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第 28 号

西川事務所の

業 務 災 害 と 通 勤 災 害 の 違 い
労災給付には年金制度があり、中長期の生活支援としては充実しているハズなのですが・・・。
治療費全額給付
年金前払いあり
保険料割引あり
労災保険は車の任意保険と同様に、保険給付の額によって保険料率が上がったり下がったりします。しかし、利
用したら必ず上がるわけではなく、利用が一定範囲内であれば保険料率は下がります。これをメリット制と
いいます。
ただし、このメリット制が適用される事業としては主に次のような条件があり、残念ながら小規模事業にはほぼ
無縁となっています。

① 100 人以上の従業員を使用するもの
② 20 人以上 100 人未満の従業員を使用し、災害度係数が 0.4 以上であるもの
災害度係数 ＝ 常時使用従業員数 ×（業種別労災保険料 − 通勤災害率）
③ 一括有期事業については、確定保険料の額が 100 万円以上であること

．．．．．
小規模事業ではメリット制の適用がないため、保険料率が上がること
．．．．．．
もありません。また、メリット制の適用を受ける事業規模であっても、通勤災害に対しては、労
災保険を利用しても保険料率が上がることはありません。
ですが、逆に

また、いわゆる労災隠しを行った場合は、従業員の生活保障は不十分となると言わざるを得ませんし、労働安全
衛生法および労災保険法の罰則が適用され、公共事業などは指名停止の処分を受けます。
（ウラ面へつづく）
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問 題 で す。
（解答・解説はウラ面）
業務上または通勤途中の傷病により療養が必要で、就労する
ことができず、そのため給与を受けられない場合は、給与を
受けない日の通算 ア 日目から給付基礎日額（およそ日給）
の 100 分の イ に相当する額が労災保険から支給される。
給付基礎日額が 10,000 円の場合に、
① 終日休業した日に 5,000 円の会社から給与を受けた場合
は、その日は ウ 円の給付を労災保険から受ける。
② 終日休業した日に 5,000 円の会社から見舞金を受けた場
合は、その日は エ 円の給付を労災保険から受ける。
ただし、会社からの見舞金であっても、給付基礎日額の 100
分の イ 以上の金額を受けた場合は、その金額は休業補償
とみなされ、労災保険から全額不支給となる。
なお、給付基礎日額の 100 分の オ に相当する額が労災の
福祉事業から特別支給金として別途支給されるが、これに対
しては①、②と同様の支給調整がある。

ご存知ですか？ こんな制度
老齢基礎年金（国民年金） 振り替え加算
老齢厚生年金には配偶者の加給年金（家族手当）があり、そ
の配偶者が 65 歳に達したときに老齢厚生年金の受給権者に
は支給されなくなります（支給停止）。そして、その配偶者
の老齢基礎年金に加算されます。
加算される金額は、加給年金と同額とは限らず、また、その
配偶者の生年月日によって異なりますが、加算の対象は、大
正 15 年４月１日以降、昭和 41 年４月１日以前に生まれた配
偶者となっています。
例）年上の夫が老齢厚生年金を受給している場合
▼60 歳
▼65 歳
老齢厚生年金
老齢厚生年金
夫
（特別支給）
老齢基礎年金
配偶者加給年金
▼65 歳
振り替え加算
妻
老齢基礎年金

ところで、当たり前のことですが日本は車社会です。通勤災害はやはり多く発生します。特に被害者となった場
合に、加害者側が

車の任意保険に入っていない

とか、

現場から逃走して存在が分から

ない

となると、頼りになるのは労災からの補償です。せっかく加入している国の制度ですから、万一の場合に
従業員を守り、救うために有効に利用してください。
下の表のように、業務災害と通勤災害とでは補償の名称は異なりますが、給付の内容は同じです。

医療等

所得補償

遺族支援

業務災害

通勤災害

内

容

療養補償給付

療養給付

治療費の全額給付する。

介護補償給付

介護給付

介護費用の実費（上限あり）を給付する。

休業補償給付

休業給付

休業４日目から収入の８割を給付する。

傷病補償年金

傷病年金

１〜３の傷病等級ごとに給付基礎日額（おおむね日
給）の給付日数が定められている。

障害補償年金

障害年金

１〜７の障害等級ごとに給付基礎日額の給付日数が
定められている。

障害補償一時金

障害一時金

８〜14 の障害等級ごとに給付基礎日額の給付日数が
定められている。

遺族補償年金

遺族年金

遺族の数や、妻の年齢と障害状態により給付基礎日額
の給付日数が定められている。

遺族補償一時金

遺族一時金

遺族補償年金の受給権者がいない場合に、給付基礎日
額の 1,000 日分を給付する。

葬祭料

葬祭給付

315,000 円＋給付基礎日額の 30 日分 または 給付
基礎日額の 60 日分 の高いほうを給付する。

制度の異なる部分は次の通りです。
① 業務災害では、休業３日までの所得の補償責任を労働基準法により事業主が負う。
② 通勤災害では、療養給付を受ける従業員は 200 円を負担する。
③ 業務災害では、休業期間中およびその後 30 日間の従業員は原則として解雇されない。
労災保険には、会社役員や個人事業主などに対する特別加入という制度もあります。業種によって保険料率は異
なりますが、保険料の負担に比べてかなり手厚い給付となっているハズです。
制度の内容や手続きの詳細については、西川事務所 までお問合せください。
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解 答 ・ 解 説（ご意見・ご質問を承ります）
ア.４、イ.60、ウ.3,000、エ.6,000、オ.20
ア.健康保険の傷病手当金は連続４日目から支給対象
ウ.給付基礎日額から給与を差し引いた額の 100 分の 60 が給
付される。つまり、この場合は、給与の 5,000 円と労災
からの 3,000 円（＝(10,000 円−5,000 円)×0.6）の合計
8,000 円を被災労働者は得る。
エ.見舞金は労働の対価ではないので支給調整されない。つ
まり、
この場合は、見舞金の 5,000 円と労災からの 6,000
円の合計 11,000 円を被災労働者は得る。
オ.特別支給金には通常給付の上乗せ部分のほか、給付基礎
日額の計算対象から除外されている賞与を加味した『ボ
ーナス特別支給金』がある（傷病・障害・死亡に関して
はあるが、休業給付に関してはない）。特別支給金の申
請は、通常給付の請求書の様式と一体になっているので
申請漏れとなることはない。
。

