うための最小限度のものであるときは、その逸脱又は中断の間を除き、その後

の移動は、通勤に該当する。 

（○ H18 ★） 

 



労働者災害補償保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 20 

 

□ 労災保険法第 7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活

上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うた

めの最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。 

（× H23 ★） 

⇒「当該逸脱又は中断の間を除き同条の通勤とする。」 

 

 

□ 寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合は、通勤に該当することはない。 

（× H24 ★） 

⇒「通勤に該当することもある。」 

解説≫ 

 就業場所への遅刻に関しては、要件（経路や方法）に該当すれば、通勤に該当するの

で誤りになります。 

 

 

□ 運動部の練習に参加する目的で、午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から

住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合も、通勤に該

当する。 

（× H24 ★） 

⇒「通勤に該当しない。」 

解説≫ 

 運動部の練習は、就業との関連性はないと認められるので通勤には該当しません。 

 

 

□ 日々雇用される労働者が公共職業安定所等でその日の職業紹介を受けるために住居

から公共職業安定所等まで行く行為は、通勤に該当しない。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

 公共職業安定所に赴く行為（設問では、職業紹介を受ける）は、実際に就業している

わけではないので、通勤には該当せず正しい設問になります。 
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□ 昼休みに自宅まで時間的に十分余裕をもって往復できる労働者が、午前中の業務を終

了して帰り、午後の業務に就くために出勤する往復行為は、通勤に該当しない。 

（× H24 ★） 

⇒「通勤に該当する。」 

解説≫ 

 単純に設問の往復行為は就業との関連性が認められ通勤に該当します。 

法律では、通勤の定義に 1日の往復回数は規定されていません。 

 

 

□ 業務の終了後、事業場施設内で、サークル活動をした後に帰宅する場合は、社会通念

上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合

を除いても、通勤に該当することはない。 

（× H24 ★） 

⇒「通勤に該当することもある。」 

解説≫ 

 社会通念上、就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間になる場

合を除き、要件に該当すれば通勤に該当することもあるので正しい設問になります。 

 

 

□ 通勤の途中において、歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷した

場合、通勤による災害と認められない。 

（× H25 ★） 

⇒「通勤災害と認められる。」 

 

 

□ 自殺の場合も、通勤の途中において行われたのであれば、通勤災害として認められる。

（× H25 ★） 

⇒「通勤災害として認められない。」 

 

 

□ 通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合、通勤災害として認められ

る。 

（× H25 ★） 

⇒「通勤災害として認められない。」 
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□ 通勤災害等に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組み合わせは、後

記 Aから Eまでのうちどれか。 

（C（イとエ）が誤り。 H25 ★） 

ア 通勤の途中、経路上で遭遇した事故において、転倒したタンクローリーから流れ出

す有害物質により急性中毒にかかった場合は、通勤によるものと認められる。（○） 

 

イ 政府は、療養の開始後 3以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。 

⇒「一部負担金は徴収しない。」（×） 

 

ウ 政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者から

は、一部負担金を徴収しない。（○） 

 

エ 労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を合理的な経路及び方法に

より行うことのみが通勤に該当する。（×） 

⇒「以外でも通勤に該当するものがある。」 

 

オ 女性労働者が一週間に数回、やむを得ない事情により、就業の場所からの帰宅途中

に最小限の時間、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家に立ち寄ってい

る場合に、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当する。（○） 

 

A （アとウ） 

B （アとエ） 

C （イとエ） 

D （イとオ） 

E （ウとオ） 
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【法 7条 1項 1号】業務災害の認定 

 

□ 事業場内での事故による負傷であっても、例えば自動車の整備に従事する者が事業場

の施設内で休憩時間中に喫煙しようとしたところガソリンの染み込んだ作業衣に引

火して生じた火傷は、休憩時間中の私的行為によるものであるので、業務上の負傷に

該当しない。 

（× H19 ★） 

⇒「業務上の負傷に該当する。」 

 

 

□ 出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る

行為（自宅から次の目的地に赴く行為を含む。）については、当該立ち寄る行為が、

出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の場合

と同様、業務として取り扱われる。 

（○ H25 ★） 

解説≫ 

 出張中は、全般の行程を業務行為として扱うので、設問のように、著しい逸脱がなけ

れば、業務として取り扱ってくれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



労働者災害補償保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 24 

 

【法 8条】給付基礎日額 

 

□ 給付基礎日額は、労働基準法第 12 条の平均賃金に相当する額とされているが、この

場合において、同条第 1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事

由又は通勤による負傷、疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とさ

れる。 

（× H19 ★） 

⇒「負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確

定した日とされる。」 

解説≫ 

 前半、後半の 2つの論点で構成されています。 

前半は、給付基礎日額の定義そのものです。 

後半は、平均賃金の算定事由発生日からの出題です。 

それぞれの論点は基本的な事項です。 

論点毎に正誤を判断していくクセを付けながら問題を読み進めてください。 

 

 

□ 給付基礎日額は、労働基準法第 12 条の平均賃金に相当する額とされ、この場合にお

いて、同条第 1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務災害及び通勤災

害による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は業務災害及び通勤災

害による疾病の発生が診断によって確定した日である。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 給付基礎日額は、労働基準法第 12 条の平均賃金に相当する額とされているが、この

平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労

働省令で定めるところによって所轄労働基準監督署長が算定する額が給付基礎日額

とされる。 

（○ H15 ★） 

 

 

□ 労働基準法第 12 条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でない

と認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督署長が

算定する額を給付基礎日額とする。 

（○ H21 ★） 
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□ 休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、四半期（1

～3月、4～6月、7～9月、10～12月）ごとの毎月勤労統計における労働者 1人当た

り平均給与額が 100分の 110を超え、又は 100分の 90を下るに至った場合には、そ

の上昇し、又は低下した四半期の次の四半期から、その上昇し、又は低下した比率を

乗じてスライドされた額となる。 

（× H15 ★） 

⇒「翌々四半期から」 

解説≫ 

 給付基礎日額のスライド制に関する設問です。 

このような設問は、最初に数字をチェックするのが正誤の早道です。 

ポイントは下記 3点の数字の確認です。 

数字の前後の「超え、下回る」という表現にも注意してください。 

・四半期（（1～3月、4～6月、7～9月、10～12月） 

・100分の 110を超え、又は 100分の 90を下る 

・四半期の次の四半期 
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□ 休業補償給付又は休業給付（以下この問において「休業補償給付等」という。）の額

の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準法第 12 条の平均賃金

に相当する額が用いられるが、休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休

業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して 1年 6か月を経過した日以後の日

である場合において、四半期（1～3月、4～6月、7～9月、10～12月）ごとの毎月勤

労統計における労働者 1 人当たりの平均給与額が休業補償給付等の算定事由発生日

の属する四半期の平均給与額（「毎月きまって支給する給与」の 1か月平均額）の 100

分の 110を超え、又は 100分の 90を下るに至ったときは、その上昇し、又は低下す

るに至った四半期の翌々四半期の初日以後に支給事由が生じた休業補償給付等につ

いては、その上下した数値を労働基準法第 12 条の平均賃金に相当する額に乗じてス

ライドさせた額が給付基礎日額として用いられる。 

（× H19 ★） 

⇒「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開

始した日から起算して 1年 6か月を経過した日以後の日である場合において、」を削除す

れば正しい。 

解説≫ 

休業給付基礎日額のスライド制に関する設問です。 

スライド制が適用になる時期は、四半期毎の平均給与額が10％超の変動が生じた場合に、

変動が生じた四半期の翌々四半期からになります。 

 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ H 

 

・Ａ四半期に算定事由発生 

・Ｃ四半期に平均給与額が 10％超の変動 

スライドの適用は 

⇒Ｃ四半期の翌々四半期 

つまり、Ｅ四半期からスライドが適用されます。 

1度スライド制が適用されても、 

例えば、Ｆ四半期の平均給与額が前回基準のＣ四半期をベースにして 10％超の変動があ

れば、同じく翌々四半期である H四半期からスライドが適用されます。 

 

設問では、「療養を開始した日から起算して 1年 6か月を経過した日以後の日」とありま

すが、年齢階層別の最低・最高限度額の適用と混同させる問題になっています。 
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□ 労災保険法による保険給付（療養補償給付及び療養給付並びに二次健康診断等給付を

除く）の額の算定には、原則として、労働基準法第 12 条の平均賃金に相当する額の

給付基礎日額を用いるが、年金たる保険給付（療養開始後 1年 6か月を経過した日以

後の休業補償給付又は休業給付を含む。）については、厚生労働大臣が、厚生労働省

令で定める年齢階層ごとに、毎年の賃金構造基本統計における常用労働者の平均賃金

月額を基準として定める給付基礎年額を用いる。 

（× H15 ★★） 

⇒「（療養補償給付及び療養給付、介護補償給付及び介護給付並びに二次健康診断等給付）」 

⇒「給付基礎日額」 

解説≫ 

給付基礎日額を使って算定する給付には、現金で支給する休業補償給付等があります。 

例外として、給付基礎日額で算定しない現金給付として介護（補償）給付があります。 

介護（補償）給付は、月を単位として厚生労働大臣が定める額を支給するため給付基礎

日額を用いることはありません。 

設問では、介護（補償）給付が抜けているので誤りになります。 

葬祭料については、 

①315,000円＋給付基礎日額の 30日分（原則） 

②給付基礎日額の 60日分（最低補償額） 

ということで、給付基礎日額を算定の基礎として用います。 

現金給付以外の現物給付としては、設問のとおり療養（補償）給付、二次健康診断等

給付があります。 
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□ 給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働大臣が最低

限度額又は最高限度額を定めており、休業補償給付等又は年金たる保険給付を支給す

べき事由が生じた時期にかかわらず、その額の算定に用いられる給付基礎日額が当該

最低限度額に満たず、又は当該最高限度額を超える場合には、この最低限度額又は最

高限度額が当該休業補償給付等又は年金たる保険給付の額の算定基礎として用いる

べき給付基礎日額となる。 

（× H19 ★） 

⇒「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開

始した日から起算して 1年 6か月を経過した日以後の日である場合において」 

解説≫ 

年齢階層別の最低限度額・最高限度額が適用される保険給付には大きく 2つあります。 

1つは「休業給付基礎日額」。 

休業給付基礎日額は、休業（補償）給付の算定の際に用います。 

もう 1つは「年金給付基礎日額」。 

傷病（補償）年金、障害（補償）年金、遺族（補償）年金の算定の際に用います。 

 

設問では、3 行目に「時期にかかわらず」とありますが、それぞれ適用の時期が異なる

ため誤りになります。 

 

相違点は下記のように【適用される時期】と【適用する際の年齢】に関しての 2 点にな

ります。 

 休業給付基礎日額 年金給付基礎日額 

適用時期 療養開始日から起算して 

1年6か月を経過した日以後の日 

年金が支給される最初の月から 

年齢 休業（補償）給付が支給すべき

事由が生じた日の属する 

四半期の初日における年齢 

 

年金たる保険給付を受けるべき労働

者の 8 月 1 日における年齢で同日か

ら 1年間適用 

ただし、遺族（補償）年金に関して

は、死亡労働者が生存していると仮

定した場合の 8月 1日の年齢 
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□ 療養の開始後 1年 6か月を経過した後の休業補償給付又は休業給付の算定の基礎とし

て用いる休業給付基礎日額と年金たる保険給付の算定の基礎として用いる年金給付

基礎日額とは、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が同じである。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

 ともに、年齢階層別の最低限度額、最高限度額は同じ金額になります。 

相違点は上記の解説にあるように、適用される時期と適用する際の年齢に関しての 2 点

です。 

 

 

□ 給付基礎日額のうち、①年金給付の額の算定の基礎として用いるもの、②療養開始後

1年 6か月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付又は休業給付の額の算

定の基礎として用いるもの、③障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時

金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いるものについては、所定の年齢階

層ごとの最高限度額及び最低限度額が設定されている。 

（× H21 ★） 

「③障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の

算定の基礎として用いるもの」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

年齢階層別の最低限度額・最高限度額については、一時金に関しては適用されません。 

休業補償給付や年金給付のように、支給される期間が長くなってもその時期における世

間の賃金状況に応じて支給する仕組みが年齢階層別の最低限度額・最高限度額というこ

とになります。 

 

最低・最高限度額については、前年の賃金構造基本統計の調査決果に基づき 7月 31日ま

でに告示されます。 
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□ 年金たる保険給付の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準

法第 12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、 毎月勤労統計における労働者 1

人当たりの平均給与額が給付基礎日額の算定事由発生日の属する年度（4月から翌年

3月まで）における平均給与額の 100分の 110 を超え、又は 100分の 90を下るに至

った場合は、その上下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を労働基準法第

12 条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が、算定事由発生日の属す

る年度の翌々年度の 8月以降の給付基礎日額として用いられる。 

（× H19 ★） 

⇒「法 8 条の給付基礎日額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年

度（4月～7月までの月分は、前々年度）の平均給与額を算定事由発生日の属する年度の

平均給与で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率（スライド率）を乗じて

得た額を」 

解説≫ 

給付基礎日額には、2つあります。1つは「休業給付基礎日額」、 

もう 1つは「年金給付基礎日額」。 

設問の冒頭にある「年金たる保険給付の額の算定に用いられる給付基礎日額」とは、「年

金給付基礎日額」の事を指します。 

 

設問の中段に「100分の 110を超え、又は 100分の 90・・・」という表現がありますが、

これは休業給付基礎日額の適用基準についての記述のため誤りになります。 

 

 

□ 障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の

算定に用いる給付基礎日額のスライドは、休業補償給付又は休業給付の額の算定に用

いる給付基礎日額のスライドに準ずる。 

（× H15 ★） 

⇒「年金たる保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。」 

POINT≫【一時金の給付基礎日額】 

●スライド制については、年金給付基礎日額と同様の方法を適用。 

●年齢階層別の最低限度額、最高限度額の適用はなし。 
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□ 障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の

算定の基礎として用いる給付基礎日額は、当該一時金を受ける権利が療養開始後 1年

6か月を経過するまでの間に生じたものであるときは、その期間内に係る休業給付基

礎日額により、当該権利が療養開始後 1年 6か月を経過した日以後の日に生じたもの

であるときは、療養開始後 1年 6か月を経過した日以後の日に係る休業給付基礎日額

による。 

（× H16 ★） 

⇒「年金給付基礎日額と同様の方法によりスライド制が適用される。」 

解説≫ 

 一時金に関してのスライドは、年金給付基礎日額と同様の方法を用います。 

設問では、「療養開始後 1年 6か月」とありますが、休業給付基礎日額の年齢階層別と混

同させる問題です。 

 

 

□ 障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の

算定に用いる給付基礎日額のスライドは、年金たる保険給付の額の算定に用いる給付

基礎日額のスライドに準ずる。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 給付基礎日額に 1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

（× H15 ★） 

⇒「切り上げるものとする。」 

 

 

□ 給付基礎日額に 1円未満の端数があるときは、それが 1円に切り上げられる。 

（○ H21 ★） 
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【法 7条】保険給付の種類 

 

□ 労災保険の保険給付には、業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付

のほか、業務上の事由及び通勤のいずれにも関連する保険給付として、二次健康診断

等給付がある。 

（× H16 ★） 

⇒「及び通勤のいずれにも」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

二次健康診断等給付は、通勤に関連する保険給付ではないため誤りになります。 

 

 

□ 労災保険の保険給付のうち、労働基準法に規定する災害補償の事由と関連するものは、

療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び葬祭料に限られる。

（× H16 ★） 

⇒「傷病補償年金」を加えれば正解。 

解説≫ 

問題文の最後に「限られる」というような表現の時は、他に要件等の漏れがないか要

注意。 

 

 

□ 労災保険の保険給付のうち、業務災害に関する保険給付は、労働基準法に規定する災

害補償の事由が生じた場合にのみ行われるのであって、その種類は、給付を受けるべ

き者の請求に基づく療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬

祭料及び介護補償給付に限られる。 

（× H22 ★） 

⇒「行われるものではない。」 

⇒「及び介護補償給付」を削除。 

解説≫ 

介護補償給付は、労災保険の独自給付であり、労働基準法に対応した給付ではありま

せん。 
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□ 労災保険の保険給付は、いずれも、その事由が生じた場合に、当該保険給付を受ける

ことができる者からの請求に基づいて行われる。 

（× H20 ★） 

⇒「請求だけではなく、労働基準監督署長の職権により行われる。」 

解説≫ 

傷病補償年金及び傷病年金は、所轄労働基準監督署長の職権により支給決定されます。 

 

 

□ 業務災害又は通勤災害により受けるべき最初の保険給付について被災者の請求が認

められた場合には、その後に当該業務災害又は通勤災害に関し引き続いて生ずる事由

に係る保険給付について政府が必要と認めるときは、当該被災者からの請求を待つま

でもなく職権で保険給付が行われる。 

（× H21 ★） 

⇒設問のような規定はないため誤りになります。 

解説≫ 

 設問の意図は、保険給付の請求や職権を絡めた問題です。傷病（補償）年金は職権。

それ以外の給付は請求という原則をしっかり押さえていれば、惑わされることなく間違

いと判断できる問題です。 

繰り返し見る必要はありません。 

 

 

□ 労災保険の保険給付は、業務災害に対する迅速公正な保護だけでなく、通勤災害に対

しても同様な保護をするために行われるものであるが、通勤災害に関しては、業務災

害に係る介護補償給付に対応する保険給付は定められていない。 

（× H22 ★） 

⇒「定められている。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



労働者災害補償保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 34 

 

【法 13条】療養補償給付 

 

□ 療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は厚生労

働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われ

る。 

（× H17 ★） 

⇒「都道府県労働局長の指定する。」 

POINT≫【療養補償給付】 

●原則）現物給付である療養の給付 

⇒「社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が

指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者」において行われる。 

●例外）現金給付である療養の費用の支給 

⇒「療養の給付をすることが困難な場合」又は「療養の給付を受けないことについて労

働者に相当の理由がある場合」に、療養の給付に変えて療養の費用が支給 

 

 

□ 療養の給付は、労災保険法第 29条第 1項の事業（社会復帰促進事業）として設置さ

れた病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局

若しくは訪問看護事業者において行われる。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生労働大

臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。 

（× H21 ★） 

⇒「都道府県労働局長が指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者に

おいて行う。」 
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□ 傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療

の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治

ゆしたものとして療養補償給付又は療養給付は行われない。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

「治癒」とは、病状が安定し、疾病が固定した状態をいい、治療の必要のなくなった

状態をいいます。 

つまり、治癒（治療の必要のない状態）すれば、療養（補償）給付は行われません。 

具体例） 

●リハビリテーション医療・・・療養補償給付 

●温泉療養・・・療養補償給付の対象外 

●病院等の付属施設による医師が直接指導のもとに行う温泉療養・・・療養補償給付 

 

 

□ 療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

 休業補償給付は、「労働者が業務上の負傷等により療養のため労働することができない

ため・・・」とあります。 

当然、通院しながら（療養補償給付）でも休業補償給付はもらえます。 

 

 

□ 療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

 傷病補償給付の要件は、治っていないこと（治癒前）が条件です。 

治っていないということは、療養補償給付を受給中で、当然併給されます。 

障害補償給付は、治癒後のことなので、療養補償給付とは併給されません。 
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□ 療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治

療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は

診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送のほか、政府が療養上

相当と認めるものに限られる。 

（× H21 ★） 

⇒「のうち、療養上相当であると政府が必要と認めるものに限られる。」 

解説≫ 

 一見すると正解のように見えますが、最後の「⑥移送のほか、政府が療養上相当と認

めるもの・・・」の箇所が誤りです。７つめの項目のような表現になっています。 

条文上は、 

「6つの項目」＋「療養上相当であると政府が必要と認めるものに限られる。」 

政府が認めてくれなければ、療養の給付の範囲ではないということです。 

 

横断≫ 

健康保険法の「療養の給付」の範囲の相違には、「移送」が入っていません。 

 

 

□ 療養補償給付は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、

④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療

所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送であって、政府が必要と認

めるものを対象としており、これらのうち①から⑤までについては「療養の給付」と

し、⑥については「療養の費用」を支給することとされている。 

（× H20 ★） 

⇒後半の論点の規定はないため誤り。 

 

 

□ 業務上の傷病について、労働基準法は、使用者がその費用で「必要な療養」を行い、

又は「必要な療養の費用」を負担しなければならないとし、その「療養の範囲」とし

て、労働基準法施行規則は具体的な療養項目のうち「療養上相当と認められるもの」

と定めており、これに対応して、労災保険法は、療養補償給付たる「療養の給付」の

範囲として、同様な療養項目のうち「政府が必要と認めるものに限る」と定めている。 

（○ H19 ★） 
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□ 療養の給付の範囲については、労災保険法第 13条第 2項各号に定められているが、

いずれも「政府が必要と認めるものに限る」とされており、その具体的な範囲につい

ては、厚生労働大臣が告示で定めている。 

（× H15 ★） 

⇒「厚生労働大臣が告示で定めているわけではない。」 

 

 

□ 療養給付を受ける労働者（厚生労働省令で定める者を除く。）は、その費用の一部と

して 200円（健康保険の日雇特例被保険者にあっては 100円）を負担する。ただし、

療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に支給すべき事由の生じ

た日に係るものについて厚生労働省令で定める額を減額した休業給付の支給を受け

た労働者については、この限りでない。 

（○ H17 ★★） 

POINT≫【厚生労働省令で定める者（一部負担金が徴収されない者）】 

①第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者 

②療養の開始後 3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者 

③同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者 

解説≫ 

 療養給付とは、労働者が通勤災害に合い、病院等へ行き診察や治療を受ける現物支給

のことをいいます。療養給付に関しては、病院等へ行った際、200 円（健康保険の日雇

特例被保険者にあっては 100円）の一部負担金を支払います。 

ただし、上記の厚生労働省令で定める者については、一部負担金は徴収されないという

ことです。 

後半の論点は、休業第 4 日目に支給される休業給付から一部負担金相当額を減じること

により、一部負担金の徴収に代えることができるということで正しい設問になります。 

 

 

□ 政府は、療養給付を受ける労働者（法令で定める者を除く。）から、200 円（健康保

険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については 100円）を一部負担金とし

て徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、現に

療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。 

（○ H24 ★） 
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□ 療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給すべき休

業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することができる。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者についても、一部負担金

は徴収される。 

（× H24 ★） 

「一部負担金は徴収されない。」 

 

 

□ 労災保険におけるリハビリテーション医療とは、業務上の事由又は通勤による傷病に

より療養中の労働者に対して当該傷病に係る本来の治療に加え、理学療法、作業療法

等を個々の症例に応じ総合的に実施して、労働能力の回復を図り職場復帰への医学的

指針を与えるまでの一連の行為をいい、療養補償給付又は療養給付の一環として行う

ものである。 

（○ H15 ★） 

 

 

□ 療養の費用が支給されるのは、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給

付を受けないことについて労働者に緊急やむを得ない事情がある場合に限られる。 

（× H15 ★） 

⇒「労働者に相当の理由がある場合である。」 

 

 

□ 療養補償給付又は療養給付は、社会復帰等促進事業として設置された病院若しくは診

療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事

業者において療養の給付を行うのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難な場

合その他療養の給付を受けないことについて当該労働者に相当の理由がある場合に

は、療養の給付に代えて療養の費用を支給することとなる。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働

者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。 

（○ H19 ★） 
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□ 療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うこ

とが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等

による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。 

（× H21 ★） 

⇒「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」 

解説≫ 

 療養の費用の支給に関しては、頻出問題です。 

・「療養の給付を行うことが困難な場合」 

・「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」 

上記は、正確に暗記する必要があります。逆に考えると、少しでも表現や言い回しに相

違があれば間違った論点である可能性が考えられます。 

 

 

□ 療養補償給付又は療養給付を受けようとする者は、療養の給付又は療養の費用の支給

のいずれについても、所定の請求書を当該療養に係る病院若しくは診療所、薬局又は

訪問看護事業者を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 

（× H15 ★） 

⇒「療養の給付を受けようとする者は、」 

POINT≫【療養補償給付の請求】 

療養の給付 療養の費用の支給 

・「療養補償給付たる療養の給付請求書」を 

指定病院等を経由して 

所轄労働基準監督署長へ提出 

・指定病院等の変更の場合 

⇒新たな療養の給付を受けようとする指定

病院等を経由して、届書を提出 

「療養補償給付たる療養の費用請求書」

を直接、 

所轄労働基準監督署長へ提出 

解説≫ 

 設問の冒頭には、療養補償給付とあり、療養補償給付には、 

「療養の給付」と「療養の費用の支給」と 2つあります。 

後半には、「指定病院等を経由」とあるので、療養の給付の請求の流れになります。 
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□ 療養補償給付又は療養給付の請求書は、療養の給付又は療養の費用のいずれについて

も、療養を受ける病院、診療所等を経由し所轄労働基準監督署長に提出しなければな

らない。 

（× H20 ★） 

⇒「療養の給付の請求書は」 

解説≫ 

 療養補償給付とくれば、療養の給付（現物給付）と療養の費用（現金給付）の 2 つの

ことを指します。 

それぞれの請求の流れは相違するので誤りになります。 

 

 

□ 療養の給付を受ける労働者が当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとす

るときは、改めて所定の事項を記載した届書を、当該療養の給付を受けようとする指

定病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

（× H21 ★） 

⇒「所轄労働基準監督署長に提出する。」 

解説≫ 

指定病院等を変更する場合には、新たな療養の給付を受けようとする指定病院等を経

由して、届出を提出する必要があります。 

変更後の指定病院等の窓口に届出を提出するということです。 

設問では、「当該給付を受けようとする（つまり変更後）指定病院等を経由・・・」と

いうことで、ここまでは正しい論点。 

最後の「承認・・・」とありますが、承認というような規定はない為誤りになります。 

 

 

□ 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した請

求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、その場合に、負傷又は発

病の年月日、傷病の発生状況等をはじめ、傷病名及び療養の内容並びに療養に要した

費用（病院又は診療所の労働者が提供する看護及び訪問看護又は移送に要した費用を

除く。）の内容について、医師その他の診療担当者の証明を受ける必要がある。 

（× H19 ★） 

⇒「負傷又は発病の年月日、傷病の発生状況等をはじめ」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

「負傷又は発病の年月日」「傷病の発生状況等」については、事業主の証明のため医師

等の証明は不要です。 
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□ 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月

日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の

原因及び発生状況、⑤傷病名及び療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給

付を受けなかった理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければ  

ならない。この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものとして、正

しいものはどれか。 

（Dが正しい。 H22 ★） 

A ①～⑦ 

B ②～⑦ 

C ③～⑦ 

D ③、④ 

E ③、④、⑦ 

POINT≫【療養の給付の請求書、療養の費用の請求書 証明事項】 

●事業主⇒ 

「負傷又は発病の年月日」 

「災害の原因及び発生状況」 

●診療担当者⇒ 

「傷病名及び療養の内容」 

「療養に要した費用」 
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□ 療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病

院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しな

ければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられていないものはどれか。

（Dが正解 H25 ★） 

A 災害の発生の時刻及び場所（○） 

B 通常の通勤の経路及び方法（○） 

C 療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地（○） 

D 加害者がいる場合、その氏名及び住所（×） 

E 労働者の氏名、生年月日及び住所（○） 

 

POINT≫【療養給付たる療養の給付の請求書記載事項】（通勤災害の場合） 

（①～⑤の記載事項は療養補償給付（業務上）と同事項） 

 

①労働者の氏名、生年月日及び住所（設問 A） 

②事業の名称及び事業場の所在地 

③負傷又は発病の年月日 

④災害の原因及び発生状況（設問 A） 

⑤療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地（設問 C） 

⑥災害の発生時刻及び場所 

⑦災害が発生した場合の区分に応じた所定の事項 

⑧通常の通勤の経路及び方法（設問 B） 

⑨住所又は就業の場所から災害発生の場所に至った経路、方法、所要時間その他の状況 

解説≫ 

 療養補償給付の請求の流れは頻出問題ですが、今後は試験対策上、請求書の内容まで

確認していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



労働者災害補償保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 43 

 

休業補償給付 

 

【法 14条】休業補償給付 

  休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することが

できないために賃金を受けない日の第４日目から支給するものとし、その額は、１日に

つき給付基礎日額の 100分の 60に相当する額とする。 

 

□ 休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働す

ることができないために賃金を受けない日の第 4日目から支給される。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金

を受けない日の第 4日目から支給されるが、それまでの 3日間については、労働基準

法第 76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

 労働基準法第 75条～84条に災害補償の条項があります。 

業務上負傷、疾病した場合の療養補償、そのために休業し賃金を受けない場合の 

休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料があります。 

使用者は、労働者が業務中に負傷、疾病した場合には使用者責任として、補償をしなく

てはなりません。 

ただし、使用者としては補償能力を含めて、リスクを軽減したいので、「保険」の制度を

使用した労働者災害補償保険で使用者の負担を軽くしている仕組みになっています。 

同じく労働者も安心して働くことができます。 

 

労働基準法の災害補償は、あくまで「業務上」だけです。通勤災害に対しては、労働基

準法ではカバーしていないので、労働者災害補償保険法で規定しています。 

 

労災では、最初の 3 日間（継続・断続問わず）を待期期間と称し休業補償給付の支給は

ありませんが、事業主が労働基準法の規定により休業補償を支給します。 
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□ 休業補償給付は、業務上の傷病による休業（療養のため労働することができないため

に賃金を受けない場合をいう。）の第 4日目から支給されるが、この第 4日目とは、

休業が継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した日の第 4日目のこと

である。 

（○ H21 ★） 

横断≫ 

健康保険法に、傷病手当金という保険給付があります。 

内容は労災の休業補償給付の私傷病版です。 

 

労災と同じように 3 日間の待期期間があり、4 日目から支給されますが、この 3 日間に

関しては、連続（継続）していることが必要です。 

●労災の休業（補償）給付⇒継続・断続問わない。 

●健康保険法の傷病手当金⇒継続 

 

 

□ 労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受け

ない場合には、その第 1日目から第 3日目までは使用者が労働基準法第 76条の規定

に基づく休業補償を行い、第 4日目からは休業補償給付が支給される。 

（○ H15 ★） 

 

 

□ 休業給付が支給されない休業の初日から第 3日目までの待期期間について、事業主は

労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

 休業給付とくれば、通勤災害のことになり、通勤災害に関しては、労働基準法の休業

補償の中に規定はないので正しい設問になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



労働者災害補償保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 45 

 

□ 労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受

けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の一部負担金に相当する

額を減額した休業給付が第 1日目から支給される。 

（× H15 ★★） 

⇒「最初に支給すべき事由の生じた日（第 4 日目）に係わる休業給付についてのみ行わ

れる。」 

【法 31条 2項】一部負担金 

 政府は、療養給付をうける労働者（省令で定める者を除く）から、200 円を超えない

範囲内で省令で定める額を一部負担金として徴収する。 

 

解説≫ 

 労災の試験問題に関しては、業務上災害なのか通勤災害なのか、どちらの論点なのか

を区別しながら解いていく必要があります。 

冒頭に「労働者が通勤による傷病・・・」とあるので、通勤災害に関して設問になりま

す。 

 なお、療養補償給付（業務上の災害）に関しては、一部負担金（病院の窓口で支払う

負担金）はなく、100％無料で療養の給付を受けられますが、 

療養給付（通勤災害）に関しては、原則 200円の一部負担金が必要になります。 

 

 

□ 休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働す

ることができないために賃金を受けない場合に支給されるものであるから、労働契約

の期間満了等により労働関係が消滅した後においても、当該傷病による療養のため労

働することができないために賃金を受けない状態にある限り、支給される。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

 保険給付を受ける権利は、労働者が退職した後でも要件に該当すれば、そのまま支給

されます。 
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□ 業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない労働

者として休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の期間満了によって解

消した場合には、療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にあ

るとはいえず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。 

（× H21 ★） 

⇒「休業補償給付を受けることができる。」 

解説≫ 

 労働者の退職（労働契約の解消）により保険給付を受ける権利は変更されないので、

要件に該当する限りは、引き続き休業補償給付を受けることができます。 

 

 

□ 業務上の事由又は通勤による負傷が治った後に義肢の装着のため再手術、機能回復訓

練等を行うために休業する場合には、療養のため労働することができない場合に該当

しないので、休業補償給付又は休業給付は、支給されない。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

 「負傷が治った後に」ということで、設問は治ゆ後のことになります。 

休業補償給付又は休業給付は、業務上の負傷又は疾病による療養のための治療中である

ことが条件です。 

治ゆ後の義肢の装着のための再手術、リハビリテーション等による休業は、支給対象に

はなりません。 

 

 

□ 業務上の負傷が治ゆしても重い障害が残ったため、義肢の装着に必要な手術、術後の

リハビリテーション等を受けて労働することができないために賃金を受けない場合

は、療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に該当しないので、

休業補償給付は支給されない。 

（○ H21 ★） 
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□ 休業補償給付又は休業給付の支給を受けている労働者が療養開始後 3 年を経過した

ときは、労働基準法第 19条第 1項の規定による解雇制限が解除される。 

（× H16 ★） 

解説≫ 

 設問のような規定はないために誤りになります。 

打切補償（解雇制限の解除）と混同させる問題です。 

『療養の開始後 3 年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後に

おいて傷病補償年金を受けることとなった場合には、打切補償を支払ったものとみなさ

れ、解雇制限が解除される。』 

 

 

□ 休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃

金を受けることができない場合であれば、出勤停止の懲戒処分のため雇用契約上賃金

請求権が発生しない日についても支給される。 

（○ H25 ★★★）判例・・・雪島鉄工所事件 

解説≫ 

 最高裁の判決です。レッカー車の運転手として雇用されていた者が積み荷をクレーン

により降ろす作業の際にトラック運転手から暴行を受けたことにつき業務上の事由によ

る負傷であるとして休業補償の請求をした事例。 

（お互いが喧嘩になり、懲戒処分になったと推測されます。） 

「その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有

しない日でも、休業補償給付の支給がされると解するのが相当である。」というのが判決

です。 

 

 

□ 労働者が留置施設に留置されて懲役、禁錮又は拘留の刑の執行を受けている場合、休

業補償給付は支給されない。 

（○ H24 ★） 

POINT≫【休業補償給付が支給されないケース】 

●刑事施設、労役場等に拘禁されている場合 

●少年院等に収容されている場合 

解説≫ 

休業補償給付は、賃金を受けない場合の生活補てんが目的です。 

ある意味上記の施設に入っている場合は、食うに困らない状態ですので休業補償給付は

支給されません。 
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【法 14条第 1項】休業補償給付の支給額 

 

□ 休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働す

ることができないために賃金を受けない日について支給される。したがって、労働す

ることができなくても、平均賃金の 60％以上の金額が支払われた日は、休業補償給

付又は休業給付は支給されない。 

（○ H16 ★） 

POINT≫【休業補償給付の支給額】 

原則 所定労働時間の一部分労働した日 

1日について、 

給付基礎日額×60／100 

1日について 

（給付基礎日額－労働に対して支払われ

た賃金額）×60／100 

解説≫ 

（原則）給付基礎日額が 10,000円として 

労働者が、全部休業し賃金がない場合には、休業補償給付は 6000円になります。 

 

会社が給付基礎日額の 100分の 60以上の賃金を出した場合には、休業補償給付は支給

されません。（賃金を受けない日とはみなされません。） 

つまり、会社が 6000円の賃金を支払えば⇒休業補償給付はなし。 

5999円（100分の 60未満）までであれば、休業補償給付は 6000円支給されます。 

（合わせて、5999円＋6000円が労働者に入ります。現実的ではありませんが・・・） 

 

（一部労働の場合） 

給付基礎日額が 10000円として、一部労働が 3000円の場合。 

計算式に当てはめて、（10000円－3000円）×60／100＝4200円・・・休業補償給付 

労働者に対しては、一部労働の賃金（3000 円）と休業補償給付（4200 円）を合計した

7200円が手元に入ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



労働者災害補償保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 49 

 

□ 業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため所定労働時間の一部について労働す

ることができないために、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の

60％未満の金額しか支払われていない日は、当該傷病の療養のため労働することがで

きないために賃金を受けない日に該当する。 

（○ H16 ★） 

POINT≫【賃金を受けない日】とは、 

①労働不能の時間についてまったく賃金を受けない日（全部労働不能） 

②労働不能の時間について平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金の差額の60％

未満の金額しか受けない日（一部労働不能） 

 

 

□ 傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することが

できない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の

60％以上の金額が支払われたときも、使用者により休業補償が行われた日とされる。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

 傷病が所定労働時間内に発生した場合の待期の扱いに関しての設問です。 

待期期間の 3日間については、傷病が発生した日を含めます。 

合わせて、その日に 60％以上の賃金が支払われても待期期間になります。 

労働者に極力不利にならないように対処しています。 

 

 

□ 休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働す

ることができないために賃金を受けない日の第 4日目から支給されるが、労働するこ

とができない日であっても、平均賃金の 60％以上の金額が支払われた日は、待期期

間 3日の日数には算入されない。 

（× H16 ★） 

⇒「待期期間の 3日の日数には算入される。」 

解説≫ 

 少し読みにくい設問です。 

前半の論点は、基本的な事項で正しい設問になります。 

後半の論点ですが、待期期間に関しては、賃金の有無にかかわらず、3 日間としてカウ

ントするので誤った設問になります。 
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□ 労働者が業務上の事由又は通勤による傷病に係る療養のため所定労働時間のうちそ

の一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付又は休業給付の額は、給付基礎

日額（労災保険法第 8条の 2第 2項第 2号に定める額（以下この問において「最高限

度額」という。）を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の適

用がないものとした場合における給付基礎日額）から当該労働に対して支払われる賃

金の額を控除して得た額（当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、

最高限度額に相当する額）の 100分の 60に相当する額である。 

（○ H15 ★） 

解説≫ 

 読みにくい設問です。 

このような設問の場合には、（   ）の部分を除いて読んでいき、全体の論点を把握し、

次に（   ）の内容の正誤を判断していくのが近道です。 

 

設問の論点は、所定労働時間のうち一部について労働者した場合の支給額に関してで

す。 

「（給付基礎日額－賃金）×60／100」ということで正解になります。 

 

 

□ 業務災害又は通勤災害による傷病による療養のため所定労働時間の一部について労

働することができないために賃金を受けない日についての休業補償給付又は休業給

付の額は、実際に労働した部分についての賃金額と給付基礎日額との差額の 60％に

相当する額となる。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することが

できない日に係る休業補償給付の額は、当該労働日に所定労働時間労働した場合に受

けるべき賃金額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額（当該控

除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額）の

100分の 60に相当する額である。 

（× H18 ★） 

⇒「給付基礎日額」 
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□ 労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することが

できない日に係る休業補償給付の額は、当該労働日に所定労働時間労働した場合に受

けるべき賃金額（その額が給付基礎日額を超える場合にあっては、給付基礎日額）か

ら実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額（当該控除して得た額が最

高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額）の 100 分の 60に相当

する額である。（× H18 ★） 

⇒「給付基礎日額」 

 

 

□ 労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することが

できない日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額から実際に労働した部分につい

ての賃金額を控除して得た額（当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっ

ては、 最高限度額に相当する額）の 100分の 60に相当する額である。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することが

できない日に係る休業補償給付の額は、当該労働日に所定労働時間労働した場合に受

けるべき賃金額又は給付基礎日額のいずれか高い額から実際に労働した部分につい

ての賃金額を控除して得た額（当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっ

ては、最高限度額に相当する額）の 100分の 60に相当する額である。 

（× H18 ★） 

⇒「給付基礎日額」 

 

 

□ 労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することが

できない日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額又は実際に労働した部分につい

ての賃金額のいずれか高い額（その額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限

度額に相当する額）の 100分の 60に相当する額である。 

（× H18 ★） 

⇒「給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額」 
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□ 業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部しか労働できなかった日の休業補償

給付の額は、給付基礎日額から当該労働に対して支払われた賃金の額を差し引いた額

（その額が最高限度額を超える場合には最高限度額に相当する額）の 100分の 60に

相当する額となる。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 休業補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。 

（× H24 ★） 

⇒「併給されない。」 
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【法 12条の 8第 3項】傷病補償年金 

 

【法 12条の 8第 3項】傷病補償年金 

傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に

係る療養の開始後１年６箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当すると

き、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続し

ている間、当該労働者に対して支給する。 

1．当該負傷又は疾病が治っていないこと。 

2．当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当するこ

と。 

 

□ 傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後 1年 6か月を経過した日

以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働

省令で定める傷病等級に該当する場合に、請求に基づき支給される。 

（× H16 ★） 

⇒「所轄労働基準監督署長が職権による支給決定する。」 

解説≫ 

 傷病補償年金の受給手続きの問題です。 

傷病補償年金は、労働者からの請求ではありません。 

所轄労働基準監督署長が職権により決定します。 

所轄労働基準監督署長が、療養開始後 1年 6カ月を経過した日において、 

傷病が治っていない場合に、同日後 1 カ月以内に「傷病の状態等に関する届書」を提出

させます。 

POINT≫【届書及び報告書】 

「傷病の状態等に関する届書」 「傷病の状態等に関する報告書」 

所轄労働基準監督署長は、労働者の負傷又

傷病が療養の開始後 1年 6カ月を経過した

日において治っていないとき 

⇒同日以後 1カ月以内に 

労働者は 

「傷病の状態等に関する届書」を提出 

毎年 1月 1日から同日末日までの間の日に

ついて休業補償給付の支給を請求しよう

とする場合に、当該 1月 1日において療養

の開始後 1年 6月を経過しているとき 

⇒請求書に添えて 

「傷病の状態等に関する報告書」を 

所轄労働基準監督署長に提出 
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□ 傷病補償年金又は傷病年金の支給を受ける者の障害の程度が軽減して厚生労働省令

で定める傷病等級に該当しなくなったときは、その月をもって傷病補償年金又は傷病

年金は打ち切られ、また、休業補償給付又は休業給付の支給が再開されることもない。

（× H16 ★） 

「要件に該当すれば再開される。」 

解説≫ 

 前半の論点は正しい設問になります。 

ここで言う「傷病等級」とは、第 1級から第 3級で、障害補償給付で規定されている 

「障害等級」と同一です。 

 

 

□ 傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後 3年を経過した日以後に

おいても当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令

で定める傷病等級に該当すると認められる場合には、所轄都道府県労働局長は、職権

をもって支給を決定するものとされている。 

（× H16 ★） 

⇒「療養の開始後 1年 6か月を経過した日」 

⇒「所轄労働基準監督署長」 
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□ 業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、療養開始後 1年

6か月を経過した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障

害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当し、又は該当することとなったとき

は、その状態が継続している間、当該労働者に対して傷病補償年金又は傷病年金が支

給され、これらの年金を受ける者には休業補償給付又は休業給付は支給されない。 

（○ H15 ★） 

解説≫ 

 傷病補償年金と休業補償給付との関係に関しての設問です。 

傷病補償年金が支給されると、それまでの休業補償給付は支給されなくなります。 

【休業補償給付】⇔【傷病補償年金】は、切り替えられる関係にあるので、重症になっ

たり、軽減した場合には、行ったり来たり切り替えられます。 

併給されることはありません。（過度の支給になります。） 

 

休業補償給付も傷病補償年金も治ゆしていないことが前提ですので、現物給付である療

養補償給付は当然、要件に該当すれば給付を受けられます。 

 

治ゆしたら、要件に該当すれば障害補償給付に移行します。 

同時に療養補償給付も受けることはできなくなります。 

 

 

□ 傷病補償年金を受ける者には、介護補償給付は行わない。 

（× H25 ★） 

⇒「要件に該当すれば行われる。」 

解説≫ 

 介護補償給付は、障害補償年金（治ゆ後給付）又は傷病補償年金（治ゆ前給付）を受

ける権利を有する労働者が、一定の要件に該当したときに支給されるので、併給される

こともある。 
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□ 傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後 1年を

経過しても治らず、かつ、障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場

合に、所轄労働基準監督署長がその支給を決定する。傷病補償年金又は傷病年金の支

給が決定された場合には、休業補償給付又は休業給付は支給されない。 

（× H19 ★） 

⇒「療養開始後 1年 6カ月を経過」 

解説≫ 

 数字に関しては、正確にチェックする必要があります。 

傷病補償年金に関しては、「療養開始後 1年 6カ月経過後」になるので、1行目から誤っ

た設問になります。 

極端に言うと、1 行目で正誤の判断が付く設問なので、以降の文章は読む必要がない問

題です。 

 

 

□ 傷病補償年金は、業務上の傷病に係る療養の開始後 1年 6か月を経過した日の属する

月の翌月の初日以後の日において次のいずれにも該当し、かつ、その状態が継続する

ものと認められる場合に支給される。 

①当該傷病が治っていないこと 

②当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること 

（× H21 ★） 

⇒「1年 6か月を経過した日又は同日後」 

 

 

□ 業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後 1年 6か月を経過しても治らず、かつ、

当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する労働者は、所

轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受

けることができる。なお、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることとなったと

きは、休業補償給付又は休業給付は支給されない。 

（× H19 ★）⇒「所轄労働基準監督署長の職権により」 

解説≫ 

 傷病補償年金を受ける者は、休業補償給付は支給されません。 

傷病補償年金も休業補償給付も、ともに現金給付で両方支給すると過度な生活補てんに

なります。 

療養補償給付は、現物給付ということで、治ゆするまで、傷病補償年金や休業補償給付

を受給しながら受けられます。 

 

 



労働者災害補償保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 57 

 

□ 傷病補償年金又は傷病年金の支給要件に係る業務上の傷病又は通勤による傷病によ

る障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定される。

（○ H19 ★） 

 

 

□ 傷病補償年金は、業務上の傷病が療養の開始後 1年 6か月を経過した日において、次

のいずれにも該当するとき、又は同日後の次のいずれにも該当することとなったとき

に、その状態が継続している間、支給される。 

(1)当該傷病が治っていないこと 

(2)当該傷病による障害の程度が傷病等級第 7級以上に該当すること 

（× H18 ★） 

⇒「傷病等級第 3級以上」 

解説≫ 

 傷病等級の第 3級以上とは、第 1級（一番重い障害の状態）、第 2級、第 3級になりま

す。 

 

 

□ 傷病補償年金の支給事由となる障害の程度は、厚生労働省令の傷病等級表に定められ

ており、厚生労働省令で定める障害等級の第 1級から第 3級までの障害と均衡したも

のであって、年金給付の支給日数も同様である。 

（○ H21 ★） 

POINT≫傷病補償年金の額 

第 1級（常時介護を要する状態） 給付基礎日額×313日 

第 2級（随時介護を要する状態） 給付基礎日額×277日 

第 3級（状態として労働不能の状態） 給付基礎日額×245日 

●障害補償給付の第 1級から第 3級と同じ給付です。 
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□ 業務上の傷病が療養の開始後 1年 6か月を経過しても治らず、かつ、その傷病により

例えば次のいずれかの障害がある者は、厚生労働省令で定める傷病等級に該当する障

害があり、傷病補償年金の受給者になり得る。 

①両手の手指の全部の用を廃したもの 

②両耳の聴力を全く失ったもの 

③両足をリスフラン関節以上で失ったもの 

④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することがで

きないもの 

（× H21 ★★★） 

⇒「傷病等級第 4級、5級に該当し、傷病補償年金の受給者になり得ない。」 

解説≫ 

 設問を正確に解答できた受験生はほとんどいないと思われます。 

捨て問（誰もわからない問題）はたまに出題されますが、ここでいくら粘っても正解は

導き出されません。 

時間を取る問題ではないので、他の選択肢との比較で正解を導いて行くのが近道です。  

設問の障害は、第 4級や第 5級に該当するので誤りになります。 

 

 

□ 傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって支給を決定するの

であって、支給の当否、支給開始の時期等についての判断は、所轄労働基準監督署長

の裁量に委ねられる。 

（× H21 ★） 

⇒「労働者の請求に基づき」を削除すれば正しい。 

⇒「支給の時期は、労働者が傷病等級に該当するに至った日の属する月の翌月に支給す

る。」 

 

 

□ 傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に定める障害に該当しな

くなった場合には、当該傷病補償年金の支給は打ち切られるが、なお療養のため労働

することができないため賃金を受けない状態にある場合には、政府が労働者の請求を

待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。 

（× H21 ★） 

⇒「労働者の請求により休業補償給付が支給される。」 
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□ 傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の

支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うもので

あり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったと

きは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必

要がある。 

（× H20 ★） 

⇒「所轄労働基準監督署長の職権により行われる。」 

 

 

□ 業務上の傷病に係る療養の開始後 3 年を経過した日において傷病補償年金を受けて

いる場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準

法第 19条第 1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該 3年を経

過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法により打切補償を

支払ったものとみなされる。 

（○ H17 ★） 
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【法 15条】障害補償給付 

 

□ 障害補償年金は、業務上の傷病が治った場合において、当該労働者の身体に障害が残

り、その障害の程度が障害等級第 7級以上に該当するときに、支給される。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

 障害補償給付は、障害等級に応じて、障害補償年金と障害補償一時金があります。 

業務上の傷病が治癒し、障害が残り、その障害の状態により労働能力の低下に応じて金

銭で補償するのが障害補償給付です。 

 治癒の状態ということで、これ以上治療の効果が期待できないので、 

治療中の給付である療養補償給付や休業補償給付、傷病補償年金は支給されません。 

POINT≫ 

●障害等級第 1級から第 7級  ⇒障害補償年金 

●障害等級第 8級から第 14級  ⇒障害補償一時金 

 

 

□ 障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、障害補償給付を支給すべき身体障害の

障害等級と同じく、厚生労働省令で定める障害等級表に定めるところによる。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

 障害給付（通勤上）及び障害補償給付（業務上）の障害等級は同じということで正し

い設問になります。 
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□ 障害補償給付を支給すべき障害は、厚生労働省令で定める障害等級表に掲げる障害等

級第 1級から第 14級までの障害であるが、同表に掲げるもの以外の障害は、その障

害の程度に応じ、同表に掲げる障害に準じて障害等級が認定される。 

（○ H21 ★） 

POINT≫【障害等級の決定方法】 

準用 障害等級表以外の障害については、障害等級表に定められている同じ程

度の障害を準用して決定 

併合 同一の業務災害により 2 以上の障害を残した場合に、重いほうの障害等

級で決定 

●一方の障害等級は 14級に該当する場合に限ります。 

併合繰り上

げ 

同一業務災害により 2以上の障害を残し、かつ、第 13級以上の障害が 2

以上あるときは、その障害等級に応じ、重いほうの身体障害の等級を繰

り上げて決定 

①第 13級以上の障害が 2以上 1級繰り上げ 

②第 8級以上の障害が 2以上 2級繰り上げ 

③第 5級以上の障害が 2以上 3級繰り上げ 
 

 

 

 

 

 

□ 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により第

5級以上に該当する身体障害が 2以上残った場合は、第 1級を上限として、重い方の

身体障害の障害等級を 3級だけ繰り上げた障害等級による。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

 同一の業務災害で、第 5級以上が 2以上残るとは、「第 1級、2級、3級、4級、5級」

のいずれかの等級の障害が残った場合になります。 

当然第 1級が上限になり、重い方の障害等級を 3級繰り上げます。 
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□ 障害補償給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害補償保険

法施行規則別表第 1に定められているが、同表に掲げる身体障害が二以上ある場合に

おける身体障害の障害等級として、誤っているものはどれか。 

（Aが誤り。 H15 ★） 

(A)第 4級及び第 5級の身体障害がある場合、第 2級 

⇒「第 1級」 

解説≫  

 第 5級以上に該当する身体障害が 2以上あるので、重い方（第 4級）を 3級繰り上げ

て第 1級になります。 

 

(B)第 7級及び第 8級の身体障害がある場合、第 5級 

解説≫ 

 第 8級以上に該当する身体障害が 2以上あるので、重い方（第 7級）を 2級繰り上げ

て、第 5級になります。 

 

(C)第 9級及び第 14級の身体障害がある場合、第 9級 

解説≫ 

 併合の問題です。 

どちらかの障害等級が第 14級の場合は、併合になり重い方（第 9級）の障害等級としま

す。 

 

(D)第 10級及び第 12級の身体障害がある場合、第 9級 

解説≫ 

 第 13級以上に該当する身体障害が 2以上あるので、重い方（第 10級）を 1級繰り上

げて、第 9級になります。 

 

(E)第 9級、第 11級及び第 13級の身体障害がある場合、第 8級 

解説≫ 

 第 13級以上に該当する身体障害が 2以上（設問では 3つ）あるので、最も重い等級（第

9級）を 1級繰り上げて、第 8級になります。 
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□ 障害等級表に該当する障害が 2 以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合

には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた障害等級によ

る。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。 

①第 8級、第 11級及び第 13級の 3障害がある場合      第 7級 

②第 4級、第 5級、第 9級及び第 12級の 4障害がある場合  第 1級 

③第 6級及び第 8級の 2障害がある場合           第 4級 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

①は、第 13級以上に該当する障害が 3障害あるので、併合繰り上げにより、一番重たい

障害（第 8級）を 1級繰り上げて第 7級になります。 

②は、第 5級以上に該当する障害が 2障害（第 4級と第 5級）あるので、併合繰り上げ

により一番重たい第 4級の障害を 3級繰り上げて第 1級になります。 

③は、第 8級以上に該当する障害が 2以上あるので、併合繰り上げにより、重いほうの

第 6級を 2級繰り上げて第 4級になります。 

 

 

□ 業務災害による身体の部位の機能障害と、そこから派生した神経症状が、医学的にみ

て一個の病像と把握される場合には、当該機能障害と神経症状を包括して一個の身体

障害と評価し、その等級は重い方の障害等級による。 

（○ H25 ★★★） 

解説≫ 

 判例（昭和 55年 3月 27日）からの出題です。 

併合又は併合繰り上げは、同一の業務災害により 2 以上の障害が残った場合の調整にな

ります。 

設問は、一つの障害（主たる身体障害）にから派生した障害の取り扱いの問題です。 

派生した障害と主たる障害のいずれか重い方の等級で決定していきます。 

「派生」という表現が出てくれば要注意です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



労働者災害補償保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 64 

 

□ 既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける者が新たな業務

災害により障害の程度を加重された場合には、その加重された障害の該当する障害等

級に応ずる新たな障害補償年金が支給され、その後は、既存の障害に係る従前の障害

補償年金は支給されない。 

（× H21 ★） 

⇒「加重された障害の障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既存の障害に係る障害

等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され、その差額の

年金と一緒に、既存の障害に係る従前の障害補償年金も引き続き支給される。」 

解説≫ 

 加重障害に関しての設問です。 

加重とは、すでに身体に障害のあった人が（既存障害…業務上外は問いません。）新たな

業務災害（再発を含みます。）により、同一の部位について障害の程度を重くした場合に、

障害補償給付がプラスαで支給される制度です。 

 設問では、「新たな障害等級年金が支給され、従前の障害補償年金は支給されない。」

という箇所が誤りです。 

 

実際は、従前の障害補償年金に加えて、 

（加重後の障害補償年金－加重前（既存）の障害補償年金）が支給されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



労働者災害補償保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 65 

 

□ 既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償一時金を支給されていた者が

新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され、それに応ずる障害

補償年金を支給される場合には、その額は、原則として、既存の障害に係る障害補償

一時金の額の 25分の 1を差し引いた額による。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

 加重障害には 3パターンあります。 

①加重前も加重後も障害補償年金の場合 

②加重前が一時金で加重後が障害補償年金の場合 

③加重前も加重後も障害補償一時金の場合 

 

支給額 

①「加重後の障害○年－加重前の障害○年」の年金額が加わる 

②「加重後の障害○年－（加重前の障害○一×１/２５）の年金額が加わる 

③「加重後の障害○一 -加重前の障害○一」の一時金が支給 

 

設問では、 

・既に一時金を支給されていた 

・業務災害により同一部位に障害（1級から 7級）が加重 

つまり、一時金に年金が加重される場合は、上記の②に該当します。 

 

②の計算で「障害補償一時金×1/25」は、一時金を年金に換算するための計算です。 

25という数字は、障害補償年金が平均 25年間支給されているところからきています。 
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□ 障害補償年金又は障害年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があり、障害等級

第 8級以下に該当するに至った場合には、従前の障害補償年金又は障害年金は支給さ

れず、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償一時金又は障害一時金が支

給されることとなるが、その額が、従前の 6年間に支給された障害補償年金又は障害

年金の合計額を超える場合には、その超える部分の額を減じた額の障害補償一時金又

は障害一時金が支給される。 

（× H19 ★） 

⇒後段のような規定はない為、誤り。 

【法 15条の 2】障害基礎年金の改定（自然的経過） 

障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害

等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新た

に該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するもの

とし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。 

 

解説≫ 

 設問の前半は、障害の程度が自然的経過により増進し又は軽減した場合の改定に関し

ての正しい論点になります。 

あくまで、障害（補償）年金に限って適用されますので、障害（補償）一時金には適用

されません。 

 また、後半のような規定はないので、再読不要です。 

 

 

□ 障害補償一時金又は障害一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変更を生じ、障害

等級第 7級以上に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応

ずる障害補償年金又は障害年金が支給されることとなるが、(1)その額を、既に支給

された障害補償一時金又は障害一時金の額の 25分の 1の額を減じた額とするか、(2)

当該障害補償一時金又は障害一時金の額に達するまでの間は障害補償年金又は障害

年金の支給を停止するか、そのいずれかを受給者は選択することができる。 

（× H19 ★） 

⇒「変更後の障害の程度に応ずる障害（補償）給付は支給されない。」 

解説≫ 

 障害補償年金の改定の論点です。（自然的経過） 

障害（補償）一時金（第 8級から第 14級）を受けていた労働者の障害に変更が生じ、設

問のように障害（補償）年金（第 1級から第 7級）に該当しても、変更後の障害の程度

に応じる障害（補償）給付は支給されません。 

同一部位に障害が加わる加重障害との違いを確認してください。 
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□ 障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合

には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その

後は、従前の障害補償年金は支給されない。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

 設問の中に「自然的経過」という表現があれば、障害補償年金の改定の問題です。 

論点は 

●障害の程度が自然的経過により増進又は軽減したため、新たな他の障害等級に該当 

⇒新たな障害等級に応じた障害補償年金又は障害補償一時金が支給 

●障害補償一時金には適用されない。 
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□ 障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者は、当該年金の前払一時金の支給

を受けることができ、所定の要件を満たす場合には、厚生労働省令で定める額を上限

として、一定の期間の経過後に、同一の事由について、再度、前払一時金の支給を受

けることができる。 

（× H20 ★） 

⇒「同一の事由について、1回に限り請求することができる。」 

【法附則 59条】 障害補償年金前払一時金 

政府は、当分の間、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に障

害が存する場合における当該障害に関しては、障害補償年金を受ける権利を有する者に

対し、その請求に基づき、保険給付として、障害補償年金前払一時金を支給する。 

 

解説≫ 

 障害補償年金前払一時金についての設問です。本来は、年金で給付を受けるところ、

被災労働者の生活の安定のために、一時金で支給される制度です。 

 

POINT≫ 

●障害補償年金前払一時金の額 

⇒障害等級に応じて給付基礎日額の 200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、

1200日分のうち受給権者が選択する額。 

●請求 

⇒同一事由に関して 1回限定。 

●請求時期 

（原則）障害補償年金の請求と同時 

（例外）障害補償年金の支給決定の通知のあった日の翌日から起算して 1 年を経過する

日までの間は、年金請求後でも可能。 

●その他 

・障害補償年金前払一時金が支給されると各月に支給されるべき障害補償年金の額の合

計額が、前払い一時金の額に達するまでの間、障害補償年金は支給停止 

（1年経過後の分⇒年 5分の単利で割引いた額） 
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【法 12条の 8第 4項】介護補償給付 

 

【法 12条の 8第 4項】介護補償給付 

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、そ

の受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚

生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、

常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間（次に掲げる間を除

く。）、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 

 

1．障害者支援施設に入所している間（生活介護を受けている場合に限る。） 

2．障害者支援施設（生活介護を受けている場合に限る。）に準ずる施設として厚生労働

大臣が定めるものに入所している間 

3．病院又は診療所に入院している間 

 

□ 介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者が、当

該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定

める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時

介護を受けているときに、当該介護を受けている間（病院その他一定の施設に入所し

ている間を除く。）、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 介護補償給付又は介護給付は、障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若し

くは傷病年金を受ける権利を有する者が当該年金の支給事由である障害により常時

又は随時介護を要する状態にある場合に支給される。 

（× H17 ★） 

⇒「あり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに支給される。」 

 

 

□ 介護補償給付又は介護給付は、障害等級第 2級以上又は傷病等級第 2級以上に相当す

る重度の障害を有する労働者であれば、現に常時又は随時介護を受けている限り支給

される。 

（× H17 ★） 

⇒「常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているとき

に支給される。」 
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□ 介護補償給付又は介護給付は、障害等級第 3級以上又は傷病等級第 3級以上の障害に

より障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受けてい

る労働者が当該障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、現に介護を

受けている場合に支給されるものである。 

（× H17 ★） 

⇒「障害等級第 2級以上又は傷病等級第 2級以上の障害」 

解説≫ 

 支給の対象となる障害の状態は、障害等級又は傷病等級の第 2 級以上（つまり、1 級

もしくは 2級）の障害になります。 

 

 

□ 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、そ

の受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、

現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護

を受けている間（所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。）、当該労働者の

請求に基づいて行われる。 

（× H21 ★） 

⇒「その障害の程度が障害等級又は傷病等級の第 2級以上の障害であって」 

 

 

□ 介護補償給付を受けることができる要介護障害の程度については、厚生労働省令にお

いて「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに分けて定められてい

る。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 介護補償給付又は介護給付は、これを受けることができる程度の障害があり、かつ、

その障害により常時又は随時介護を受けている場合でも、病院若しくは診療所に入院

している間又は障害者自立支援法に定める障害者支援施設（生活介護を行うものに限

る。）その他これに準ずる所定の施設に入所している間は、支給されない。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

 病院や診療所、障害者支援施設に入院、入所している間は、十分な介護や看護が受け

られるために、介護補償給付は支給されません。 
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□ 労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間については、

介護補償給付は支給されない。 

（○ H25 ★） 

POINT≫【介護補償給付の給付が行われないケース（3つ）】 

①障害者支援施設（生活介護受給者） 

②障害者支援施設に準じる施設（生活介護受給者） 

③病院又は診療所 

上記に入所、入院している間 

解説≫ 

 設問の特別養護老人ホームに関しては上記の②に該当します。（介護老人福祉施設、指

定介護老人福祉施設も同様です。） 

 

 

□ 労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間については、

介護補償給付は支給されない。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 介護補償給付は、月を単位として支給されるが、その月額は、常時又は随時介護を受

ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。 

（○ H23 ★） 
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□ 介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事

由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則

に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額で

ある。 

（○ H25 ★★） 

POINT≫【介護補償給付の支給額】 

親族等による介護 介護費用の負担 最初の月 支給すべき事由が

生じた翌月以後 

受けた日がない ①費用負担あり ・実費 

・上限：104,290円 

・最低保証額の仕組みなし 

 

受けた日がある 

②56,600円以上を負担 

③56,600円未満を負担 実費を支給 56,600円を支給 

④費用の負担なし 支給しない 

注）上記は常時介護を要する場合の金額です。 

随時介護を要する場合は、「104,290円」⇒「52,150円」「56,600円」⇒「28,300円」に

読み替えになります。 

解説≫ 

支給額は、介護サービスを受けた場合（上記①）と 

親族等による介護を受けた場合（上記②、③、④）の 2通りあります。 

介護サービス（上記①）（業者であり、親族等による介護ではない。）を受けた場合にか

かった費用は、実費になります。ただし、上限が 104,290円に決まっています。20万円

費用がかかっても、104,290 円が支給されます。また、最低保証額の仕組みもありませ

ん。 

親族等での介護に関しては、 

介護費用が 56,600円以上（上記②）と 

介護費用が 56,600円未満（上記③）と 

費用負担ない場合（上記④）の 3つに分かれます。 

介護費用が 56,600円以上の場合（上記②）は、介護サービスの場合と同じ仕組みです。 

56,600円未満の場合（上記③）と介護費用ない場合（上記④）では、最初の月と翌月で

は仕組みが変わります。 

最初の月に関しては、③は実費のみです。④は当然費用が、かかっていないので支給さ

れません。③、④の翌月からは、56,600円支給されます。 

設問では、親族という表現がないので、介護サービスの場合です。 

合わせて、最初の月に関して、最低保証の有無を論点とする設問ですが、支給すべき事

由が生じた月（最初の月）は、介護サービスも親族も最低保証はないので正解になりま

す。 
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□ 障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が介護補償給付を請求

する場合における当該請求は、当該障害補償年金又は傷病補償年金の請求をした後に

行わなければならない。 

（× H21 ★） 

⇒「当該障害補償年金の請求と同時に又は請求した後、傷病補償年金は支給決定を受け

た後に行わなければならない。」 

解説≫ 

 介護補償給付の請求の時期に関しても論点です。 

・障害補償年金⇒当該障害補償年金の請求と同時に、又は請求した後 

・傷病補償年金⇒当該傷病補償年金の支給決定を受けた後 

傷病補償年金は、職権により支給決定されるので、請求した後ということはあり得ませ

ん。 

 

 

□ 介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事

由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則

に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額で

ある。 

（○ H25 ★） 

解説≫ 

 支給すべき事由が生じた最初の月に関しては、親族等の介護でも介護サービスでも、

最低補償はないので正解になります。 

実費ということになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



労働者災害補償保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 74 

 

【法 16条の 2】遺族補償給付 

 

□ 遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者（婚姻の届

出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。）、子、父母、孫、

祖父母及び兄弟姉妹（妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当す

る者に限る。）であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた

ものに限られる。 

（○ H17 ★） 

POINT≫【遺族補償年金の受給資格者の範囲】 

順位 遺族 労働者の死亡当時の要件 

1 配偶者 妻 年齢・障害要件不問 

夫 60歳以上又は一定の障害状態 

2 子 ・18歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの間にあるか 

       又は 

・一定の障害の状態 

3 父母 60歳以上又は一定の障害の状態 

4 孫 ・18歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの間にあるか 

       又は 

・一定の障害の状態 

5 祖父母 60歳以上又は一定の障害状態 

6 兄弟姉妹 ・18歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの間にあるか 

       又は 

・60歳以上又は一定の障害状態 

7 夫  

55歳以上 60歳未満 

（若年支給停止者） 

 

8 父母 

9 祖父母 

10 兄弟姉妹 

 

上記の遺族の順位は正確に暗記する必要があります。 

【覚え方】全部で 10順位あって、上から「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹と

並べて、最後の 4 順位が、夫、父母、祖父母、兄弟姉妹（若年支給停止者は、文字が 1

字づつ増えます。） 
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□ 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実

上婚姻と同様の事情にあった者を含む。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順で

ある。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者（婚姻の届出を

していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下、この問におい

て同じ。）であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの

でなければならない。 

（× H18 ★） 

⇒「死亡した労働者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事

情にあった者を含む）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、」 
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□ 遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、

孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持

していたものであるが、妻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事

情にあった者を含む。）以外の者にあっては、労働者の死亡の当時(1)夫（婚姻の届出

をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。）、父母又は祖父母

については 60歳以上、(2)子又は孫については 18歳年度末、(3)兄弟姉妹については

18 歳年度末又は 60 歳以上、(4)上記の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母

又は兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害の状態にある場合に限られる。 

（× H19 ★） 

⇒「限られない。」（若年支給停止者が漏れている。） 

解説≫ 

 上記以外に、労働者の夫（婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事

情にあった者を含む。）父母、祖父母及び兄弟姉妹のうち、労働者の死亡の当時 55 歳以

上 60歳未満であって、その収入により生計を維持していた者も含まれます。 

 

 遺族補償年金の受給資格者の順位でいうと、第 7順位から第 10順位の若年支給停止者

が、設問では要件として漏れていることになります。 

POINT≫【若年支給停止者】 

●遺族補償年金の受給権者になっても、60歳に達する月までの間は、遺族補償年金の支

給は停止 

●60歳に達する月までの間は、遺族補償年金の額の算定の基礎に含まない。 

 

 

□ 遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の要件としての「労働者の死亡

の当時その収入によって生計を維持していた」ことが認められるためには、単に労働

者と生計を一にしていただけでは足りず、労働者の収入によって消費生活の大部分を

営んでいたことが必要である。 

（× H17 ★） 

⇒「労働者の収入により生計の一部を営んでいた関係があれば足り、消費生活の大部分

を営んでいたことまで必要とされない。」 

解説≫  

 「生計を維持していた」とは、労働者収入によって生計の一部を営んでいた関係であ

れば、認められるので正しい論点になります。 
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□ 遺族補償年金又は遺族年金を受ける者に係る「労働者の死亡の当時その収入によって

生計を維持していたこと」の認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者

以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長の

定める基準によって行われる。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者は、婚姻の届出を

した配偶者がいない場合に限り、配偶者として遺族補償給付又は遺族給付を受けるこ

とができる。 

（× H15 ★） 

⇒「婚姻の届出をした配偶者がいない場合に限り、」を削除すれば正しい。 

POINT≫ 

婚姻の届け出をした配偶者がいる場合であっても、届出による婚姻関係がその実体を

失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して将来解消される見込みがない場合に、 

事実上婚姻関係にあった配偶者に支給されます。 

 

 

□ 遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる配偶者には「婚姻の届出をしていな

いが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれるが、婚姻の届出をしてい

る配偶者が存在する場合には、届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し、か

つ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合に限り、重婚的

内縁関係にあった者が配偶者として遺族補償給付又は遺族給付を受けることができ

る。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 遺族補償給付を受けることができる配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にあっ

た者も含まれるが、これはあくまで婚姻の届出が法律上可能な状態にあった者に限ら

れるのであって、いわゆる重婚的内縁関係にあった者は含まれない。 

（× H18 ★） 

⇒「届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近

い将来解消される見込みがなかった場合に限り、重婚的内縁関係にあった者が配偶者と

して遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる。 
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□ 遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族について、労働者の死亡の当時

胎児であった子が出生したときは、その子は、将来に向かって、労働者の死亡の当時

その収入によって生計を維持していたとみなされ、また、その子が厚生労働省令で定

める障害の状態で出生した場合についても、将来に向かって、労働者の死亡の当時厚

生労働省令で定める障害の状態にあったものとみなされる。 

（× H19 ★） 

⇒「障害の状態にあったものとみなされることはない。」 

解説≫ 

労働者の死亡当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、労働者の死亡

当時その収入により生計を維持していた子とみなします。 

（生計維持要件のみ）・・・前半の論点 

たとえ、その子が障害の状態で生まれてきたとしても障害要件は認められません。 

（障害要件になるという規定はありません。）・・・後半の論点 

つまり、障害の状態で出生した場合、18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了し

たときは、失権します。 

労働者の死亡当時に、一定障害の子は、当然障害要件に該当し、18歳に達した日以後の

最初の 3月 31日が終了しても失権しません。 

 

 

□ 遺族補償年金又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害

の状態は、身体に障害等級第 5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らない

で、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度

の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。 

（○ H19 ★） 
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□ 遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利を有する者が 2人以上あるときは、遺族補償

給付又は遺族給付の額は、労災保険法別表第 1又は別表第 2に規定する額をその人数

で除して得た額となる。 

（○ H15 ★） 

解説≫ 

 受給権者が複数いる場合には、その人数で除して得た額が受給権者 1 人当たりの支給

額になります。 

POINT≫【別表第 1】遺族（補償）年金の額 

遺族の数 年金額 

1人 ・給付基礎日額の 153日分 

・55歳以上又は一定障害の状態にある妻の場合 

⇒給付基礎日額の 175日分（妻のみの） 

2人 給付基礎日額の 201日分 

3人 給付基礎日額の 223日分 

4人以上 給付基礎日額の 245日分 

●若年支給停止者である受給資格者は、60歳に達するまで、年金額の算定の遺族の数に

は算入しません。 

 

POINT≫【別表第 2】遺族補償一時金の額 

遺族補償一時金が支給される場合 一時金の額 

●労働者の死亡当時、遺族補償年金を受けることができ

る遺族がいない場合 

給付基礎日額の 

1,000日分 

●遺族補償年金の受給権者が失権した場合に、 

他に遺族補償年金の受給資格者がなく、かつ、既に遺族

補償年金および遺族補償年金前払一時金の額の合計額が 

給付基礎日額の 1,000日分に満たないとき 

給付基礎日額の 1,000日分 

から既に支給された遺族補

償年金および遺族補償年金

前払一時金の額の合計額と

の差額 
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□ 遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくし

ている遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合において、当該妻が 55

歳に達したとき（労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるとき

を除く。）は、その達した月から遺族補償年金の額を改定する。 

（× H25 ★） 

⇒「その達した月の翌月から」 

 

 

□ 遺族補償給付を受ける権利を有する同順位者が 2 人以上ある場合の遺族補償給付の

額は、遺族補償年金にあっては労災保険法別表第 1に規定する額を、遺族補償一時金

にあっては同法別表第 2に規定する額を、それぞれ同順位者の人数で除して得た額と

なる。 

（○ H22 ★） 

 

 

□ 遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、①死亡したと

き、②婚姻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を

含む。）をしたとき、③6 親等内の直系血族又は 3 親等内の直系姻族の養子（届出を

していないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。）となったとき、

④離縁によって死亡労働者との親族関係が終了したとき、⑤子、孫又は兄弟姉妹につ

いては年齢要件が消滅したとき（厚生労働省令で定める障害の状態にある場合を除

く。）、⑥厚生労働省令で定める障害の状態がなくなったとき（年齢要件を満たす場合

を除く。）は、消滅する。 

（× H19★） 

⇒「③直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係

と同様の事情にある者を含む。)」 

解説≫  

 遺族（補償）年金の権利の消滅に関しての設問です。 

上記の 6つのいずれかに該当すると、受給権は消滅します。 

消滅した場合に、同順位者がなく、次順位者がいる場合には、その人が受給権者になり

ます。この制度を転給といいます。 

 

 

□ 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないも

のの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅する。 

（○ H23 ★） 
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□ 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直系姻族であ

る者の養子となったときは、消滅する。 

（× H23 ★★） 

⇒「消滅しない。」 

解説≫ 

 遺族補償年金の受給権は、「直系血族又は直系姻族以外の者の養子」になったときに消

滅します。 

設問の「直系血族又は直系姻族である者の養子」の場合には、消滅しません。 

例えば、祖父母の養子になったような場合は、直系血族ですから、受給権はそのままで

消滅しません。 

 

 

□ 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第 16 条の 2

第 1 項第 4 号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18 歳に達

した日以後の最初の 3月 31日が終了したときは、消滅する。 

（× H23 ★） 

⇒「消滅しない。」 

解説≫ 

 労働者の死亡当時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にある場合は、 

18歳に達した日以後の最初の 3月 31日が終了しても受給権は消滅しません。 

横断≫ 

（労災） 

⇒労働者の死亡の後に遺族が一定障害になっても、障害要件には該当しません。 

（国民年金・厚生年金） 

⇒後から遺族が一定障害の状態になると、障害要件に該当します。 

 

 

□ 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第 16条の 2第 1項第

4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくな

ったときは、労働者の死亡の当時 60歳以上であった場合であっても、消滅する。 

（× H23 ★） 

⇒「消滅しない。」 

解説≫ 

労働者の死亡当時 60歳以上の祖父母については、障害の状態がなくなっても、遺族補

償年金の受給権は消滅しません。 
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□ 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第 16条の 2第 1項第

4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなった

ときは、18歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの間にあるときであっても、消

滅する。 

（× H23 ★） 

⇒「でも消滅しない。」 

解説≫ 

 労働者の死亡当時、一定の障害の状態にあった孫は、その障害の状態がなくなった場

合であっても、失権しません。 

 

 

□ 遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の所在が 1 年以上明らかでない

場合には、当該年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次

順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、支給が停止される。 

（○ H17 ★） 

POINT≫【遺族補償年金の支給停止】 

●受給権者の所在が 1年以上明らかでない場合 

⇒同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、

その所在が明らかでない間、支給が停止 

●所在不明になった月の翌月から支給停止 

●支給を停止された遺族は、いつでも、支給停止の解除の申請が可能 

●解除申請があった月の翌月から支給再開 
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□ 遺族補償一時金又は遺族一時金を受けるべき遺族の順位は、次の(1)、(2)、(3)の順

序により、(2)及び(3)に掲げる者のうちにあっては、それぞれ(2)及び(3)に掲げる順

序による。 

(1)配偶者（事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。） 

(2)労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 

(3)(2)に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹 

（○ H17 ★） 

POINT≫【遺族補償一時金の受給権者の範囲】 

1．配偶者 

2．労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた 

⇒子、父母、孫及び祖父母 

3．労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった 

⇒子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹 

 

解説≫全部で 10順位あります。 

●生計維持の有無にかかわらず配偶者が第 1順位者になります。 

●第 2順位から第 5順位者は、生計維持にある子、父母、孫、祖父母 

●第 6順位から第 9順位者は、生計維持になかった子、父母、孫、祖父母 

●最後に、生計維持の有無にかかわらず兄弟姉妹が最後の順位になります。 

 

 

□ 労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収

入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることが

できる。 

（○ H25★） 

解説≫ 

 遺族補償一時金は、労働者の死亡当時その収入により生計を維持されていなかった遺

族であっても受給者になることができます。 
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□ 遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡の

当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び

兄弟姉妹であり、遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けるべき遺族の順位も、

この順序による。 

（× H19 ★） 

⇒「①配偶者、②労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、

孫及び祖父母、③生計を維持していなかった子、父母、孫及び祖父母並びに④兄弟姉妹

であり」 

 

 

□ 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族は、その申請により、生計の維持が困難であ

ると認められるときに限り、給付基礎日額の千日分に相当する額を限度として厚生労

働省令で定める額の遺族補償年金前払一時金の支給を受けることができる。この場合

には、遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が当該遺族補償前払一時金

の額に達するまでの間、支給を停止される。 

（× H18 ★） 

⇒「その請求により」 

⇒「生計の維持が困難であると認められるときに限り」という規定はない。 

解説≫ 

 前半の論点の 2か所が誤りです。 

労働者災害補償保険法の保険給付に関しては、傷病（補償）年金以外は、申請ではなく

請求により給付を受けます。（特別支給金は、申請になります。） 

もう一つは、「生計の維持が困難と認められる・・・」という規定はないので誤りになり

ます。 

その他の論点は正解です。 
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□ 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先

順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、遺族補償年金を受けることがで

きる遺族とされない。 

（× H23 ★） 

⇒「労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる

先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は」 

【法 16条の 9】受給資格の欠格 

1．労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。 

 

2．労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先

順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けるこ

とができる遺族としない。 

 

3．遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を

受けることができる遺族としない。 

労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族

となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。 

 

4．遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順

位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受ける

ことができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利

を有する者であるときは、その権利は、消滅する。 

 

解説≫ 

 受給資格の欠格に関しての設問です。 

 

POINT≫ 

●「故意に」死亡させた場合のみで、「重大な過失」による死亡であっても、受給資格の

欠格には該当しない。 

●先順位又は同順位であって後順位（自分より後）は含まれません。自分が権利を得る

上で、自分より後の者を死亡させても意味がない。 
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□ 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることができる遺族

となるべき者を故意に又は過失によって死亡させた者は、遺族補償年金を受けるべき

遺族としない。 

（× H25 ★） 

⇒「重大な過失によって」 

 

 

□ 労働者又は労働者の遺族（遺族となるべき者を含む。）を故意又は重大な過失により

死亡させた遺族は、遺族補償給付若しくは遺族給付又は葬祭料若しくは葬祭給付を受

けることができない。 

（× H17 ★） 

⇒「重大な過失」「葬祭料若しくは葬祭給付」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

「葬祭料、葬祭給付」に関しての規定はないために誤りになります。 

 

 

□ 葬祭料の額は、31万 5千円に給付基礎日額の 30日分を加えた額（その額が給付基礎

日額の 60日分を超える場合には、給付基礎日額の 60日分）である。 

（× H18 ★）法 12条の 8第 2項、法 17条（葬祭料） 

⇒「その額が給付基礎日額の 60日分に満たない場合には」 

解説≫ 

葬祭料は、葬祭に要する費用を考慮して、厚生労働大臣が定める金額で、 

下記の①、②のうち、いずれか高いほうの額が支給されます。 

①原則…315,000円＋給付基礎日額の 30日分 

②最低保証額…給付基礎日額の 60日分 

 

 

□ 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が 1年以上明らかでない場合には、当該

遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者

の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止される。 

（○ H18 ★） 
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【法 26条】二次健康診断等給付 

 

□ 二次健診等給付の支給は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所

又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、これらの

病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については、これら以外の病院

若しくは診療所による二次健診等の費用が支給される。 

（× H17 ★） 

⇒「これら以外の病院若しくは診療所による二次健診等の費用が支給されることはない。」 

解説≫ 

二次健診等給付の支給は、設問の病院又は診療所（健診給付病院等）以外の病院等で

は行われません。 

同時に二次健診等給付に要した費用が支給されるという規定はないため後半の論点が

誤りになります。 

あくまで、二次健康診断等給付は現物給付になります。 

 

 

□ 二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該二

次健康診断等給付を受けようとする労災保険法第 29条第 1項の事業として設置され

た病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所を経由

して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 

（○ H19 ★） 

解説≫ 

二次健診等給付の請求については、通常の保険給付と異なり、所轄労働基準監督署長

ではなく、所轄都道府県労働局長に対して行います。 
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□ 二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又

は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、その請求は、

一次健康診断の結果を知った日から 3か月以内に行わなければならない。 

（× H21 ★） 

⇒「一次健康診断を受けた日から」 

POINT≫【二次健康診断等給付の数字】 

●3か月以内 

⇒一次健康診断を受けた日から 3か月以内に二次健康診断等給付の請求を行う。 

●3か月以内（設問の論点） 

⇒異常の所見がある二次健康診断の結果の事業者への提出 

●2か月以内 

⇒二次健康診断の結果に基づく医師からの意見聴取 

 

 

□ 政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状

を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行

わないとされている。 

（○ H25 ★） 

解説≫ 

 既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者は、特定保健指導で

はなく、療養が必要になります。 

 

 

□ 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面

接により行われる医師又は保健師による特定保健指導は、二次健康診断ごとに 2回ま

でとされている。 

（× H25 ★） 

⇒「1回に限るものとされている。」 
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□ 二次健康診断等給付は、労災保険法第 26条第 1項の一次健康診断において、血圧検

査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身

体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるもの（①血圧の測定、②低比

重リポ蛋白コレステロール（LDL コレステロール）、高比重リポ蛋白コレステロール

（HDLコレステロール）又は血清トリグリセライドの量の検査、③血糖検査、④腹囲

の検査又は BMI（BMI＝体重(kg) /身長(m)の二乗の測定）が行われた場合において、

一定の要件に該当する労働者（当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血

管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。）に対し、当該労働者

の請求に基づいて行うものである。この場合の一定の要件として、次のうち正しいも

のはどれか。 

（Eが正しい。 H23 ★） 

（A）上記検査項目のいずれかの項目に異常の所見があると診断されたとき 

(B) 上記検査項目の 2つ以上の項目に異常の所見があると診断されたとき 

(C) 上記検査項目の 3つ以上の項目に異常の所見があると診断されたとき 

(D) 上記検査項目の④及び①から③のいずれかの項目に異常の所見があると診断さ

れたとき 

(E) 上記検査項目のいずれの項目にも異常の所見があると診断されたとき 

解説≫ 

 長文であり、専門的用語が出てきているので一見すると難しそうな設問ですが、内容

は極めて基本的な論点です。 

このような問題の解き方として、まず、主題と末尾を中心に「何を論点にしているのか」

を確認していきます。 

冒頭から確認していくと、「二次健康診断等給付は、・・・一次健康診断において、・・・

（専門用語は飛ばして）一定の要件に該当する労働者に対し、請求に基づいて行う。 

一定の要件として、次の正しいものはどれか。」 

 

次に、Aから Eを見ていくと、「いずれの項目、2つ以上の項目、・・・いずれの項目」

とあります。 

二次健康診断等給付は、一次健康診断でいずれの項目にも異常の所見があると診断され

ることが要件です。 

つまり、設問の論点は、「すべての項目に異常の所見がないと二次健康診断等給付は受

けられない。」というのが論点になります。 

 通常、設問のような専門用語の中に正誤がある問題は出しません。 

専門用語に時間を割いても意味がありません。全体を見渡して、問題の論点を見つけれ

ば、極論すれば Aから Eだけで正誤が出てくる問題です。 
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【法 9条】年金たる保険給付の支払い期間等 

 

□ 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から開始され、支給を

受ける権利が消滅した月で終了する。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた

月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給されない。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた

月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 年金たる保険給付は、毎年 2月、4月、6月、8月、10月及び 12月の 6期に分けて、

それぞれその前月分までが支払われることとされており、その支給を受ける権利が消

滅した場合には、その消滅した月に応ずる上記の支払期月又はその支給を受けるべき

者が指定した月に支払われる。 

（× H19 ★） 

⇒「支払期月でない月であっても、支払われる。」 
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【法 10条】死亡の推定 

 

□ 船舶の沈没、行方不明等により、又は航空機の墜落、行方不明等により、それらに乗

っていた労働者若しくはそれらが航行中に行方不明となった労働者の生死が 6か月

間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が 6か月以内に明らかとなり、かつ、そ

の死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付

の支給に関する規定の適用については、船舶の沈没、行方不明等の日若しくは航空機

の墜落、行方不明等の日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡し

たものと推定される。 

（× H16 ★） 

⇒２か所の「6か月」を「3か月」に直せば正しい。 

POINT≫【死亡の推定時期】 

●生死が 3か月間わからない場合 

●死亡が 3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合 

⇒ 

「沈没、墜落等の事故が起きた日」又は「労働者が行方不明となった日」に 

死亡したものと推定する。 

解説≫ 

死亡の推定は、「船舶」及び「航空機」のみです。電車や自動車等での事故は該当しま

せん。合わせて、よく出る論点としては、「みなす」ではなく「推定する」ということで

す。 

 

 

□ 航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった際、現にその航空機に乗っていた労

働者の生死が 3か月間わからない場合の、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭

給付の支給に関する規定の適用において、当該労働者が死亡したものと推定する時期

についての次の記述のうち正しいものはどれか。 

（Aが正しい。 H23 ★） 

(A)航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日 

(B)航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日の翌日 

(C)航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日から 14日後 

(D)航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日から 1か月後 

(E)航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日から 3か月後 
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【法 11条】未支給の保険給付 

 

□ 保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給す

べき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者（婚

姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この

問において同じ。）、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当

時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給

を請求することができる。 

（○ H15 ★） 

POINT≫【遺族の範囲】 

遺族（補償）年金以外の保険給付 遺族（補償）年金の保険給付 

受給権者の死亡当時その者と生計を同じ

くしていた 

①配偶者（内縁関係含む） 

②子 

③父母 

④孫 

⑤祖父母 

⑥兄弟姉妹 

遺族（補償）年金を受けることができる他

の遺族（最先順位者） 

解説≫ 

 キーワードは、「生計同じく」「自己の名で」「請求」 

 

 

□ 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、配偶者（婚姻の届出をしていないが、事

実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。）子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

の順序による。 

（○ H15 ★） 

 

 

□ 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が 2人以上あるときは、その 1人がした請求

は、全員のためその全額についてしたものとみなされ、その 1人に対してした支給は、

全員に対してしたものとみなされる。 

（○ H15 ★） 
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□ 保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者が死亡前にそ

の保険給付を請求していなかったときに、自己の名でその保険給付を請求することが

できるのは、死亡した者の相続人である。 

（× H15 ★） 

⇒「死亡の当時、その者と生計を同じくしていたその者の配偶者（婚姻の届出をしてい

ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。）子、父母、孫、祖父母及び兄

弟姉妹である。」 

解説≫ 

 相続人が請求できるのは、上記の遺族「死亡の当時、その者と生計を同じくしていた

その者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者

を含む。）子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」がいない場合と請求権者が支給を受ける

前に死亡した場合です。 

 

 

□ 未支給の保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者

に支給すべき未支給の保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、そ

の者の相続人が、その未支給の保険給付の請求権者となる。 

（○ H15 ★） 

解説≫ 

「保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合」とは、未支給の保険給付の請求

権者がいない場合になります。 

未支給の請求権者が死亡した場合は、その者の相続人が未支給の保険給付の請求権者に

なるため正しい設問になります。 
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□ 労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その

者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、

事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。）等であって、その者の死亡の当時

その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を

請求することができるが、この未支給の保険給付を受けるべき者の順位として、正し

いものは次のうちのどれか。 

（Cが正しい。 H22 ★） 

(A)配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹 

(B)子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母 

(C)配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 

(D)子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 

(E)配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 
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【法 12条の 5】受給権の保護 

 

□ 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない

が、年金たる保険給付を受ける権利を法律の定めるところにより独立行政法人福祉医

療機構に担保に供する場合は、この限りでない。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

年金たる保険給付を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機関に担保に供することが

できます。 

 

 

□ 保険給付を受ける権利は、労災保険法第 12条の 5第 2項の規定により、他者に譲り

渡すことができないが、遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利に関しては、例外的

に、先順位の遺族がその権利を次順位の遺族に譲り渡すことが可能である。 

（× H15 ★） 

⇒後段のような例外の規定はないため誤り。 

 

 

□ 保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給す

べき保険給付でまだその者に支給しなかったものがある場合において、その未支給の

保険給付を受けるべき同順位者が 2人以上あるときは、その 1人がした請求は、全員

のためその全額につきしたものとみなされる。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはで

きない。 

（○ H24 ★） 
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□ 保険給付として支給を受ける金品を標準として、租税その他の公課が課されることは

ない。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 保険給付を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより年金た

る保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合を除き、譲

り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 

（○ H20 ★） 
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【法 12条の 6】保険給付の非課税 

 

□ 労災保険に関する書類には印紙税が課されるが、保険給付として支給を受けた金品に

ついては、これを標準として租税その他の公課が課されることはない。 

（× H20 ★★） 

⇒「印紙税は課されない」 
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【法 12条の 7】保険給付に関する届出等 

□ 年金たる保険給付の受給権者が、労災保険法施行規則第 21条の 2の規定により、遅

滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこととされている場

合として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

（Eが正解。 H25 ★） 

解説≫ 

 各肢をグループ分けしていきます。 

Aは氏名、住所の変更 

B、C、Dは「厚生年金保険法の障害厚生年金等又は厚生年金保険法の遺族厚生年金等」 

Eは「障害補償年金又は障害年金の受給権者」 

Aと Eから確認していきます。Aは当然あり得ること。 

Eの肢を見ると、「障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、当該障害にかかわ

る負傷又は疾病が治った場合」とあります。 

そもそも障害補償給付は、治ゆ後に受給出来る給付なので矛盾があり Eが誤りになりま

す。 

 

A 受給権者の氏名及び住所に変更があった場合（○） 

 

B 同一の事由により厚生年金保険法の障害厚生年金等又は厚生年金保険法の遺族厚生

年金等が支給されることとなった場合（○） 

 

C 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険

の遺族厚生年金等の支給額に変更があった場合（○） 

 

D 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険

の遺族厚生年金等が支給されなくなった場合（○） 

 

E 障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、当該障害にかかわる負傷又は疾病

が治った場合（再発して治った場合は除く。）（×） 

 

 

 

 

 

 

 

 



労働者災害補償保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 99 

 

【法 12条】年金の内払い 

 

【法 12条】年金の内払 

年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき

期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給

付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 

年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生

じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合におけ

る当該年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分についても、その後に支払うべ

き年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 

 

解説≫ 

 支給停止や減額をすべき年金たる保険給付が、支給停止や減額されずに支払われた時 

⇒後に支払うべき年金たる保険給付の内払いとみなすことができます。 

返済せずに、後で支給されるものと調整する制度が年金の内払いになります。 

 

 

□ 年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生

じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われたときは、

その支払われた年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分は、その後に支払う

べき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に関し、年金たる保険給付（遺族補

償年金及び遺族年金を除く。以下「乙年金」という。）を受ける権利を有する労働者

が他の年金たる保険給付（遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下「甲年金」という。）

を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合には、

その消滅した場合においては、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払わ

れたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。 

（○ H25 ★） 
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□ 同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている者が傷病補償年金若しく

は障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付を受ける権利を有することとなり、か

つ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなった場合において、その後もなお

休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休

業給付は、過誤払が行われたものとして返還されるべきものであるが、支給されるべ

き傷病補償年金若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付に充当するこ

ともできる。 

（× H16 ★） 

⇒「の内払いとみなされる。 

解説≫ 

同一の傷病に関して、①の保険給付を受ける権利が消滅 ②の保険給付を受ける権利

を取得 

⇒①の保険給付が引き続き行われた場合 

⇒②の保険給付の内払とみなす。 

①の保険給付（消滅） ②の保険給付（権利発生） 

傷病（補償）年金 障害（補償）給付、休業（補償）給付 

障害（補償）年金 傷病（補償）年金、障害（補償）一時金、休業（補償）給付 

休業（補償）年金 傷病（補償）年金、障害（補償）年金 

 

●遺族（補償）年金は、内払制度の適用はない。 
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□ 同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若

しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有することとな

り、かつ、休業補償給付又は休業給付は行われないこととなった場合において、その

後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又

は休業給付は、当該障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年

金の内払とみなされる。 

（○ H19 ★） 

解説≫ 

 読みにくい設問ですが、冒頭に「同一の傷病」、末尾に「内払い」とあります。 

設問では、休業（補償）給付を受けているものが、障害（補償）給付若しくは傷病（補

償）年金を受けることになった。しかし休業（補償）給付を止めるところが、そのまま

支給されたケースです。 

あくまで、「年金」の内払なので、介護（補償）給付、療養（補償）給付は出てきませ

ん。 

休業（補償）給付は、年金ではありませんが、年金とみなして内払制度で運用していま

す。 
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【法 12条の 2】過誤払いによる返還金債権への充当 

 

□ 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したが、死亡した月の翌月以後の分

として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返

還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚

生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による

返還金に係る債権の金額に充当することができる。 

（○ H15 ★） 

 

 

□ 休業補償給付又は休業給付を受ける労働者が同一の事由により厚生年金保険法によ

る障害厚生年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額は、

所定の率により減額調整されるが、同一の事由により国民年金法による障害基礎年金

を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額が減額調整されるこ

とはない。 

（× H20 ★） 

⇒「減額調整される。」 

 

 

□ 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が

消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金た

る保険給付の過誤払いが行われた場合において、当該過誤払いによる返還金に係る債

権の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときであっても、当該保険給付の支

払金の金額を当該過誤払いによる返還金に係る債権の金額に充当することはできな

い。 

（× H25 ★） 

⇒「充当することはできる。」 

 

 

□ 労災年金の額と同一の事由により厚生年金又は国民年金が支給される場合における

労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額から、厚生年金が支給

される場合にあっては当該厚生年金の額のうち基礎年金に相当する額の 2分の 1に相

当する額を減じて得た額とされ、国民年金が支給される場合にあっては当該国民年金

の額の 3分の 1に相当する額を減じて得た額とされる。 

（× H18 ★） 

⇒「乗じて得た額に政令で定める一定率（0.73～0.88）を乗じて減額した額とされる。」 
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□ 労災年金と同一の事由により厚生年金又は国民年金が支給される場合における労災

年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に政令で定める率を乗じて

得た額（その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額）とされる。 

（○ H18 ★） 
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【法 12条の 2の 2】給付制限 

 

□ 労働者の負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故が、当該労

働者又はその利害関係者の故意によって生じたものであるときは、保険給付は行われ

ない。 

（× H17 ★） 

⇒「又はその利害関係者」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生

じさせたときは、政府は保険給付を行いません。 

※「その利害関係者」の故意による場合は、保険給付は行われます。 

 

 

□ 労働者がその過失により負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となっ

た事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回

復を妨げた場合においても、その過失が重大なものでない限り、その保険給付の支給

制限は行われない。 

（○ H２０ ★） 

解説≫ 

「重大な過失」ではなく、単なる「過失」だけであれば、保険給付の支給制限は行われ

ない。 

※「重大な過失」⇒支給制限 

※「過失」⇒支給 

 

 

□ 常時又は随時介護を要する状態にある労働者の障害が故意の犯罪行為若しくは重大

な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障

害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたものであるときは、政府は、介護補償給

付又は介護給付の全部又は一部を支給しないこととしている。 

（× H17 ★） 

⇒「の支給制限は行われない。（支給が行われる。）」 

POINT≫ 

療養（補償）給付、介護（補償）給付、遺族（補償）給付、葬祭料（葬祭給付）及び

二次健康診断等給付 

⇒設問の支給制限の対象とはならない。 
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【法 12条の 3】不正受給者からの費用徴収 

 

【法 12条の 3】不正受給者からの費用徴収 

1．偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給

付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 

 

2．前項の場合において、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわ

れたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前

項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 

 

□ 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者については、その保険給付に相当す

る金額の全部又は一部を政府によって徴収されるほか、労災保険法上の罰則が適用さ

れる。 

（× H15 ★） 

⇒「労災保険法上の罰則の適用はない。」 

解説≫ 

 不正受給をしたことを理由に労働者災害補償保険上では、罰則の規定はありません。 

 

POINT≫【不正受給者からの費用徴収は 2つ】 

●偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者⇒全部又は一部 

●事業主の虚偽の報告又は証明⇒保険給付を受けた者と連帝して、徴収金を納付すべき

ことを命ずることができる。 

 

 

□ 事業主が虚偽の報告又は証明をしたため不正に保険給付を受けた者があるときは、政

府は、その事業主と受給者に対し、遅滞なく、その保険給付に要した費用に相当する

金額の全部を連帯して返納させなければならない。 

（× H16 ★） 

⇒「虚偽の報告又は証明をした事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して当該徴収

金を納付すべきことを命ずることができる。」 

解説≫ 

 設問の後半の論点は、「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるとき」

に該当します。 
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□ 偽りその他不正な手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給

付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

（○ H19 ★） 

 

 

□ 労働者が偽りその他不正な手段により保険給付を受けたときは、これに係る事業主の

報告又は証明の真偽にかかわらず、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者

と連帯して、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を返還すべきこと

を命ずることができる。 

（× H19 ★） 

⇒「事業主が虚偽の報告又は証明をした場合」 

 

 

□ 偽りその他不正の手段により労災保険の保険給付を受けた者がある場合において、そ

の保険給付が事業主の虚偽の報告又は証明をしたために行われたものであるときは、

保険給付を受けた者ではなく事業主が、その保険給付に要した費用に相当する金額の

全部を政府に返還しなければならない。 

（× H22 ★） 

⇒「政府は、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を保険給付を受けた

者から徴収することができ、また、虚偽の報告又は証明をした事業主に対し、保険給付

を受けた者と連帯して当該徴収金を納付すべきことを命ずることができる。」 

 

 

□ 事業主が、故意又は重大な過失によって労働保険料の納付を怠った期間中に生じた事

故に関しては、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 

（× H17 ★）法 31条 1項（事業主からの費用徴収） 

⇒「保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することが

できる。」 

 

 

□ 事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、保険料を納付していない場合

であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第 7条第 1項に定める保険給

付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、所定の価額の限度で、

その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収す

ることができることとされている。 

（○ H20 ★） 
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□ 事業主の故意若しくは重大な過失により生じた業務災害又は労働安全衛生法その他

労働者の安全及び衛生の確保を図るための法令に事業主が違反したことにより生じ

た業務災害について保険給付を行ったときは、政府は、労働基準法の規定による災害

補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当

該事業主から徴収することができる。 

（× H19 ★） 

⇒「又は労働安全衛生法その他労働者の安全及び衛生の確保を図るための法令に事業主

が違反したことにより生じた業務災害」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

「労働安全衛生法その他労働者の安全及び衛生の確保を図るための法令に事業主が違

反したことにより生じた業務災害」についての保険給付は、必ずしも事業主からの費用

徴収ではないため誤りになります。 
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【法 12条の 4】第三者行為災害 

 

□ 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保

険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対し

て有する損害賠償の請求権を取得する。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

 「第三者行為」「給付の価額の限度で」「損害賠償の請求権を取得」とくれば、 

代位取得のことになります。 

流れとしては、第三者に対する損害賠償の請求権を取得した後は、第三者に求償します。 

 

 

□ 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保

険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき

は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

代位取得の設問になります。 

 

 

□ 保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において保険給付を

受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けることができる

ときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。 

（× H15 ★★） 

⇒「受けたとき」 

解説≫ 

 政府が保険給付をストップできるのは、第三者から実際に損害賠償を受けたときにな

ります。 
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□ 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保

険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき

は、その価額の限度で保険給付を行わないことができる。この場合において、対象と

なる保険給付は、その支給事由の発生後 3年以内に請求のあった保険給付（年金たる

保険給付については、この 3年間に係るものに限る。）とされている。 

（× H20 ★） 

⇒「災害発生後 3年以内に支給事由が生じた保険給付」 

 

 

□ 政府は、第三者の行為によって生じた事故を原因とする業務災害について保険給付を

行ったときは、その給付の価額の限度で、受給者が第三者に対して有する損害賠償の

請求権を取得する。この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後 5年以内

に支給事由が生じた保険給付（年金たる保険給付については、この 5年間に係るもの

に限る。）とされている。 

（× H20 ★） 

⇒「3年」 
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【法附則 64条他】民事損害賠償との調整 

 

□ 労働者又はその遺族が事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、保険

給付（一定のものを除く。）を受けるときに、同一の事由について損害賠償（当該保

険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。）を受けたときは、政府

は、厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことが

できる。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 保険給付を受けることができる労働者又はその遺族が、同一の事由について事業主か

ら損害賠償を受けていた場合には、政府は、損害賠償の事由、内容、損害てん補の程

度等を総合的に勘案して政令で定める基準により、保険給付の全部又は一部の支給を

行わないことができる。 

（× H20 ★） 

⇒「労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で保

険給付をしないことができる。」 
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□ 企業内の災害補償制度が、労働協約、就業規則等からみて労災保険の保険給付と重な

る損害てん補の性質を有するものであることが明らかに認められる場合であっても、

政府は、当該保険給付について支給調整を行うことができない。 

（× H20 ★） 

⇒「支給調整が行われる。」 

解説≫ 

 業務災害の際に、見舞金、示談金、和解金等のあらかじめ就業規則等で「労災保険の

保険給付と重なる損害てん捕の性質を有するものであることが明らかに認められる場

合」⇒保険給付との調整が行われます。 

POINT≫【調整の種類】 

履行の猶予 免責 

事業主は、当該年金給付（障害（補償）

年金、遺族（補償）年金）を受ける権利が

消滅するまでの間、前払一時金給付の最高

限度額（年 5分の法定利率を考慮した額）

の限度で、その損害賠償の履行をしないこ

とができる。 

左記の規定により損害賠償の履行が猶予

されている場合に、年金給付又は前払一時

金給付の支給が行われたときは、事業主

は、当該支給額（年 5分の法定利率を考慮

した額）の限度で、その損害賠償の責めを

免れる。 

 

 

 

 

□ 適用事業の事業主が保険給付の上積みとして独自に行う災害補償については、保険給

付と重複するものでない限り、これによって保険給付の調整が行われることはない。

（○ H18 ★） 
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【法 29条】社会復帰促進事業 

 

【法 29条】 

 政府は、労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事

業を行うことができる。 

 

POINT≫【社会復帰促進等事業】 

社会復帰促進事業 

●療養に関する施設、リハビリテーションに関する施設の

設置、運営 

その他被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要

な事業 

⇒労災病院、リハビリテーション施設等の設置、運営、外

科後処置、義肢補装具の支給等 

特定傷病治ゆ者に対するアフターケア 

被災労働者等援護事業 

●被災労働者の療養生活の援護、介護の援護、その遺族の

就学の援護、資金の貸付による援護、その他被災労働者お

よび遺族の援護を図るために必要な事業 

⇒特別支給金の支給、労災就学等援護費、 

休業補償特別援護金、年金受給権を担保とする小口資金の

貸付 

安全衛生確保事業 

●業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に

関する施設の設置、運営その他労働者の安全および衛生の

確保、賃金の支払いの確保 

⇒未払賃金の立替払事業、健康診断施設の設置、運営 
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□ 労災保険法第 29条に規定する社会復帰促進等事業として、厚生労働省労働基準局長

通知（「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について」平成 19

年 4月 23日付け基発第 0423002号。以下「基発第 0423002号通知」という。）に基づ

いて実施するアフターケアについての次の記述のうち誤っているものはどれか。 

なお、本問において、「実施医療機関等」とは労災病院、医療リハビリテーションセン

ター、総合せき損センター、労災保険法施行規則第 11条の規定により指定された病院

若しくは診療所又は薬局のこと、また、「健康管理手帳」とは炭鉱災害による一酸化炭

素中毒症に関する特別措置法施行規則に定める様式第 4号及び基発第 0423002号通知

に定める様式第 1号の健康管理手帳のことをいう。 

（Aが正しい。 H23 ★★★） 

解説≫ 

 社会復帰促進等事業のアフターケアからの出題です。 

問題としては、難問です。 

今後の対策としては、アフターケアの内容を理解し、アフターケアを受けるためには、

都道府県労働局長が交付する健康管理手帳を労災指定病院等に提示して受ける受診する

という流れを押さえてください。 

再受験生や余裕のある方は、各肢も目を通してください。 

 

アフターケア制度の内容を確認していきます。 

 業務上のケガや病気で療養し、そのケガや病気が治った後も、再発や後遺障害に伴う

新たな病気を防ぐため、労災指定医療機関でアフターケア（診察や保健指導、検査など）

を無料で受診することができる制度です。 

傷病治癒後に、都道府県労働局長が「健康管理手帳」を交付し、労災（指定）病院等

で行ないます。 

〈対象となる傷病〉 

 脊髄損傷、頭頸部外傷症候群、尿道狭窄、慢性肝炎、白内障等の眼疾患、振動障害、大

腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折、人工関節・人工骨頭置換、慢性化膿性骨髄炎、

虚血性心疾患等、尿路系腫瘍、脳血管疾患、有機溶剤中毒等、外傷による末梢神経損傷、

熱傷、サリン中毒、精神障害 
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(A)アフターケアの対象傷病は、せき髄損傷、頸肩腕障害、腰痛、慢性肝炎、白内障等の

眼疾患、振動障害、外傷による末梢神経損傷、炭鉱災害による一酸化炭素中毒等である

が、サリン中毒及び精神障害は対象とならない。 

⇒「アフターケアの対象傷病にサリン中毒及び精神障害も含まれる。」 

 

(B)アフターケアを受けようとする者は、その都度、実施医療機関等に健康管理手帳を提

出し、アフターケアの実施に関する記録の記入を受けるものとされている。 

 

(C)健康管理手帳の交付は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長（以下、この選

択肢において「所轄署長」という。）が、アフターケアの対象予定者を所定の報告書によ

り当該所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長（以下、本問の選択肢において「所

轄局長」という。）に報告し、所轄局長が当該報告に基づき対象者と認められる者に対し

て行うものである。 

 

(D)アフターケアを受けようとする者は、健康管理手帳を紛失若しくは汚損し又は健康管

理手帳のアフターケア記録欄に余白がなくなったときは、所定の申請書により、所轄局

長あてに健康管理手帳の再交付を申請し、所轄局長は、その申請に基づき、健康管理手

帳を再交付する。 

 

(E)実施医療機関等は、アフターケアに要した費用を請求するときは、所定の方法により

算定した毎月分の費用の額を所定の請求書に記載の上、当該実施医療機関等の所在地を

管轄する都道府県労働局長に提出する 
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□ 特別支給金は、保険給付ではなく、その支給は社会復帰促進等事業として行われるも

のであり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、労働者災害補償保険特別支給金

支給規則に定めるところによる。 

（○ H22 ★） 

 

 

□ 社会復帰促進等事業は、原則として、独立行政法人労働者健康福祉機構が統括して行

うこととなっている。 

（× H17 ★） 

⇒「政府」 

解説≫ 

社会復帰促進事業の一部を独立行政法人労働者健康福祉機構に行わせるものとされて

います。 

 

 

□ 社会復帰促進等事業のうち、未払賃金の立替払事業は、独立行政法人労働者健康福祉

機構が実施する。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

政府は、社会復帰促進事業の一部を独立行政法人健康福祉機構に行わせるものとされて

います。 

●労災病院の設置・運営 

●リハビリテーションせんたーの設置・運営 

●健康診断施設の設置・運営 

●未払賃金の立替払事業 等 

 

 

□ 特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、その事務は

所轄労働基準監督署長が行う。 

（○ H22 ★） 
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□ 葬祭特別支給金は、業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、死亡した

労働者の葬祭を行う者の申請に基づき支給される。 

（× H17 ★） 

⇒「特別支給金の規定はない。」 

POINT≫ 

療養（補償）給付、介護（補償）給付、葬祭料（葬祭給付）及び二次健康診断等給付に

対応する特別支給金の規定はない。 

 

解説≫ 

療養（補償）給付、介護（補償）給付、葬祭料（葬祭給付）及び二次健康診断等給付

に対応する特別支給金の規定はありません。 

 

 

□ 特別支給金は、業務災害及び通勤災害に関するすべての保険給付と関連して支給され

る。 

（× H16 ★） 

⇒「すべての保険給付に支給されるわけではない。」 

 

 

□ 特別支給金は、もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して行う例が

多かったいわゆる「上積み補償」に由来するものであるので、特別加入者には支給さ

れない。 

（× H17 ★） 

⇒「特別加入者にも支給される。」 

 

 

□ 二次健康診断等特別支給金を受けようとする者は、一次健康診断を受けた日から 3か

月以内に申請をしなければならない。 

（× H17 ★） 

「特別支給金の規定はない。」 
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□ 特別支給金は、社会復帰促進等事業の一つとして、労働者災害補償保険特別支給金規

則に基づき、二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付に対応して支給される。 

（× H21 ★） 

⇒「二次健康診断等給付、療養（補償）給付、介護（補償）給付、葬祭料（葬祭給付）」 

 

 

□ 特別支給金は、業務災害に関する療養補償給付、葬祭料及び介護補償給付、通勤災害

に関する療養給付、葬祭給付及び介護給付、並びに二次健康診断等給付と関連しては

支給されない。 

（○ H22 ★） 

 

 

□ 特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する各保

険給付（療養補償給付及び療養給付を除く。）のすべてに付帯するものとして、当該

各保険給付の請求とともに行う申請に基づいて支給される。 

（× H17 ★） 

⇒「（療養（補償）給付、介護（補償）給付、葬祭料（葬祭給付）、二次健康診断等給付

を除く。）」 

⇒「当該各保険給付の請求とともに行う申請に基づいて支給される。（傷病補償年金は、

職権による。）」 

解説≫ 

傷病特別支給金及び傷病特別年金については、傷病（補償）年金が労働者の請求では

なく、政府の職権により支給決定されるので、保険給付の請求とともに行う申請に基づ

いて支給されるわけではありません。 

 

 

□ 特別支給金は、原則として、これを受けることのできる者の申請に基づき支給される

ものであるが、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者については、当分

の間、傷病特別支給金の申請があったものとして扱って差し支えないとされている。

（○ H17 ★） 
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□ 特別支給金は、すべて関連する保険給付と併せて支給されるものであり、その支給を

受けるためには、必ず関連する保険給付の請求と同時に別途当該特別支給金の支給の

申請を行わなければならない。 

（× H22 ★） 

⇒設問の規定はないため誤り。 

解説≫ 

すべての関連する保険給付が請求で行われるわけではありません。 

傷病（補償）年金は、所轄労働基準監督署長の職権により支給決定されます。 

「すべて」「必ず」というような表現には注意が必要です。 

また、「当分の間、事務処理の便宜上、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた

者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差支えない。」とされてい 

ます。 

 

 

□ 休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の 100分の 30に相当する額と

される。 

（× H24 ★） 

⇒「100分の 20に相当する額とされる。」 

 

 

□ 休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付又は休業給付を受ける

ことができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付又は休業

給付の請求と同時に行わなければならない。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 遺族特別年金は、遺族補償年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて

支給される。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 遺族特別支給金の額は、300万円とされ、遺族特別支給金の支給を受ける遺族が 2人

以上ある場合には、それぞれに 300万円が支給される。 

（× H24 ★） 

⇒「300万円をその人数で除して得た額とされている。」 
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□ 遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して 2年以内に行

わなければならない。 

（× H24 ★） 

⇒「5年以内」 

 

 

□ 特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害補償責任

に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に対する特別支給金

の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限られる。 

（× H20 ★） 

⇒後半の論点はないので誤り。  

解説≫ 

設問のような「厚生労働省労働基準局長～」という規定はないので誤りになります。 

特別加入者に対しては、ボーナス特別支給金は支給されませんが、特別支給一時金は支

給されましす。 

 

□ 保険給付に付随して支給される特別支給金は、実質的に保険給付と同じく損害のてん

補の意義をもつものであるので、その支給の原因である事故が第三者の行為によって

生じた場合には、保険給付に準じて損害賠償との調整が行われる。 

（× H18 ★） 

⇒「調整は行われない。」 

 

 

□ 特別支給金は、関連する保険給付と併せて支給されるものであるが、他の公的保険の

給付が併給されて労災保険の保険給付の額が減額される場合でも、特別支給金の支給

額が減額されることはない。 

（○ H22 ★） 
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【法 33条】特別加入 

 

□ 労災保険法第 4章の 2は、中小事業主及び一人親方等労働者に当たらない者であって

も一定の者については、申請に対し政府の承認があったときは、労災保険に特別に加

入できるとしている。次の者のうち、特別加入を認められる者として正しいものはど

れか。なお、以下において、「労働保険徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に

関する法律」のことである。 

（Ｂが正しい。 H22 ★） 

(A)常時 100人の労働者を使用する小売業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険

事務組合に労働保険事務の処理を委託する者 

⇒「常時 50人以下」 

(B)常時 100人の労働者を使用するサービス業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働

保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者 

⇒正しい 

(C)常時 100人の労働者を使用する不動産業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保

険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者 

⇒「常時 50人以下」 

(D)常時 300人の労働者を使用する金融業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険

事務組合に労働保険事務の処理を委託する者 

⇒「常時 50人以下」 

(E)常時 300人の労働者を使用する保険業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険

事務組合に労働保険事務の処理を委託する者 

⇒「常時 50人以下」 

POINT≫設問の常時所定の数以下の労働者を使用する事業を特定事業という。 

事業の種類 常時使用する労働者数 

金融業・保険業・不増産業・小売業 常時 50人以下 

卸売業・サービス業 常時 100人以下 

上記以外の事業 常時 300人以下 

 

解説≫ 

 事業の種類と使用労働者数に関しては、暗記項目です。覚えていれば必ず取れる問題

です。 
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□ 特別加入者の給付基礎日額は、中小事業主等については、当該事業に使用される労働

者の賃金の額その他の事情を考慮し、一人親方等については、当該事業と同種若しく

は類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働

者の賃金の額その他の事情を考慮し、海外派遣者については、中小事業主等の場合に

準じて、厚生労働大臣が定める額による。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

特別加入者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情

を考慮して厚生労働大臣が定める額。 

⇒3,500円～25,000円（16区分）の範囲内で、特別加入者の希望に基づき、厚生労働大

臣（都道府県労働局長に委任）が決定。 

法改正（平成 25年 9月 1日）従来の 13区分に 22,000円、24,000円、25,000円が追加

されています。 

☑家内労働者およびその補助員については、2,000円、2,500円、3,000円は従来通り） 

 

 

□ 特別加入者に係る業務災害については、労働者の場合と異なり、業務の範囲等を確定

することが通常困難であることから、その認定は、厚生労働省労働基準局長が定める

基準によって行われる。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 年間農業生産物総販売額 300万円であって経営耕地面積 1ヘクタールの農業の事業場

における土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業で、動力により

駆動される機械を使用するものに従事する者は、労災保険の特別加入の対象となる。

（○ H24 ★★★） 

 

 

□ 特別加入者に係る業務災害及び通勤災害については、労働者災害補償保険法施行規則

に基づき厚生労働省労働基準局長が定める基準によって、その認定が行われる。 

（○ H20 ★） 
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□ 一人親方等の特別加入者のうち、①自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の

事業又は漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常

態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者、②農業における所定の作業に従

事する者、③家内労働法にいう家内労働者及びその補助者で所定の作業に従事するも

のは、通勤災害に関しては労災保険の保険給付を受けることができない。 

（○ H16 ★）法 35条 1項 

POINT≫【通勤災害に関しての労災保険の保険給付が受けられない具体例】 

①個人タクシー業者、個人貨物運送業者 ②個人水産業者  

③特定農作業従事者・指定農業機械作業従事者 ④家内労働者 

 

 

□ 中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者とみなされ、

労災保険のすべての保険給付が行われる。 

（× H20 ★）法 35条 1項 

⇒「すべての保険給付が行われるわけではない。」 

解説≫ 

特別加入者には、二次健康診断等給付、ボーナス特別支給金は支給されません。 

また、一人親方等の特別加入者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮

して個人タクシー業者等には、通勤災害に関する保険給付は支給されません。 

 

 

□ 一人親方等の特別加入者のうち、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を

労働者を使用しないで行うことを常態とする者その他の労働者災害補償保険法施行

規則第 46条の 22の 2に定める者は、通勤災害に関する労災保険の保険給付を受ける

ことができない。 

（○ H20 ★）法 35条 1項 
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□ 労働者以外の者であっても、特別加入を認められた者は、労災保険法上は労働者とみ

なされ、通勤災害に係る保険給付を除くすべての保険給付を受けることができる。 

（× H21 ★） 

⇒「一人親方等の特別加入者のうち一定の者を除き、通勤災害が支給される。」 

POINT≫ 

一人親方等の特別加入者のうち一定の者を除き、通勤災害に係る保険給付は行われる。 

「すべての保険給付」とあるが、二次健康診断等給付は行われないので誤り。 

 

 

□ 一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用

しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤とみなされ、通

勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。 

（× H22 ★） 

⇒「通勤とはみなされず、通勤災害に関して労災保険の適用を受けることはできない。」 

 

 

□ 特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のた

め 4日以上業務に従事することができない場合には、それによる所得喪失の有無にか

かわらず、支給される。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 特別加入者である中小事業主等の事故が特別加入保険料の滞納期間中に生じ、かつ、

業務災害の原因である事故が当該中小事業主等の故意又は重大な過失によって生じ

たものである場合における保険給付の支給については、まず故意又は重大な過失に係

る支給制限が行われ、さらに支給制限後の保険給付の残額について特別加入保険料の

滞納に係る支給制限が行われる。 

（○ H20 ★★） 

 

 

□ 特別加入者の事故が当該特別加入に係る保険料が滞納されている期間中に生じたも

のであるときは、政府は、当該滞納に係る保険料が納付されるまでの間に限り、当該

事故に係る保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。 

（× H20 ★）  

⇒「滞納に係る保険料が完納された日の前日までに生じた事故に係る保険給付に対して」 
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□ 海外派遣者について、派遣先の海外の事業が中小企業（常時所定の数以下の労働者を

使用するものに限る。）に該当する場合には、その事業の代表者であっても、特別加

入の対象となる。 

（○ H20 ★） 

POINT≫【特定事業】 

事業の種類 常時使用する労働者数 

金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下 

卸売業・サービス業 100人以下 

その他の事業 300人以下 

※派遣先の事業が、特定事業に該当しない場合 

⇒当該事業に使用される労働者として派遣される場合に限り、特別加入できる。 

 

 

□ 海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を

使用する事業に該当する場合であっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入

の対象とならない。 

（× H24 ★） 

⇒「労災保険の特別加入の対象となる。」 

解説≫ 

 海外で行われる事業が特定事業の場合には、事業主（代表者）として海外派遣される

者も特別加入ができます。 
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【法 38条】不服申立て 

 

□ 保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族は、審査請求をした日から 1

か月を経過しても労働者災害補償保険審査官の決定がないときは、当該審査請求に係

る処分について決定を経ないで労働保険審査会に対し再審査請求をすることができ

る。 

（× H22 ★） 

⇒「3か月」 

解説≫ 

 不服申し立てに関しては、大きく 2つあります。 

①保険給付に関する決定に不服（例えば、保険給付の等級など） 

⇒労働者災害補償保険審査官に審査請求 

⇒（さらに不服があれば）労働保険審査会に再審査請求 

 

②保険給付以外の処分に関する不服⇒行政不服審査法によります。 

●事業主からの費用徴収に関する処分に不服（保険料に関すること） 

⇒都道府県労働局長に対して異議申立て 

⇒（さらに不服があれば）厚生労働大臣に審査請求 

●特別加入の不承認等に関する処分 

⇒厚生労働大臣に審査請求 

 

・労働者災害補償保険審査官⇒都道府県労働局に置かれている。 

・労働保険審査会⇒厚生労働大臣の所轄下に置けれている。 

 

 

□ 保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族が、労働者災害補償保険審査

官に対して行う審査請求は、保険給付を受ける権利について時効中断の効力を生じる。

（○ H22 ★） 
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□ 保険給付に関する不支給決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険審査官

の決定に対して不服のある被災者や遺族は、どのような場合にも、労働保険審査会に

対し再審査請求すると同時に、処分の取消しの訴えを提起することができる。 

（× H22 ★） 

⇒「原則として、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た

後でなければ、提起することができない。」 

解説≫ 

 保険給付に関する決定に不服がある者は、裁判所に訴えることができます。 

ただし、再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でないと、訴えることはで

きません。設問のように同時に行うようなことはありません。 

 

 

□ 「事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故」につい

て保険給付を行ったときに該当するとして、政府からその保険給付に要した費用に相

当する金額の全部又は一部を徴収する処分を受けた事業主は、当該処分に不服がある

場合でも異議申立てをすることはできない。 

（× H22 ★） 

⇒「都道府県労働局長に対して異議申立てをすることができる。」 

解説≫ 

 設問では、「費用を徴収する処分」とあるので、保険給付以外の処分についての不服に

なります。 

保険給付以外に関しては、行政不服審査法に基づき、都道府県労働局長に異議申立を行

います。 

 

 

□ 特別支給金に関する決定は、保険給付に関する決定があった場合に行われるものであ

り、当該特別支給金に関する決定に不服がある被災者や遺族は、労働者災害補償保険

審査官に審査請求をすることができる。 

（× H22 ★） 

⇒「審査請求をすることはできない。」 

解説≫ 

 特別支給金は、社会復帰促進事業等として行われるもので、保険給付ではありません。

したがって、労災保険法による審査請求も再審査請求も行うことはできません。 
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□ 保険給付に関する決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険審査官の決定

に対して不服のある者は、再審査請求をした日から 3か月を経過しても裁決がないと

きであっても、再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経ずに、処分の取消しの

訴えを提起することはできない。 

（× H23 ★） 

⇒「再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経ずに、処分の取り消しの訴えを提起

することができる。」 

POINT≫【労働保険審査会の裁決なしに提起可能な場合】 

●再審査請求がされた日から 3か月を経過しても裁決がないとき 

●再審査請求についての裁決を経ることにより著しい損害を避けるため緊急の必要があ

るときその他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき 

⇒労働保険審査会の裁決を経ないで、処分の取り消しの訴え提起可能 

 

POINT≫【請求期間】 

審査請求 処分があったことを知った日の翌日から起算して

60日以内 

口頭又は文書 

再審査請求 決定書の謄本が送付された日の翌日から 

60日以内 

文書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法 42条】時効 



労働者災害補償保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 128 

 

 

□ 労災保険の保険給付を受ける権利は、一時金としての保険給付にあっては 2年を、年

金としての保険給付にあっては 5年を経過したとき、時効によって消滅する。 

（× H20 ★） 

⇒時効に関しては、一時金、年金で区別されていない。 

解説≫ 

 必ずしも一時金は 2年ということではないので誤り。 

POINT≫【○○一時金の時効】 

●障害（補償）年金前払一時金、遺族（補償）年金前払一時金・・・2年 

●障害（補償）年金差額一時金・・・5年 

 

★「前払一時金」とくれば、迷わず 2年です。 

 

 

□ 療養補償給付又は療養給付のうち、療養の給付を受ける権利については療養の必要が

生じたときから、療養の費用の支給を受ける権利については療養の費用を支出した日

の翌日から、時効が進行する。 

（× H16 ★） 

⇒「時効の問題はなく、」 

解説≫ 

設問の前半が誤りになります。 

療養の給付（治療を受ける給付）に関しては時効の問題は生じません。 

後半の「療養の費用の支給を受ける権利」の起算日、時効に関しては正しい設問です。 

 

 

□ 療養補償給付を受ける権利は、当該傷病が発生した日の翌日から 2年を経過したとき

は、時効によって消滅する。 

（× H18 ★） 

⇒「時効の問題は生じない。」 

 

 

 

 

 

 

□ 療養補償給付又は療養給付を受ける権利の時効は、診断によって療養を必要とするこ

とが確認された日の翌日から進行する。 
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（× H20 ★） 

⇒「時効の問題は生じない。」 

解説≫ 

 療養（補償）給付のうち、「療養の給付（現物支給）」に関しては、時効の問題は生じ

ません。 

「療養の費用の支給（現金支給）」に関しては、療養に要する費用を支払った日の翌日か

ら起算して 2年を経過したときは、時効により消滅する。 

 

 

□ 休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、休業した日の属する月ごとに、そ

の翌月の初日から進行する。 

（× H16 ★） 

⇒「労働不能の日ごとにその翌日から進行する。」 

 

 

□ 休業補償給付を受ける権利は、当該休業に係る傷病が発生した日の翌日から 2年を経

過したときは、時効によって消滅する。 

（× H18 ★） 

⇒「労働不能の日ごとにその翌日」 

 

 

□ 休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため労働す

ることができないために賃金を受けない日ごとに、その当日から進行する。 

（× H20 ★）  

⇒「その翌日から進行する。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 傷病補償年金又は傷病年金を受ける権利の時効は、療養開始後 3年を経過してなお当

該傷病が治っていないことが確認されたときから進行する。 
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（× H16 ★） 

⇒「時効の問題は生じない。」 

解説≫ 

 傷病（補償）年金は、行政の職権により支給決定されます。労働者本人から請求する

ことはないので、時効の問題は生じません。 

 ただし、支払期ごとに生ずる請求権（支分権）は、会計法 30条の規定により、5年を

経過したときは時効により消滅します。 

 

 

□ 傷病補償年金を受ける権利は、当該傷病の療養の開始後 1年 6か月を経過した日の翌

日から 2年を経過したときは、時効によって消滅する。 

（× H18 ★） 

⇒「時効の問題は生じない。」 

 

 

□ 傷病補償年金又は傷病年金は、政府の職権によって支給が決定されるものであるから、

これを受ける権利に関して労災保険法では時効について定めていないが、支給が決定

された年金の支払期ごとに生ずる請求権については、会計法上の時効の規定が適用さ

れる。 

（○ H15 ★） 

 

 

□ 障害補償給付を受ける権利は、当該傷病が治って障害が残った日の翌日から 5年を経

過したときは、時効によって消滅する。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 障害補償給付又は障害給付を受ける権利の時効は、当該傷病が治って障害が残り、診

断によって当該障害が確認された月の翌月の初日から進行する。 

（× H20 ★） 

⇒「傷病が治った日の翌日から進行する。」 

 

 

 

 

□ 介護補償給付又は介護給付を受ける権利の時効は、介護を受けた日の属する月ごとに、

その翌月の初日から進行する。 
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（○ H16 ★） 

 

 

□ 介護補償給付又は介護給付を受ける権利の時効は、その支給事由が生じた月の翌月の

初日から進行する。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

 介護保険給付に関しては、月を単位として支給をするので、時効に関しても月単位に

なります。 

 

 

□ 遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の支給を受ける権利は、5年を経過

したときは、時効によって消滅する。 

（× H15 ★） 

⇒「2年を経過したときは、」 

 

 

□ 葬祭料を受ける権利は、死亡した労働者の葬祭が行われた日の翌日から 2年を経過し 

たときは、時効によって消滅する。 

（× H18 ★） 

⇒「労働者が死亡した日の翌日から」 

 

 

□ 葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が終了した日の翌日から進行する。

（× H20 ★） 

⇒「死亡の日の翌日から進行する。」 

 

 

□ 二次健康診断等給付を受ける権利の時効は、労災保険法第 26条の定める検査におい

て異常な所見があると診断された日の属する月の翌月の初日から進行する。 

（× H16 ★） 

⇒「一次健康診断の結果が了知し得る日の翌日から進行する。」 

 

 

 

□ 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給

付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、3年を経過したとき、障害補
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償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したとき

には、時効によって消滅する。 

（× H23 ★） 

⇒「2年を経過したとき」 

解説≫ 

 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給

付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したときに、時効に

より消滅します。 

労災保険の時効に関しては、2年と 5年しかないので、瞬時に正誤が判断できる問題で

す。 

 

 

□ 市町村長（特別区及び地方自治法第 252条の 19第 1項の指定都市においては、区長

とする。）は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市（特別区を

含む。）町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の

戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の原因である事故を発生さ

せた第三者に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件

の提出を命ずることができる。 

（○ H23 ★） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□ 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受け

ようとする者（死亡した労働者の遺族を除く。）に対し、その指定する医師の診断を
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受けるべきことを命ずることができる。 

（× H16 ★） 

⇒「（死亡した労働者の遺族を含む。」） 

解説≫ 

 遺族補償年金等の遺族には一定障害の要件があるので、行政庁は遺族に対しても、 

指定する医師の診断を受けることを命じることができます。 

 

 

□ 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受け

ようとする者（遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。）に対

し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 政府は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けよ

うとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができ、

その者が命令に従わないときは、保険給付の支払いを一時差し止めることができる。

（○ H25 ★） 

 

 

□ 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、保険給付に関し

必要な労災保険法施行規則で定める書類その他の物件を政府に提出したときは、保険

給付の支払いを一時差し止めることができる。 

（○ H25 ★） 

 

 

□ 行政庁は、労災保険法の施行に必要な限度において、職員に、適用事業の事業場に立

ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

この立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけれ

ばならない。 

（○ H23 ★） 

 

 

 

 

□ 保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、所定の届出をせず、若し

くは書類その他の物件の提出をせず、又は行政庁の報告命令、受診命令等に従わない
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ときは、政府は、保険給付の全部又は一部の支給を取り消し、その返還を命ずること

ができる。 

（× H15 ★） 

⇒「支払いを一時差し止めることができる。」 

 

 

□ 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるとこ

ろによって、保険給付を受け、又は受けようとする者（遺族補償年金又は遺族年金の

額の算定の基礎となる者を含む。）の診療を担当した医師その他の者に対して、その

行った診療に関する事項について、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提

示を命じ、又は当該職員に、これらの物件を検査させることができる。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 保険給付を受け、又は受けようとする者（遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基

礎となる者を含む。）の診療に関することは、守秘義務事項に該当するため、行政庁

は、その診療を担当した医師に対して、診療録の提示を命じることはできない。 

（× H23 ★） 

⇒「診療録の提示を命じることができる。」 

 

 

□ 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受け

ようとする者の診療を担当した医師その他の者に対して、当該診療について報告又は

診療録その他の物件の提示を命ずることができ、当該報告又は物件の提示を拒んだ場

合には、政府は、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 

（× H15 ★） 

⇒「6か月以下の懲役又は 20万円以下の罰金に処せられる。」 

解説≫ 

 事業主や診療担当の医師等が、報告等の命令、立入検査規定に違反した場合 

⇒6か月以下の懲役又は 20万円以下の罰金に処せられます。 

「保険給付を受ける権利を有する者」つまり被災労働者や遺族に関しては、 

一時差し止めになります。 

 

 

 

□ 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、行政の出頭命令に従

わないときは、保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還
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を命ずることができる。 

(× H24 ★) 

⇒設問のような規定はないので誤り。 

解説≫ 

 設問のような、「出頭命令に従わないとき・・・」という規定はありません。 

「政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、保険給付に関する届

出、書類等の提出をしないとき、又は報告等の命令、受診命令に従わないとき 

⇒保険給付の支払いを一時差し止めることができる。」と混同させている問題です 

 

 

□ 労働者の業務災害に関する保険給付は、当該労働者を使用する事業主の災害補償責任

に基づくものであるので、その費用については事業主が保険料としてその全額を負担

するが、通勤災害に関する保険給付の費用については、その一定割合を国庫が負担す

ることとなっている。 

（× H19 ★★） 

⇒「一定額を負担する規定はない。」 

 

 

□ 労災保険法に基づく政令及び厚生労働省令は、その草案について、労働政策審議会の

意見を聞いて、制定される。 

（○ H20 ★） 


