Ⅱ

各種保険

1 労災保険
労災保険（労働者災害補償保険）とは、
労働者が「仕事の上」で怪我をしたり病気にかかっ
たり、又は「通勤途中」で事故にあったりした場合に、わずかな保険料で国が事業主に代わっ
て治療費や休業補償費などの補償・給付をする制度です。
労災保険への加入は、事業主や労働者の意思に関わらず、労働者を１人でも雇用していれ
ば、全ての事業所が労災保険の適用対象になり、事業主は保険加入手続きをしなければなり
ません。また、パートタイム労働者や１日だけのアルバイト等も含めて、雇用形態や名称に
関係なく、全ての労働者に労災保険が適用されます。
労災保険料は全額事業主が負担し、労働者の負担はありません。（労働者災害補償保険法
第２条の２、第３条）
なお、労災保険の給付を受けるには、労働者、又はその遺族が所定の保険給付請求書に必
要事項を記載して、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出しなければなりません。
その際、事業主には、労働者の請求手続きに協力する義務があります。
また、保険給付は、在職中に初診日（医師の最初の診察）があることが必要で、請求権は、
２年（障害給付と遺族給付については５年）で時効により消滅します。
※労災保険のお問合せ先は、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署です。
参考：主な給付の種類（業務災害の場合）
①療養補償給付
②休業補償給付
休業特別支給金

治療や診察を受けられます。
賃金が受けられない場合に、休業の４日目から「給付基礎日額」
（平均賃金）の６割が支給されます。
｢給付基礎日額｣の 2 割が支給されます。

③傷病補償年金

怪我や病気による療養を開始してから、１年６ヶ月を経過して
も治らない場合に年金が支給されます。

④障害補償給付

怪我や病気が治った後、障害が残っている場合に、障害の程度
に応じて年金、又は一時金が支給されます。

⑤介護補償給付

傷病補償年金や障害補償給付を受給し、現に介護を受けている
場合に、その介護に要した費用が支給されます。

⑥遺族補償給付

労働者が亡くなった場合に、遺族に対して年金や一時金が支給
されます。

⑦葬祭料

葬祭を行った者に対して支給されます。

※上記①〜⑦は通勤災害の場合、
①療養給付・②休業給付・③傷病年金・④障害給付・⑤介護給付・⑥遺
族給付・⑦葬祭給付という
※
「給付基礎日額」とは、原則として、給与日額を算定すべきことが発生した日（たとえば怪我をした日）
以前３ヶ月間の賃金の総額をその期間の総日数で割った金額
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2 雇用保険
雇用保険とは、労働者が失業したときに、ある程度の生活を確保しながら、新たな仕事を
探すことができるよう一定期間給付を受けることができる制度です。
雇用保険への加入は、労働者を１人でも雇用していれば、全ての事業所が適用対象になり、
事業主は保険加入の手続きをしなければなりません。そこに雇用されている労働者は、原則
として全員が対象（被保険者）になりますが、パートタイム労働者（短時間労働被保険者）
は、次の適用要件を満たすことが必要です。また、季節的に雇用される人は適用除外となり
ます。（雇用保険法第５条第１項、第６条第１項）
※平成２９年１月１日以降、６５歳以上の労働者についても、
「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。また、
令和４年１月１日以降、次のいずれかの要件も満たす労働者が厚生労働大臣に申し出た場合には、高年齢被保険者となるこ
とができるようになります。
(1)二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の労働者
(2)一の事業主の適用事業における１週間の所定労働時間が20時間未満
(3)二の事業主の適用事業（労働者の一の事業主の１週間の所定労働時間が一定時間数以上であるものに限る）
における
１週間の所定労働時間の合計が20時間以上

■■短時間労働者、派遣労働者の雇用保険の適用範囲■■
雇用保険法の一部改正（平成２２年４月１日施行）により雇用保険の適用範囲が拡
大されました。
（１）１週間当たりの所定労働時間が２０時間以上であること
（２）３１日以上継続して雇用される見込みがあること
●「３１日以上の雇用見込があること」とは
３１日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当するこ
とになります。つまり、３１日未満の短期雇用でも、以下の場合は雇用保険の適用範
囲に含まれます。
・更新規定がある場合
・同様の雇用契約により雇用された労働者が、３１日以上雇用された実績がある場合
・実際に３１日以上引き続き雇用された場合
●事業主が行わなければならない手続
・資格取得届：被保険者となった日の属する月の翌月１０日までに所管のハローワーク
へ届け出る。
・資格喪失届：被保険者でなくなった日の翌日から起算して１０日以内に所管のハロー
ワークへ届け出て離職票の交付手続きを行う。

保険料は、労働者の賃金総額に雇用保険料率を乗じた額を、事業主と労働者がそれぞれの
負担割合に応じて負担します。
（労働保険の保険料の徴収等に関する法律第３０条）
なお、雇用保険を受給する手続きは、自分の住所地を管轄する公共職業安定所（ハローワー
ク）で行いますので、詳しくは最寄りの公共職業安定所までお問合せください。
※雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善（平成２２年１０月１日施行）
◆事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、雇用保険に
未加入とされていた方は、これまで被保険者であったことが確認された日から２年前
まで雇用保険の遡及適用が可能です。
◆平成２２年１０月１日から雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
に関する事項が施行されたことにより、雇用保険料を天引きされていたことが給与明
細等の書類により確認された方については、２年を超えて、保険料を徴収されている
ことが確認できる最も古い時期まで遡って、被保険者となることが可能となりました。
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参考：主な失業等給付の種類（雇用保険法第１０条）

１

①求職者給付

雇用保険の被保険者が、解雇・倒産・自己都合等により離職し、
働く意思と能力がありながら就職できない場合に支給される基
本手当（失業手当）等

②就職促進給付

労働者が離職後、公共職業安定所に失業と認定され、求職の申
込みをしているときに再就職が決まり、さらに一定の要件を満
たした場合に支給される再就職手当等

③教育訓練給付

国が指定する教育訓練を修了した場合に本人が教育訓練施設に
支払った経費の一部が支給される給付金等

④雇用継続給付

高年齢者や、育児休業・介護休業を取得する被保険者に対して、
一定の要件を満たした場合に支給される給付金等

基本手当を受給するためには、次の３つの要件を満たす必要があります。

■■基本手当（失業手当）の受給資格要件■■
⑴離職によって、被保険者資格を失っていること
⑵労働の意思・能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること
⑶離職の日以前の２年間に、被保険者期間（雇用保険に加入していた月）が通算して
１２ヶ月以上（ただし、＊１特定受給資格者、又は＊２特定理由離職者に該当する場合は、
離職の日以前の１年間に６ヶ月以上）あること（賃金支払基礎日数１１日以上）
＊１「特定受給資格者」：倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕な
く離職を余儀なくされた方
＊２「特定理由離職者」
：特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約
が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離
職した方
２

基本手当を受給できる期間は、原則として離職した日の翌日から１年間に限ります。
ただし、その間に病気、怪我、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き３０日以上働
くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延
長することができます。
（延長できる期間は最長で３年です）
３ 基本手当は、受給資格者が公共職業安定所に来所し、求職の申し込みを行った日（受給
資格決定日）から失業状態の日があっても、通算して７日間は支給されません。この期間
を「待期」といいます。
４ 基本手当の支給を受けるには、受給資格決定日から４週間に１回ずつ設定された「失業
認定日」に求職の申し込みを行った公共職業安定所に出頭し、直前２８日間の各日につい
て、「失業の認定」を受けなければなりません。
例：給付制限がない場合
時間

4週

待期
（7日間）
離職

５

4週

受給資格決定日

失業の認定

失業の認定

基本手当は、原則として４週間に１回、失業の認定を受けた日数分が支給されます。
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■■基本手当（失業手当）の支給額■■
雇用保険で受給できる１日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の６ヶ月に毎月支払われた賃金（賞
与等は除く）の合計を１８０で割っ
（令和2年3月1日改定）
た金額（賃金日額）のおよそ５０％
基本手当日額（上限）
年齢区分
〜８０％（６０歳〜６４歳は４５％
6 , 8 1 5 円
３０歳未満
〜８０％）となっており、賃金の低
い方ほど高い率となっています。基
7 , 5 7 0 円
３０歳以上４５歳未満
本手当日額は年齢区分ごとにその上
8 , 3 3 0 円
４５歳以上６０歳未満
限額が定められております。
7 , 1 5 0 円
６０歳以上６５歳未満
※基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく、１, ９８４円です。

■■基本手当（失業手当）の所定給付日数■■
（１）倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方
（特定受給資格者）
被保険者であった
期間

１年未満

１年以上
５年未満

５年以上
10年未満

10年以上
20年未満

20年以上

30 歳未満

９０日

９０日

１２０日

１８０日

−

30 歳以上 35 歳未満

９０日

１２０日

１８０日

２１０日

２４０日

35 歳以上 45 歳未満

９０日

１５０日

１８０日

２４０日

２７０日

45 歳以上 60 歳未満

９０日

１８０日

２４０日

２７０日

３３０日

60 歳以上 65 歳未満

９０日

１５０日

１８０日

２１０日

２４０日

離職時の年齢

（２）自己都合・定年退職などにより離職した方
（一般離職者）
離職時の年齢

被保険者であった
期間

全年齢

１年未満

１年以上
５年未満

５年以上
10年未満

10年以上
20年未満

20年以上

９０日

９０日

１２０日

１５０日

注：令和 2 年 10 月 1 日以降に、自己都合で離職した場合、５年間の内２回までは給付制限
期間が３か月から２か月に短縮されます。（雇用保険法第３３条）
注：60 歳以上で定年退職した場合、所定の手続きをしてから 7 日間の待期をもって基本手
当が支給されます。（雇用保険法第２１条）
●倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方（特
定受給資格者）については、
自己都合・定年退職等により離職した方（一般離職者）に比べ、
手厚い給付日数となる場合があります。
●期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方（特定理由離職者）
は、基本手当の所定給付日数が特定受給資格者と同様に手厚くなる場合があります。
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3 健康保険
健康保険とは、労働者やその家族の仕事以外による病気、怪我、死亡、あるいは出産など
の際に必要な医療給付や手当金の支給を行う制度です。
健康保険は、使用者や労働者に加入の自由があるのではなく、全ての法人の事業所、及び
労働者が５人以上の個人事業所（農林水産・サービス業等を除く）は、必ず健康保険に加入
しなければなりません（適用事業所）。適用対象とならない場合は、市町村が運営する国民
健康保険に加入することになります。（健康保険法第３条）
適用事業所

職

種

法

①物の製造・加工等 ②鉱業・土石の採取 ③電気・ガス
④運送 ⑤貨物の積みおろし ⑥物の販売・配給
⑦金融・保険 ⑧物の保管・賃貸 ⑨あっせん
⑩集金・案内・広告 ⑪清掃等 ⑫土木・建築

⑬教育・研究・調査 ⑭医療 ⑮通信・報道 ⑯社会福祉

人

個

５人 ５人 ５人
以上 未満 以上
適

用

適用

法

人

個

人
５人
未満
任意
適用

任意適用事業所

職

種

①農業・畜産業・水産業・林業などの第一次産業

②旅館・飲食店・料理店・接客業・娯楽業・理美容業
などのサービス業
③弁護士・税理士・会計士などの専門サービス業
④神社・寺院・教会などの宗務業

５人 ５人 ５人
以上 未満 以上
適

用

人
５人
未満

任意適用

また、パートタイム労働者の場合も、原則として次の要件に全て当てはまる人は、健康保
険に加入しなくてはなりません（年収よりも次の要件が優先されます）
。
⑴１週間の所定労働時間がその事業所で同種の仕事をしている通常の労働者の
「４分の３以上」であること
⑵１ヶ月の所定労働日数がその事業所で同種の仕事をしている通常の労働者の
｢4 分の 3 以上｣であること
⑶雇用期間が継続して２か月以上であること
※平成２８年１０月より要件が変更になりました。
（P.３５参照）
健康保険には、全国健康保険協会が保険者である健康保険（協会けんぽ）と、健康保険組
合が保険者である組合管掌健康保険（組合健保）の２種類があります。
（健康保険法第４条）
保険料は、
「標準報酬月額」及び「標準賞与額」に保険料率を乗じた額を事業主と労働者（被
保険者）が半分ずつ負担します。（健康保険法第１６１条第１項）
なお、詳しくは、協会けんぽの場合は事業所の所在地を管轄する全国健康保険協会、組合
健保の場合はその組合までお問合せください。
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参考：主な保険給付の種類（健康保険法第 52 条）
①療養給付

労働者（被保険者）や被扶養者が病気や怪我で治療するとき、
医療費の７割分が給付される（残り３割は自己負担）

②高額療養費

労働者（被保険者）や被扶養者が同一月に支払った医療費の自
己負担額が一定額を超えたとき、本人の申請により超えた分の
金額が払い戻される

③傷病手当金

4 日目から１年６ヶ月（※）の範囲内で、原則として標準報酬
日額の３分の２相当額が支給される

※令和４年１月１日以降、傷病手当金の支給期間は通算化され、出勤に伴い不支給と
なった期間がある場合、
その分の期間を延長して支給が受けられるようになります。

他にも、出産手当金・育児一時金、家族療養費・埋葬料などがあります。
任意継続被保険者
２ヶ月以上継続して健康保険の被保険者であった人が、退職後も任意で健康保険の被保険
者となることを「任意継続」といい、健康保険に最大２年間加入することができます（後期
高齢者医療制度の被保険者は除く）
。
任意継続被保険者となるには、資格喪失後２０日以内に「健康保険任意継続被保険者資格
取得申出書」を居住地管轄の協会けんぽに提出しなければなりません。
加入していたところが組合健保の場合は、その健康保険組合へ提出します。保険料につい
ては、これまで使用者と折半であったものが個人加入となるため全額負担となります。
保険給付については、傷病手当金と出産手当金は給付対象外となりますが、それ以外は被
扶養者を含めてこれまでどおり一般の被保険者と同じに給付されます。
※任意継続の注意点
・保険料額は、資格喪失時の標準報酬月額、又は28万円のいずれか低いほうの額に、保険料
率を乗じた額の全額（給料から差し引かれていた額のおおよそ倍）となり、2年間一律とな
ります。
国民健康保険の資格取得
健康保険の適用事業所を退職後に国民健康保険の被保険者となる場合は、市区町村の国民
健康保険窓口で資格取得の手続きを行わなければなりません。
医療保険の制度は重複せずにいずれか一つの制度に加入することになるため、健康保険の
資格喪失日を確認できる資料が必要となります。そのため勤務していた事業所から資格喪失
退職証明書などを交付してもらい提出してください（75 歳以上の後期高齢者医療制度の被
保険者は、国民健康保険及び被用者医療保険の被保険者や被扶養者にはなりません）
。
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4 厚生年金保険
厚生年金保険とは、労働者の老後の生活保障が主な目的ですが、障害者となって働けなくなっ
た時の生活や、死亡時の遺族の生活に必要な年金の給付も行う制度です。
厚生年金保険は、健康保険と同様、使用者や労働者に加入の自由があるのではなく、全ての
法人の事業所及び労働者が５人以上の個人事業所（農林水産・サービス業等を除く）は、必ず
厚生年金保険に加入しなければなりません（適用事業所）。２０歳以上６０歳未満で、この保険
に加入できない人は、国民年金に加入することになります。（厚生年金保険法第６条、第１２条）
また、パートタイム労働者の場合も、原則として次の要件に全て当てはまる人は、厚生年金保
険に加入しなくてはなりません（年収よりも次の要件が優先されます）。
⑴１週間の所定労働時間がその事業所で同種の仕事をしている通常の労働者の
「４分の３以上」であること
⑵1 ヶ月の所定労働日数がその事業所で同種の仕事をしている通常の労働者の
｢4 分の 3 以上｣であること
⑶雇用期間が継続して２ヶ月以上であること
※平成２８年１０月より要件が変更になりました。（P３５. 参照）
厚生年金保険は、２階建ての建物をイメージするとわかりやすく、１階部分に当たるの
が全ての国民に共通する基礎年金（国民年金）で、２階部分に当たるのが厚生年金保険です。
したがって、老齢になって年金を受け取るときは、国民年金から老齢基礎年金が、厚生
年金保険からは老齢厚生年金が支給されることになります。
※社会保障・税一体改革のひとつとして厚生年金と共済年金の被用者年金の一元化が平成２７年
１０月１日より実施されました。

※老齢基礎年金は、平成２９年 8 月１日から受給資格期間が１０年以上あれば、６５歳から受給
できるようになりました。

３階

厚生年金

２階
基礎
年金

１階

国民年金

国民年金

国民年金

（第１号被保険者）

（第２号被保険者）

（第３号被保険者）

自営業・農業・学生など

会社員や公務員

会社員や公務員に扶養されている配偶者

厚生年金保険料は、「標準報酬月額」及び「標準賞与額」に保険料率を乗じた額を、事業主
と労働者（被保険者）が半分ずつ負担します。（厚生年金保険法第８２条第１項）
なお、厚生年金保険のお問合せ先は、事業所の所在地を管轄する年金事務所になります。
国民年金の資格取得
厚生年金の適用事業所を退職後に国民年金の被保険者となる場合は、種別変更の手続きを行
わなければなりません（60歳未満の方のみ）。
年金制度は重複せずいずれかの種別に加入することとなるため、勤務していた事業所から離
職日のわかる離職票や退職証明書などを交付してもらい、手続きの際に年金手帳と併せて提示
してください。
なお、手続き先は、配偶者が厚生年金に加入している場合は、配偶者が勤務している事業所へ、
その他の場合は、お住まいを管轄している市区町村の担当窓口、又は年金事務所となります。
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