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○

労働者災 害補償保 険法（昭 和二十二年 法律第五十 号）（抄 ）

労働 者の業務 上の負傷、 疾病、障 害又は死 亡（以下「 業務災害 」という。 ）に関す る保険給 付

この 法律による 保険給付は 、次に掲 げる保険 給付とす る。

一

第七 条
複数事業 労働者（ これに類す る者として 厚生労働 省令で定 めるもの を含む。以 下同じ。） の二以上 の事業の 業務を要 因とする負傷 、疾病、 障

（ 略）

二次健 康診断等給 付

労働者の通勤 による負 傷、疾病 、障害又 は死亡（以 下「通勤災 害」とい う。）に 関する保 険給付

害又は死亡 （以下「 複数業務要 因災害」 という。） に関する 保険給付 （前号に掲 げるもの を除く。以 下同じ。 ）

二
三
四
②・③
給 付基礎日 額は、労働 基準法第 十二条の 平均賃金に 相当する額 とする。 この場合 において 、同条第一 項の平均賃 金を算定 すべき事 由の発生

勤に よる負傷 、疾病、 障害又は死 亡により、 当該複数 事業労働 者、その 遺族その他 厚生労働省 令で定め る者に対 して保険 給付を行う 場合におけ る

前二項 の規定に かかわら ず、複数事 業労働者 の業務上の 事由、複 数事業労 働者の二以 上の事業 の業務を要 因とする 事由又は 複数事業労 働者の通

省 令で定める ところに よつて政府 が算定す る額を給 付基礎日額 とする。

労働 基準法第十 二条の平 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、前項の 規定にか かわらず 、厚生労 働

ま でに規定 する疾病 の発生が 確定した日（ 以下「算 定事由発 生日」と いう。）と する。

した 日は、前 条第一項第 一号から第 三号まで に規定す る負傷若 しくは死亡の 原因であ る事故が 発生した 日又は診 断によつて同 項第一号 から第三 号

第八条

②
③
給付基礎日 額は、前 二項に定 めるとこ ろにより当 該複数事業 労働者を 使用する 事業ごと に算定した給 付基礎日 額に相当 する額を 合算した 額を基礎
とし て、厚生労働 省令で定 めるとこ ろによつ て政府が 算定する額と する。
休業補 償給付、 複数事業 労働者休業 給付又は休 業給付（ 以下この 条におい て「休業補 償給付等」 という。 ）の額の 算定の基 礎として用

次号 に規定する 休業補償 給付等以 外の休業 補償給付等 については 、前条の 規定によ り給付基 礎日額とし て算定した 額を休業 給付基礎 日額とす
一月か ら三月ま で、四月 から六月まで 、七月か ら九月ま で及び十 月から十 二月までの各 区分によ る期間（ 以下この 条及び第四 十二条第二 項に

る。
おいて「 四半期」 という。 ）ごとの 平均給与額 （厚生労働 省におい て作成す る毎月勤 労統計にお ける毎月き まつて支 給する給 与の額を 基礎とし
て 厚生労働省 令で定める ところに より算定 した労働 者一人当た りの給与の 一箇月平 均額をい う。以下 この号にお いて同じ。 ）が、算 定事由発 生

日 の属する 四半期（ この号の規 定により算 定した額 （以下こ の号にお いて「改定 日額」とい う。）を 休業給付 基礎日額 とすること とされてい る
場合にあ つては、 当該改定 日額を休 業補償給付 等の額の算 定の基礎 として用 いるべき 最初の四半 期の前々四 半期）の 平均給与 額の百分 の百十を
超 え、又は百 分の九十を 下るに至 つた場合 において 、その上昇 し、又は低 下するに 至つた四 半期の翌 々四半期に 属する最初 の日以後 に支給す べ
き事由が 生じた休 業補償給付 等について は、その 上昇し、 又は低下 した比率を 基準として 厚生労働 大臣が定 める率を 前条の規定に より給付 基礎
日額と して算定 した額（ 改定日額 を休業給付 基礎日額と すること とされて いる場合 にあつては 、当該改定 日額）に 乗じて得 た額を休業 給付基礎
日額とする 。
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 して一年六 箇月を経過 した日以 後の日で あ
前項 の規定に より休業 給付基礎日 額として 算定した額 が、厚生 労働省令 で定める年 齢階層（ 以下この条 において 単に「年 齢階層」と いう。）
ごと に休業給付 基礎日額 の最低限 度額とし て厚生労働 大臣が定め る額のう ち、当該 休業補償 給付等を受 けるべき労 働者の当 該休業補 償給付等 を
当該年 齢階層に 係る額

支給すべ き事由が生 じた日の属 する四半 期の初日 （次号に おいて「基 準日」とい う。）に おける年 齢の属す る年齢階層 に係る額に 満たない 場合

当該年 齢階層に 係る額

前項の 規定によ り休業給 付基礎日額と して算定 した額が 、年齢階 層ごとに休 業給付基礎 日額の最 高限度額 として厚 生労働大臣 が定める額 のう
ち、当該 休業補償 給付等を 受けるべ き労働者の 基準日にお ける年齢 の属する 年齢階層 に係る額を 超える場合

前項第一 号の厚生労 働大臣が定 める額は 、毎年、 年齢階層 ごとに、厚 生労働省令 で定める ところに より、当 該年齢階層 に属するす べての労 働者

年 金たる保 険給付の額 の算定の 基礎とし て用いる給 付基礎日 額（以下こ の条にお いて「年 金給付基礎 日額」と いう。）に ついては 、次

、 「最も高 い賃金月額 に係る階層 の直近下 位の」と 読み替え るものとす る。

前 項の規定は 、第二項第 二号の厚 生労働大 臣が定め る額につい て準用する 。この場 合におい て、前項 中「最も低 い賃金月額 に係る」 とあるの は

他の事情を 考慮して 定めるも のとする 。

層の うち最も 低い賃金 月額に係る 階層に属す る労働者 の受けて いる賃金 月額のうち 最も高いも のを基礎 とし、労 働者の年 齢階層別の 就業状態そ の

を、その 受けてい る一月当た りの賃金 の額（以 下この項に おいて「 賃金月額」 という。 ）の高低 に従い、二 十の階層 に区分し、 その区分 された階

二

一

る 場合にお いて、次の 各号に掲げ る場合に 該当する ときは、 前項の規定 にかかわら ず、当該 各号に定 める額を 休業給付基 礎日額とす る。

二

一

いる 給付基礎 日額（以 下この条に おいて「 休業給付基 礎日額」 という。 ）について は、次に 定めるとこ ろによる 。

第八条の二

②

③

④

第八 条の三

て 算定した額 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（当該 月が四月 から七月 までの月に 該当する場 合にあつ ては、前 々

算定 事由発生 日の属す る年度の 翌々年度の 八月以後の 分として 支給する 年金たる 保険給付に ついては、 第八条の 規定によ り給付基 礎日額とし

保 険給付に ついては 、第八条の 規定により 給付基礎 日額とし て算定し た額を年金 給付基礎日 額とする 。

算定事由 発生日の属 する年度（ 四月一日 から翌年 三月三十 一日までを いう。以下 同じ。） の翌々年 度の七月 以前の分とし て支給す る年金た る

に定める ところによ る。
一
二
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②

年 度）の平 均給与額 （厚生労働 省において 作成する 毎月勤労 統計にお ける毎月き まつて支給 する給与 の額を基 礎として 厚生労働省 令で定める と
ころによ り算定し た労働者 一人当た りの給与の 平均額をい う。以下 この号及 び第十六 条の六第二 項において 同じ。） を算定事 由発生日 の属する
年 度の平均給 与額で除し て得た率 を基準と して厚生 労働大臣が 定める率を 乗じて得 た額を年 金給付基 礎日額とす る。
前条第 二項から 第四項ま での規定は 、年金給 付基礎日額 について 準用する 。この場合 において 、同条第二 項中「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 て一年六箇 月を経過し た日以後 の日であ る」とあ るのは「年金 たる保険 給
付を支給す べき事由 がある」 と、「前 項」とあるの は「次条 第一項」 と、「休 業給付基 礎日額」とあ るのは「 年金給付 基礎日額 」と、同項 第一号
中「 休業補償給付 等」とあ るのは「 年金たる 保険給付」 と、「支給 すべき事 由が生じ た日」と あるのは「 支給すべき 月」と、 「四半期 の初日（ 次
号 」とある のは「年度 の八月一日 （当該月 が四月か ら七月ま での月に該 当する場合 にあつて は、当該 年度の前 年度の八月 一日。以下 この項」 と、
「年齢の 」とある のは「年 齢（遺族補 償年金、 複数事業労 働者遺族 年金又は 遺族年金を 支給すべ き場合にあ つては、 当該支給 をすべき事 由に係る
労働 者の死亡 がなかつ たものとし て計算し た場合に得 られる当 該労働者 の基準日に おける年 齢。次号に おいて同 じ。）の 」と、同項 第二号中 「休
業補償給 付等」とあ るのは「 年金たる 保険給付 」と読み替 えるものと する。
療 養補償給 付は、療 養の給付と する。

政府は、 第一項の療 養の給付を すること が困難な 場合その 他厚生労働 省令で定め 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 とが

（略 ）

第十 三条
②
できる。

③

（ 略）

（ 昭和三十 四年法律第 百四十一号 ）の規定 による障 害基礎年 金を受ける ことができ るときは 、当該労 働者に支 給する休業 補償給付の 額は、前 項の

休 業補償給付 を受ける労 働者が同 一の事由 について 厚生年金保 険法（昭和 二十九年 法律第百 十五号） の規定によ る障害厚生 年金又は 国民年金 法

第十四条
②
規定にか かわらず 、同項の 額に別表第 一第一号 から第三号 までに規 定する場 合に応じ、 それぞれ 同表第一号 から第三 号までの 政令で定め る率のう
ち傷 病補償年 金につい て定める率 を乗じて 得た額（そ の額が政 令で定め る額を下回 る場合に は、当該政 令で定め る額）と する。

少年 院その他 これに準 ずる施設 に収容され ている場合

刑事施 設、労役 場その他 これらに準ず る施設に 拘禁され ている場 合

労働者が 次の各号のい ずれかに 該当する 場合（厚 生労働省 令で定める場 合に限る 。）には 、休業補 償給付は、 行わない。

一

第十四 条の二
二

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 あつたた め、新たに 別表第一又 は別表第 二中の他 の障害等 級に該当す るに至

つた場合 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 るに至つ 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

第十 五条の二
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 。

遺族補償 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 であつて 、労働者の 死亡の当時 そ

の収入によ つて生計 を維持し ていたも のとする。た だし、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 情にあつ た者を含む 。以下

第十六 条の二

（ 略）

同じ 。）以外の者 にあつて は、労働 者の死亡 の当時次の 各号に掲げ る要件に 該当した 場合に限 るものとす る。

（略）

前三 号の要件 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 こと。

一 ～三
四
②・ ③

遺族 補償年金 を受ける 権利を有 する者の権 利が消滅し た場合に おいて、 他に当該 遺族補償年 金を受ける ことがで きる遺族 がなく、 かつ、当該

（略）

遺族補償 一時金は、次 の場合に 支給する 。

一

（ 略）
葬祭料 は、通常葬 祭に要す る費用を 考慮して 厚生労働大 臣が定める 金額とす る。

ときに支 給される こととなる 遺族補償一 時金の額 に満たな いとき。

労 働者の死亡 に関し支給 された遺 族補償年 金の額の 合計額が当 該権利が消 滅した日 において 前号に掲 げる場合に 該当するこ ととなる ものとし た

二

第十六 条の六

②
第十七 条

傷病 補償年金 を受ける 労働者の当 該障害の程 度に変更 があつた ため、新 たに別表第 一中の他の 傷病等級 に該当す るに至つ 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 るに至つ た傷病等級 に応ずる 傷病補償年 金を支給 するもの とし、その 後は、従 前の

第十八条の 二

傷病補償 年金は、支 給しない 。
介護補 償給付は 、月を単位 として支給 するもの とし、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 。

第十 九条の二
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複数事 業労働者 療養給付は 、複数事業 労働者が その従事 する二以 上の事業の 業務を要因 として負 傷し、又 は疾病（ 厚生労働省 令で定

第十三条 の規定は、 複数事業労 働者療養 給付につ いて準用 する。

めるもの に限る。 以下この 節におい て同じ。） にかかつた 場合に、 当該複数 事業労働 者に対し、 その請求に 基づいて 行う。

第二 十条の三
②
複数事業 労働者休業 給付は、複 数事業労 働者がそ の従事す る二以上の 事業の業務 を要因と する負傷 又は疾病 による療養 のため労働 す

と あるのは 「複数事業 労働者がそ の従事す る二以上 の事業の 業務を要因 とする」と 、同条第 二項中「 別表第一 第一号から 第三号まで に規定す る場

第 十四条及び 第十四条の 二の規定 は、複数 事業労働 者休業給付 について準 用する。 この場合 において 、第十四条 第一項中「 労働者が 業務上の 」

ることがで きないた めに賃金 を受けな い場合に、当 該複数事 業労働者 に対し、 その請求 に基づいて行 う。

第二十 条の四
②
合に応じ 、それぞ れ同表第 一号から第 三号まで の政令で定 める率の うち傷病 補償年金に ついて定 める率」と あるのは 「第二十 条の八第二 項におい
て準 用する別 表第一第 一号から第 三号まで に規定する 場合に応 じ、それ ぞれ同表第 一号から 第三号まで の政令で 定める率 のうち複数 事業労働 者傷
病年金に ついて定め る率」と 読み替え るものと する。
複数事 業労働者 障害給付は 、複数事業 労働者が その従事 する二以 上の事業の 業務を要因 として負 傷し、又 は疾病に かかり、治 つたと

第 十五条第 二項及び 第十五条の 二並びに 別表第一（ 障害補償 年金に係 る部分に限 る。）及び 別表第二 （障害補 償一時金 に係る部分 に限る。） の

とする。

複数事業 労働者障害 給付は、第 十五条第 一項の厚 生労働省 令で定める 障害等級に 応じ、複 数事業労 働者障害 年金又は複 数事業労働 者障害一 時金

き身体に 障害が存 する場合 に、当該 複数事業労 働者に対し 、その請 求に基づ いて行う 。

第二 十条の五
②
③
規定は、複 数事業労 働者障害 給付につ いて準用す る。この場 合におい て、これ らの規定 中「障害補償 年金」と あるのは 「複数事 業労働者 障害年金
」と 、「障害補償 一時金」 とあるの は「複数 事業労働 者障害一時金 」と読み 替えるも のとする 。
複数 事業労働 者遺族給 付は、複数 事業労働者 がその従 事する二 以上の事 業の業務を 要因として 死亡した 場合に、 当該複数 事業労働者

の 規定は、 複数事業 労働者遺 族給付につい て準用す る。この 場合にお いて、こ れらの規定中 「遺族補 償年金」 とあるの は「複数事 業労働者遺 族年

第 十六条の 二から第 十六条の九ま で並びに 別表第一 （遺族補 償年金に 係る部分に限 る。）及 び別表第 二（遺族 補償一時金 に係る部分 に限る。 ）

複数事 業労働者 遺族給付は 、複数事 業労働者 遺族年金又 は複数事 業労働者遺 族一時金 とする。

の遺 族に対し 、その請 求に基づい て行う。

第二十条の 六
②
③
金」と、 「遺族補 償一時金 」とある のは「複数 事業労働者 遺族一時 金」と読 み替える ものとする 。

複数事 業労働者 葬祭給付は 、複数事業 労働者が その従事 する二以 上の事業の 業務を要因 として死 亡した場 合に、葬 祭を行う者 に対し

第十七条 の規定は、 複数事業労 働者葬祭 給付につ いて準用 する。

、その請 求に基づ いて行う 。

第二 十条の七
②

複数事業 労働者傷病 年金は、複 数事業労 働者がそ の従事す る二以上の 事業の業務 を要因と して負傷 し、又は 疾病にかか つた場合に 、

一

当該 負傷又は 疾病によ る障害の程 度が第十 二条の八第 三項第二 号の厚生 労働省令で 定める傷 病等級に該 当するこ と。

当該負 傷又は疾病 が治つてい ないこと 。

おいて、 第十八条第 二項中「 休業補償 給付」と あるのは「 複数事業労 働者休業 給付」と 、同表中 「傷病補償 年金」とあ るのは「 複数事業 労働者傷

第十八条、 第十八条 の二及び別 表第一（ 傷病補償 年金に係る 部分に限 る。）の規 定は、複 数事業労 働者傷病年 金につい て準用する 。この場 合に

二

当す ることとなつ たときに 、その状 態が継続 している間 、当該複数 事業労働 者に対し て支給す る。

当該負傷又 は疾病に 係る療養 の開始後 一年六箇月を 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

第二十 条の八

②
病年 金」と読 み替えるも のとする。

複数 事業労働 者介護給 付は、複 数事業労働 者障害年金 又は複数 事業労働 者傷病年 金を受ける 権利を有す る複数事 業労働者 が、その 受

第十二条の八 第四項第 二号の厚 生労働大 臣が定め る施設に入所 している 間

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。）

この 節に定める もののほ か、複数 業務要因災 害に関す る保険給付 について 必要な事 項は、厚生 労働省令で 定める。

第十九 条の二の 規定は、 複数事業 労働者介護 給付につい て準用す る。

病院又 は診療所に 入院してい る間

一
三

二

る間 を除く。 ）、当該 複数事業労 働者に対し 、その請 求に基づ いて行う 。

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

け る権利を有 する複数 事業労働者 障害年金 又は複数 事業労働者 傷病年金 の支給事由 となる障 害であつ て第十二条 の八第四 項の厚生労 働省令で 定め

第二十条 の九

②
第二十条の 十

休業 給付は、 労働者が通 勤による負 傷又は疾 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、当 該労働

第十四条 及び第十四 条の二の規 定は、休 業給付に ついて準 用する。こ の場合にお いて、第 十四条第 一項中「 業務上の」 とあるのは 「通勤に よる

者に対し 、その請 求に基づ いて行な う。

第二 十二条の 二
②
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③

」 と、同条 第二項中 「別表第一 第一号から 第三号ま でに規定 する場合 に応じ、そ れぞれ同表 第一号か ら第三号 までの政 令で定める 率のうち傷 病補
償年金に ついて定 める率」 とあるの は「第二十 三条第二項 において 準用する 別表第一 第一号から 第三号まで に規定す る場合に 応じ、そ れぞれ同表
療養給 付を受け る労働者 （第三十一 条第二項 の厚生労働 省令で定 める者を 除く。）に 支給する 休業給付で あつて最 初に支給す べき事由 の生じた

第 一号から第 三号まで の政令で定 める率の うち傷病 年金につい て定める 率」と読み 替えるも のとする 。
日に 係るもの の額は、 前項におい て準用する 第十四条 第一項の 規定にか かわらず、 同項の額か ら第三十 一条第二 項の厚生 労働省令で定 める額に 相
当する額を 減じた額 とする。
障害 給付は、労 働者が通勤 により負 傷し、又 は疾病に かかり、な おつたとき 身体に障 害が存す る場合に 、当該労働 者に対し、 その

規定 は、障害 給付につい て準用する 。この場 合におい て、これ らの規定中「 障害補償 年金」と あるのは 「障害年 金」と、「障 害補償一 時金」と あ

第十五 条第二項 及び第十五 条の二並 びに別表 第一（障害 補償年金に 係る部分 に限る。 ）及び別 表第二（障 害補償一時 金に係る 部分に限 る。）の

障害給付は 、第十五 条第一項の 厚生労働 省令で定 める障害等 級に応じ 、障害年金 又は障害 一時金と する。

請求に基 づいて行 なう。

第二 十二条の 三
②
③
る のは「障 害一時金 」と読み 替えるものと する。

第 十六条の 二から第 十六条の九 まで並び に別表第一 （遺族補 償年金に 係る部分に 限る。）及 び別表第 二（遺族 補償一時 金に係る部 分に限る。 ）

遺族給 付は、遺 族年金又 は遺族一時 金とする 。

遺族給 付は、労働 者が通勤 により死 亡した場 合に、当該 労働者の遺 族に対し 、その請 求に基づ いて行なう 。

②

第二 十二条の 四
③
の規定は、 遺族給付 について 準用する 。この場合 において、 これらの 規定中「 遺族補償 年金」とある のは「遺 族年金」 と、「遺 族補償一 時金」と
ある のは「遺族一 時金」と 読み替え るものと する。
傷病年 金は、通 勤により 負傷し、又 は疾病にか かつた労 働者が、 当該負傷 又は疾病に 係る療養の 開始後一 年六箇月 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 つたときに 、その状 態が継続 している間 、当該労 働者

第二十三条

当該負傷 又は疾病 による障 害の程度が 第十二条の 八第三項 第二号の 厚生労働 省令で定め る傷病等級 に該当す ること。

当 該負傷又 は疾病が 治つていない こと。

に対して 支給する。
一

条 第二項中「 休業補償 給付」とあ るのは「 休業給付 」と、同表 中「傷病 補償年金」 とあるの は「傷病 年金」と読 み替える ものとする 。

第十 八条、第十 八条の二 及び別表 第一（傷 病補償年金 に係る部分 に限る。 ）の規定 は、傷病 年金につい て準用する 。この場 合におい て、第十 八

二
②

政府は 、この保 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 事業として 、次の事業 を行うこ とができ る。

被災労働 者の療養 生活の援護 、被災労働 者の受け る介護の 援護、そ の遺族の就 学の援護、 被災労働 者及びそ の遺族が 必要とする資 金の貸付 け

号におい て「被災 労働者」と いう。）の 円滑な社 会復帰を 促進する ために必要 な事業

療養に関 する施設 及びリハビ リテーシ ョンに関 する施設の 設置及び 運営その他 業務災害 、複数業 務要因災害 及び通勤 災害を被つ た労働者 （次

第二十九 条
一
二

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 置及び運 営その他 労働者の安 全及び衛生 の確保、 保険給付 の適切な 実

による援護 その他被 災労働者及 びその遺 族の援護を 図るため に必要な 事業

前項各 号に掲げ る事業の 実施に関 して必要な 基準は、厚 生労働省 令で定め る。

施 の確保並 びに賃金の 支払の確保 を図るた めに必要 な事業
②
（略）

三

③

この法 律に基づき 政令又は 厚生労働 省令を制 定し、又は 改廃する場 合におい ては、そ れぞれ、 政令又は厚 生労働省令 で、その 制定

こ の章に定 めるもののほ か、第三 十三条各 号に掲げ る者の業務 災害、複数 業務要因 災害及び 通勤災害 に関し必要 な事項は、 厚生労働 省

令 で定める 。

第三十 七条

第四 十九条の 四

この 法律に定 める厚生 労働大臣 の権限は、厚 生労働省 令で定め るところ により、そ の一部を都 道府県労 働局長に 委任する ことがで

又は改廃 に伴い合 理的に必要 と判断さ れる範囲 内において 、所要の 経過措置を 定めるこ とができ る。

きる 。

則

この法律 の施行に 関する細 目は、厚生 労働省令で 、これを 定める。

第四十九条の 五

第五十条
附

政府は、 当分の間 、障害補償 年金を受け 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 された当 該障害補 償年金の額 （当該

障害補償 年金のう ち当該死 亡した日 の属する年 度（当該死 亡した日 の属する 月が四月 から七月ま での月に該 当する場 合にあつ ては、そ の前年度。

第五 十八条

以 下この項に おいて同 じ。）の七 月以前の 分として 支給された 障害補償 年金にあつ ては、厚 生労働省 令で定める ところに より第十六 条の六第 二項
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の 規定の例 により算 定して得た 額）及び当 該障害補 償年金に 係る障害 補償年金前 払一時金の 額（当該 障害補償 年金前払 一時金を支 給すべき事 由が
当該死亡 した日の 属する年 度の七月 以前に生じ たものであ る場合に あつては 、厚生労 働省令で定 めるところ により同 項の規定 による遺 族補償年金
の 額の算定の 方法に準 じ算定して 得た額） の合計額 が次の表の 上欄に掲 げる当該障 害補償年 金に係る 障害等級に 応じ、そ れぞれ同表 の下欄に 掲げ
る額（当 該死亡し た日が算定 事由発生 日の属す る年度の翌 々年度の 八月一日以 後の日で ある場合 にあつては 、厚生労 働省令で定 めるとこ ろにより
第八 条の四に おいて準 用する第八 条の三第一 項の規定 の例によ り算定し て得た額を 同表の給付 基礎日額 とした場 合に得ら れる額）に満 たないと き

第五 級

第四級

第三 級

第二級

第 一級

障害 等級

給付基 礎日額の五 六〇日分

給 付基礎日 額の六七〇 日分

給付基 礎日額の 七九〇日 分

給付基礎 日額の九 二〇日分

給 付基礎日額 の一、〇五 〇日分

給付基礎 日額の一 、一九〇 日分

給 付基礎日 額の一、三 四〇日分

額

は、その者 の遺族に 対し、そ の請求に 基づき、保険 給付とし て、その 差額に相 当する額 の障害補償年 金差額一 時金を支 給する。

第 六級
（略 ）

第七級
②～ ⑤
（ 略）

（略）

定める算 定方法に従 い当該障 害補償年 金前払一 時金の額に 達するまで の間、そ の支給を 停止する 。

障害補償年 金前払一 時金が支給 される場 合には、 当該労働者 の障害に 係る障害補 償年金は 、各月に 支給される べき額の 合計額が厚 生労働省 令で

額とする 。

て 第八条の 四の規定を 適用したと きに得ら れる給付 基礎日額 を同表の給 付基礎日額 とした場 合に得ら れる額） を限度とし て厚生労働 省令で定 める

定事 由発生日の属 する年度 の翌々年 度の八月 以後に前 項の請求があ つた場合 にあつて は、当該 障害補償年 金前払一時 金を障害 補償一時 金とみな し

障害補償 年金前払 一時金の 額は、前 条第一項 の表の上欄に 掲げる当 該障害補 償年金に 係る障害等 級に応じ、 それぞれ 同表の下 欄に掲げ る額（算

第五十 九条
②

③
④～⑥
（略）

は、「遺族 補償年金 の額及び 遺族補償 年金前払一時 金の額（ 当該遺族 補償年金 前払一時 金を支給すべ き事由が 当該権利 が消滅し た日の属す る年度

遺 族補償年 金前払一 時金が支給 された場合 における 第十六条 の六の規 定の適用に ついては、 同条第一 項第二号 中「遺族 補償年金の 額」とある の

定める算 定方法に 従い当該遺 族補償年 金前払一 時金の額に 達するま での間、そ の支給を 停止する 。

遺族補償 年金前払一 時金が支給 される場 合には、 当該労働 者の死亡に 係る遺族補 償年金は 、各月に 支給され るべき額の 合計額が厚 生労働省 令で

する額を 限度とし て厚生労 働省令で 定める額と する。

該 遺族補償 年金前払 一時金を遺 族補償一時 金とみな して第八 条の四の 規定を適用 したときに 得られる 給付基礎 日額に相 当する額） の千日分に 相当

遺族補償 年金前払一 時金の額は 、給付基 礎日額（ 算定事由 発生日の属 する年度の 翌々年度 の八月以 後に前項 の請求があ つた場合に あつては 、当

第六十条
②

③
④

（当 該権利が消滅 した日の 属する月 が四月か ら七月まで の月に該当 する場合 にあつて は、その 前年度）の 七月以前に 生じたも のである 場合にあ つ
（ 略）
政府 は、当分の 間、複数 事業労働 者障害年金 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 支給され た当該複 数事業労

て は、厚生 労働省令で 定めるとこ ろにより 次項の規 定による 遺族補償年 金の額の算 定の方法 に準じ算 定して得 た額）」と する。
⑤～⑦

（略）

基 づき、保 険給付とし て、その差 額に相当 する額の 複数事業 労働者障害 年金差額一 時金を支 給する。

三第 一項の規定の 例により 算定して 得た額を 同表の給 付基礎日額と した場合 に得られ る額）に 満たないと きは、その 者の遺族 に対し、 その請求 に

日の属する 年度の翌 々年度の 八月一日 以後の日で ある場合に あつては 、厚生労 働省令で 定めるところ により第 八条の四 において 準用する 第八条の

第一 項の表の 上欄に掲 げる当該複 数事業労働 者障害年 金に係る 障害等級 に応じ、そ れぞれ同表 の下欄に 掲げる額 （当該死 亡した日が 算定事由発 生

にあつて は、厚生 労働省令で 定めると ころによ り同項の規 定による 遺族補償年 金の額の 算定の方 法に準じ算 定して得 た額）の合 計額が第 五十八条

金 前払一時金 の額（当 該複数事業 労働者障 害年金前 払一時金を 支給すべ き事由が当 該死亡し た日の属 する年度の 七月以前 に生じたも のである 場合

省令で定 めるとこ ろにより 第十六条 の六第二項 の規定の例 により算 定して得 た額）及 び当該複数 事業労働者 障害年金 に係る複 数事業労 働者障害年

す る場合に あつては 、その前 年度。以下こ の項にお いて同じ 。）の七 月以前の分 として支給 された複 数事業労 働者障害 年金にあつ ては、厚生 労働

働者 障害年金 の額（当該 複数事業労 働者障害 年金のう ち当該死 亡した日の属 する年度 （当該死 亡した日 の属する 月が四月から 七月まで の月に該 当

第六十条の 二

②
（略 ）

第五十九 条第三項 、第四項 及び第六項 の規定は、 複数事業 労働者障 害年金前 払一時金に ついて準用 する。こ の場合に おいて、 同条第三項 及び第

（ 略）

第六十条の 三
②

六項中「 障害補償 年金」と あるのは 、「複数事 業労働者障 害年金」 と読み替 えるもの とする。

③
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（略）

複数事業 労働者遺族 年金前払一 時金が支 給された 場合にお ける第二十 条の六第三 項の規定 により読 み替えら れた第十六 条の六の規 定の適用 につ

（略 ）

第六 十条の四
②

補償年金 は」とあ るのは「 複数事業労 働者遺族 年金は」と 、同条第 七項中「 遺族補償年 金の」と あるのは「 複数事業 労働者遺 族年金の」 と、「当

第六十条 第三項、 第五項及び 第七項の規 定は、複 数事業労 働者遺族 年金前払一 時金につい て準用す る。この 場合にお いて、同条 第三項中「 遺族

り次 項の規定によ る複数事 業労働者 遺族年金 の額の算定 の方法に準 じ算定し て得た額 ）」とす る。

月から七月 までの月 に該当す る場合に あつては、そ の前年度 ）の七月 以前に生 じたもの である場合に あつては 、厚生労 働省令で 定めるとこ ろによ

金の 額（当該 複数事業 労働者遺族 年金前払一 時金を支 給すべき 事由が当 該権利が消 滅した日の 属する年 度（当該 権利が消 滅した日の属 する月が 四

いては、 同条第一 項第二号中 「複数事 業労働者 遺族年金の 額」とあ るのは、「 複数事業 労働者遺 族年金の額 及び複数 事業労働者 遺族年金 前払一時

③

④
該遺 族補償年 金」とあ るのは「当 該複数事 業労働者遺 族年金」 と読み替 えるものと する。
政 府は、当 分の間、障害 年金を受 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 給された 当該障害年 金の額（当 該障害年 金

の うち当該 死亡した 日の属す る年度（当該 死亡した 日の属す る月が四 月から七月 までの月に 該当する 場合にあ つては、 その前年度 。以下この 項に

第六十 一条
おいて同 じ。）の 七月以前 の分とし て支給され た障害年金 にあつて は、厚生 労働省令 で定めると ころにより 第十六条 の六第二 項の規定 の例により
算 定して得た 額）及び 当該障害年 金に係る 障害年金 前払一時金 の額（当 該障害年金 前払一時 金を支給 すべき事由 が当該死 亡した日の 属する年 度の
七月以前 に生じた ものである 場合にあ つては、 厚生労働省 令で定め るところに より同項 の規定に よる遺族補 償年金の 額の算定の 方法に準 じ算定し
て得 た額）の 合計額が 第五十八条 第一項の表 の上欄に 掲げる当 該障害年 金に係る障 害等級に応 じ、それ ぞれ同表 の下欄に 掲げる額（ 当該死亡し た
日が算定事 由発生日 の属する 年度の翌 々年度の八 月一日以後 の日であ る場合に あつては 、厚生労働省 令で定め るところ により第 八条の四 において
準用 する第八条の 三第一項 の規定の 例により 算定して 得た額を同表 の給付基 礎日額と した場合 に得られる 額）に満た ないとき は、その 者の遺族 に
（ 略）

対 し、その 請求に基づ き、保険給 付として 、その差 額に相当 する額の障 害年金差額 一時金を 支給する 。
②・③
（略）

第五十九 条第三項 、第四項 及び第六項 の規定は、 障害年金 前払一時 金につい て準用する 。この場合 において 、同条第 三項及び 第六項中「 障害補

（ 略）

第六十二条
②
償年金」 とあるの は、「障 害年金」 と読み替え るものとす る。

③

（略）

（略 ）

第六 十三条
②

第六十条 第三項から 第五項まで 及び第七 項の規定 は、遺族 年金前払一 時金につい て準用す る。この 場合にお いて、同条 第三項中「 遺族補償 年金
は」とあ るのは「 遺族年金は 」と、同 条第四項 中「第十六 条の六」 とあるのは 「第二十 二条の四 第三項の規 定により 読み替えら れた第十 六条の六

③

」と 、「遺族 補償年金 の額」とあ るのは「遺 族年金の 額」と、 同条第七 項中「遺族 補償年金の 」とある のは「遺 族年金の 」と、「当該 遺族補償 年
金」とある のは「当 該遺族年 金」と読 み替えるもの とする。
（略）
（略）

を受ける べきときに 、同一の 事由につ いて、損 害賠償（当 該保険給付 によつて 填補され る損害を 填補する部 分に限る。 ）を受け たときは 、政府は

労働者又は その遺族 が、当該労 働者を使 用してい る事業主又 は使用し ていた事業 主から損 害賠償を 受けること ができる 場合であつ て、保険 給付

一・二

第六 十四条
②

、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。ただし 、前項に 規定する 年

前払一 時金給付

及び第 二十二条の 四第三項 において 読み替え て準用する 第十六条の 六第一項 第二号の 場合に支 給される遺 族一時金

条の六第三 項におい て読み替え て準用す る第十六 条の六第一 項第二号 の場合に支 給される 複数事業労 働者遺族 一時金並 びに障害年 金差額一 時金

障害補償 年金差額 一時金及び 第十六条の 六第一項 第二号の 場合に支 給される遺 族補償一時 金、複数 事業労働 者障害年 金差額一時 金及び第二 十

る額に達 するまで の間につい ての年金給 付に限る 。）

一 時金給付の 最高限度額 （当該前 払一時金 給付の支 給を受けた ことがある 者にあつ ては、当 該支給を 受けた額を 控除した額 とする。 ）に相当 す

年金 給付（労 働者又は その遺族 に対して、 各月に支給 されるべ き額の合 計額が厚 生労働省令 で定める算 定方法に 従い当該 年金給付 に係る前払

金 給付を受 けるべき 場合にお いて、次に掲 げる保険 給付につ いては、 この限りで ない。
一

二

三

別表 第一（第十 四条、第 十五条、第 十五条の 二、第十 六条の三、 第十八条 、第十八条 の二、第 二十条の 五、第二十 条の六、 第二十条の 八、第二 十二

疾 病により障 害の状態 にあるこ とをいう。 以下同じ 。）により 、障害補 償年金若 しくは傷病 補償年金 又は遺族補 償年金と 厚生年金 保険法の

同一の事由 （障害補 償年金及び 遺族補償 年金につ いては、そ れぞれ、 当該障害又 は死亡を いい、傷 病補償年金 については 、当該負 傷又は

条の三、 第二十二条 の四、第 二十三条 関係）
一

規定によ る障害厚 生年金及 び国民年金 法の規定 による障害 基礎年金 （同法第 三十条の四 の規定に よる障害基 礎年金を 除く。以 下同じ。） 又
は 厚生年金保 険法の規定 による遺 族厚生年 金及び国 民年金法の 規定による 遺族基礎 年金若し くは寡婦 年金とが支 給される場 合にあつ ては、
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二

三

四

下 欄の額に、 次のイか らハまで に掲げる年 金たる保 険給付の区 分に応じ 、それぞ れイからハ までに掲 げるところ により算 定して得 た率を下
前々 保険年度 （前々年 の四月一 日から前年 の三月三十 一日まで をいう。 以下この 号において 同じ。）に おいて障 害補償

イ中「 障害補償年 金」とある のは「遺 族補償年 金」と、 「障害厚生 年金」とあ るのは「 遺族厚生 年金」と 、「障害基 礎
イ中「障害 補償年金 」とある のは、「 傷病補償年金 」として 、イの規 定の例に より算定 して得た率

同一の事由 により、 障害補償年 金若しく は傷病補 償年金又は 遺族補償年 金と厚生 年金保険 法の規定 による障害 厚生年金又 は遺族厚 生年金

傷病 補償年金

年金 」とあるの は「遺族 基礎年金又 は寡婦年 金」とし て、イの規 定の例に より算定し て得た率

遺族 補償年金

給額 との合計 額の平均 額に百分の 五十を乗じ て得た額 を減じた 額を当該 障害補償年 金の支給額 の平均額 で除して 得た率

の者が 受けていた 前々保険年 度におけ る厚生年 金保険法 の規定によ る障害厚生 年金の支 給額と国 民年金法 の規定によ る障害基礎 年金の支

金及び国民年 金法の規 定による 障害基礎 年金を支給 されていな かつたと した場合 の障害補 償年金の支 給額をいう 。）の平 均額から これら

支給さ れていた すべての ものに係る 前々保険年 度におけ る障害補 償年金の 支給額（こ れらの者が 厚生年金 保険法の 規定によ る障害厚生 年

年金を受け ていた者 であつて 、同一の事 由により 厚生年金保 険法の規 定による 障害厚生年 金及び国 民年金法の 規定によ る障害基礎 年金が

障害補償 年金

らない範 囲内で政 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 下回る場合 には、当 該政令で定 める額）
イ

ロ
ハ
と が支給され る場合（ 第一号に 規定する場 合を除く 。）にあつ ては、下 欄の額に 、年金たる 保険給付 の区分に応 じ、前号 の政令で 定める率
同一の事 由により、 障害補償 年金若し くは傷病 補償年金又 は遺族補償 年金と国 民年金法 の規定に よる障害基 礎年金又は 遺族基礎 年金若し

に準じて 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 場合には、 当該政令 で定める額 ）
くは寡婦 年金とが 支給される 場合（第一 号に規定 する場合 を除く。 ）にあつて は、下欄の 額に、年 金たる保 険給付の 区分に応じ 、第一号の
政令で 定める率 に準じて 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 を下回る場合 には、当 該政令で 定める額 ）

五

四

三

二

一

障害 等級第七 級に該当 する障害 がある者

障害等 級第六級 に該当す る障害がある 者

障害等級第 五級に該 当する障害 がある者

障害等級第 四級に該 当する障 害がある者

障害等級第 三級に該 当する障 害がある 者

障害 等級第二 級に該当 する障害が ある者

障害等 級第一級に 該当する障 害がある 者

給付基礎日 額の一三 一日分

給付 基礎日額 の一五六 日分

給付基 礎日額の一 八四日分

給付基 礎日額の二 一三日分

給付基 礎日額の二 四五日分

給 付基礎日 額の二七 七日分

給付 基礎日額 の三一三日 分

額

六

一人

給付基 礎日額の 一五三日 分。ただし 、五十五歳 以上の妻 又は厚生 労働省令 で定める障 害の状態に ある妻に

給 付基礎日額 の三一三 日分

給付基 礎日額の二 〇一日分

あつては 、給付基 礎日額の 一七五日分 とする。

四人以 上

給付 基礎日額 の二七七 日分

給付 基礎日額 の二二三 日分

傷病等級第一 級に該当 する障害 の状態に ある者

給付 基礎日額 の二四五 日分

三人

四
傷病 等級第二 級に該当 する障害 の状態にあ る者

二人

一

傷病 等級第三 級に該当 する障害の 状態にある 者

二

二

給付 基礎日額 の二四五日 分

三

三

一

こ とができ る遺族の 人数の区分 に応じ、当 該各号に 掲げる額

次 の各号に掲 げる遺族補 償年金を 受ける権 利を有す る遺族及び その者と生 計を同じ くしてい る遺族補 償年金を受 ける

七

前三号 の場合以 外の場合 にあつては 、下欄の 額
区分

障害補償 年金

遺 族補償年金

傷 病補償年 金

附

則

七

六

五

四

三

二

一

第十六 条の六第一 項第一号の 場合

障害等 級第一三 級に該当 する障害が ある者

障害等級第 一二級に 該当する 障害がある 者

障害等級第 一一級に 該当する 障害があ る者

障害等級 第一〇級に 該当する 障害があ る者

障害等 級第八級 に該当す る障害がある 者

給付基 礎日額の 一、〇〇〇 日分

障害等級第一 四級に該 当する障 害がある 者

障害 等級第九 級に該当 する障害 がある者

給付基 礎日額の一 、〇〇〇日 分から第 十六条の 六第一項 第二号に規 定す

給付 基礎日額の五 六日分

給付基礎日 額の一〇 一日分

給付 基礎日額の 一五六日 分

給付 基礎日額の 二二三日 分

給 付基礎日額 の三〇二日 分

給付基礎日 額の三九 一日分

給付 基礎日額 の五〇三 日分

額

一

第十六条 の六第一項 第二号の 場合

る遺 族補償年金 の額の合 計額を控 除した額

二

雇 用保険法 等の一部 を改正する法 律（令和 二年法律 第十四号 ）（抄）

遺族補償 一時金

障害補償 一時金

区分

別表第二（ 第十五条 、第十五条 の二、第 十六条の 八、第二十 条の五、第 二十条の 六、第二 十二条の 三、第二十 二条の四関 係）

○

（ 施行期日）
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この 法律は、 令和二年 四月一日か ら施行する 。ただし 、次の各 号に掲げ る規定は、 当該各号に 定める日 から施行 する。

第一条中 雇用保険法 第三十七条 の見出し を削る改 正規定及 び同条第八 項の改正規 定、第二 条の規定 （労働者 災害補償保 険法第八条 の二第一 項第

（略 ）

第一 条
二
二号の改 正規定及 び同法第四 十二条に一 項を加え る改正規 定を除く 。）並びに 第四条中労 働保険の 保険料の 徴収等に 関する法律第 十二条第 二項

三
及び第 三項、第 十四条第 一項並び に第十四条 の二第一項 の改正規 定並びに 附則第六 条第一項及 び第二項、 第七条並 びに第十 二条の規定 、附則第
十三条中厚 生年金保 険法（昭和 二十九年 法律第百十 五号）第 五十六条 第三号の改 正規定並 びに附則第 十七条、 第二十一 条、第二十 二条及び 第二
（略 ）

十四条 の規定公布 の日から 起算して 六月を超 えない範囲 内において 政令で定 める日

則

労働者災害 補償保険 法等の一部 を改正す る法律（ 昭和五十一 年法律第 三十二号） （抄）

四～ 六
○
附
新労災保険 法第三十 条第一項 の規定の 適用につい ては、この 法律の施 行地外の 地域にお ける通勤災 害の実情、 その発生 状況その 他の事情 を

は 握すること ができる 期間として 政令で定 める日ま での間は、 同項中「 この保険に よる保険 給付」と あるのは「 この保険 による業務 災害に関 する

第六条
保険給付 」と、「 第三章及び 」とある のは「第 三章第一節 及び第二 節並びに」 とする。

この附 則に規定す るものの ほか、こ の法律の 施行に伴い 必要な事項 は、政令 で定める 。

（政令への委 任）

労働者 災害補償 保険法施 行令（昭 和五十二年 政令第三十 三号）（ 抄）

第三十 条
○
（法第十 四条第二項 の政令で 定める額 ）
労働者 災害補償 保険法（以下 「法」と いう。） 第十四条 第二項の 政令で定める 額は、同 条第一項 の額から 、同一の事 由により支 給される 厚

前項 の規定は、 法第二十 二条の二 第二項に おいて準用 する法第十 四条第二 項の政令 で定める 額について 準用する。 この場合 において 、前項中 「

年 金たる給 付の額の 合計額）を 三百六十五 で除して 得た額を 減じた残 りの額に相 当する額と する。

項 までにおい て単に「 障害基礎年 金」とい う。）の 額（同一の 事由によ り障害厚生 年金及び 障害基礎 年金が支給 される場 合にあつて は、これ らの

国民年金 法（昭和 三十四年 法律第百 四十一号） の規定によ る障害基 礎年金（ 同法第三 十条の四の 規定による 障害基礎 年金を除 く。以下 第七条第一

生 年金保険 法（昭和 二十九年 法律第百十五 号）の規 定による 障害厚生 年金（以 下第五条第一 項までに おいて単 に「障害 厚生年金」 という。） 又は

第一条

２

同 条第一項」 とあるの は、「法第 二十二条 の二第二 項において 準用する 法第十四条 第一項」 と読み替 えるものと する。

法別 表第一第 一号（法 第二十二 条の三第三 項、第二十 二条の四 第三項及 び第二十 三条第二項 において準 用する場 合を含む 。）の政 令で定め

（法 別表第一 第一号の 政令で定め る率）
第二条
障 害補償年 金

〇 ・七三

〇・八〇

〇・七三

る率 は、次の表の 上欄に掲 げる年金 たる保険 給付の区分 に応じ、そ れぞれ同 表の下欄 に定める 率とする。
障害年金
遺族 補償年金
遺族年金
傷病 補償年金
傷 病年金
（ 法別表第一 第一号の 政令で定め る額）
法 別表第一 第一号の 政令で定め る額は、 同表の下欄 の額から 、同一の 事由（障害 補償年金 及び遺族補 償年金に ついては それぞれ当 該障害又

つい て準用す る。この 場合におい て、前項 中「同表」 とあるの は「法第 二十二条の 三第三項 、第二十二 条の四第 三項及び 第二十三条 第二項に おい

前項の 規定は、 法第二十 二条の三 第三項、第 二十二条の 四第三項 及び第二 十三条第 二項におい て準用する 法別表第 一第一号 の政令で 定める額に

に 「寡婦年 金」という 。）の額と の合計額 を減じた 残りの額 に相当する 額とする。

規定 による遺族基 礎年金（ 第七条第 一項にお いて単に 「遺族基礎年 金」とい う。）若 しくは同 法の規定に よる寡婦年 金（第七 条第一項 において 単

年金の額と の合計額 又は厚生 年金保険 法の規定に よる遺族厚 生年金（ 第五条第 一項にお いて単に「遺 族厚生年 金」とい う。）の 額と国民 年金法の

は死 亡をいい 、傷病補 償年金につ いては当該 負傷又は 疾病によ り障害の 状態にある ことをいう 。）によ り支給さ れる障害 厚生年金の 額と障害基 礎

第三条

２

て準用す る同表」と 、「障害 補償年金 及び遺族 補償年金」 とあるのは 「障害年 金及び遺 族年金」 と、「傷病 補償年金」 とあるの は「傷病 年金」と
読み 替えるも のとする。

法別 表第一第二 号（法第二 十二条の 三第三項 、第二十 二条の四第 三項及び第 二十三条 第二項に おいて準 用する場合 を含む。） の政令で 定め

（法別表 第一第二 号の政令 で定める 率）
第四 条
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障害補償 年金

〇・八八

〇・ 八四

〇・ 八三

る 率は、次 の表の上 欄に掲げる 年金たる保 険給付の 区分に応 じ、それ ぞれ同表の 下欄に定め る率とす る。
障 害年金
遺族補償 年金
遺族 年金
傷病補償年 金
傷病 年金

法別表 第一第二 号の政令で 定める額 は、同表 の下欄の額 から、同 一の事由（ 障害補償 年金及び 遺族補償年 金につい てはそれぞ れ当該障 害又

（法別表 第一第二 号の政令 で定める額 ）

ついて準 用する。 この場合 において 、前項中「 同表」とあ るのは「 法第二十 二条の三 第三項、第 二十二条の 四第三項 及び第二 十三条第 二項におい

前項の規 定は、法 第二十二 条の三第三 項、第二十 二条の四 第三項及 び第二十 三条第二項 において準 用する法 別表第一 第二号の 政令で定め る額に

金の 額を減じ た残りの額 に相当する 額とする 。

は死亡を いい、傷病 補償年金 について は当該負 傷又は疾病 により障害 の状態に あること をいう。 ）により支 給される障 害厚生年 金又は遺 族厚生年

第五 条

２
て 準用する同 表」と、 「障害補償 年金及び 遺族補償 年金」とあ るのは「 障害年金及 び遺族年 金」と、 「傷病補償 年金」と あるのは「 傷病年金 」と
読み替え るものと する。

法別表第 一第三号（ 法第二十 二条の三 第三項、 第二十二条 の四第三項 及び第二 十三条第 二項にお いて準用す る場合を含 む。）の 政令で定 め

（法別表第 一第三号 の政令で 定める率 ）
第六条
障害補償 年金

〇・八八

〇・ 八八

〇・ 八八

る 率は、次 の表の上欄 に掲げる年 金たる保 険給付の 区分に応 じ、それぞ れ同表の下 欄に定め る率とす る。
障害 年金
遺族補償 年金
遺族 年金
傷 病補償年 金
傷病年金

法別表第一 第三号の 政令で定 める額は 、同表の下 欄の額から 、同一の 事由（障 害補償年 金及び遺族 補償年金に ついては それぞれ 当該障害 又

（ 法別表第 一第三号 の政令で定 める額）

則

〇・ 七四
〇・八〇
〇・七五

て はそれぞ れ当該障 害又は死 亡をいい、傷 病補償年 金につい ては当該 負傷又は 疾病により障 害の状態 にあるこ とをいう 。）により 支給される 昭和

昭 和六十年 改正法附 則第百十六条 第二項の 政令で定 める額は 、法別表 第一の下欄の 額から、 同一の事 由（障害 補償年金及 び遺族補償 年金につ い

（昭和六 十年改正法 附則第百 十六条第 二項の政 令で定める 額）

傷病年金

傷 病補償年 金

遺族 年金

遺族補償年 金

障害 年金

障害補償 年金

金 たる保険給 付の区分 に応じ、そ れぞれ同 表の下欄 に定める率 を乗ずる ものとする 。

おいて準 用する場 合を含む 。以下こ の項におい て同じ。） の規定に より同条 第二項の 政令で定め る率を乗ず る場合に は、次の 表の上欄 に掲げる年

国民年金 法等の一 部を改正 する法律（ 昭和六十年 法律第三 十四号。 以下「昭 和六十年改 正法」とい う。）附 則第百十 六条第二 項（同条第 四項に

（昭 和六十年 改正法附則 第百十六条 第二項の 場合の計 算）

附

読 み替える ものとする 。

て準 用する同表」 と、「障 害補償年 金及び遺 族補償年金 」とあるの は「障害 年金及び 遺族年金 」と、「傷 病補償年金 」とある のは「傷 病年金」 と

ついて準用 する。こ の場合に おいて、 前項中「同表 」とある のは「法 第二十二 条の三第 三項、第二十 二条の四 第三項及 び第二十 三条第二項 におい

前 項の規定 は、法第 二十二条の 三第三項、 第二十二 条の四第 三項及び 第二十三条 第二項にお いて準用 する法別 表第一第 三号の政令 で定める額 に

金若しく は寡婦年 金の額を減 じた残り の額に相 当する額と する。

は 死亡をいい 、傷病補 償年金につ いては当 該負傷又 は疾病によ り障害の 状態にある ことをい う。）に より支給さ れる障害 基礎年金又 は遺族基 礎年

第七条

２

６

７

六十年改 正法附則 第七十八 条第一項 に規定する 年金たる保 険給付に 該当する 障害年金 （附則第十 二項におい て「旧厚 生年金保 険法の障 害年金」と
い う。）又は 遺族年金 の額を減じ た残りの 額に相当 する額とす る。
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８

９

○

前項 の規定は、 昭和六十 年改正法 附則第百 十六条第四 項において 準用する 同条第二 項の政令 で定める額 について準 用する。 この場合 において 、
前 項中「別表 第一」と あるのは「 第二十二 条の三第 三項、第二 十二条の 四第三項及 び第二十 三条第二 項において 準用する 法別表第一 」と、「 障害
補償年金 及び遺族 補償年金」 とあるの は「障害 年金及び遺 族年金」 と、「傷病 補償年金 」とある のは「傷病 年金」と 読み替える ものとす る。

昭 和六十年改 正法附則第 百十六条 第三項（ 同条第四 項において 準用する場 合を含む 。以下こ の項にお いて同じ。 ）の政令で 定める法 令による 給

（昭和六十 年改正法 附則第百 十六条第 三項の政令で 定める法 令による 給付及び 同項の場 合の計算）
付 は、次の 表の上欄に 掲げる年金 たる保険 給付の区 分に応じ 、それぞれ 同表の中欄 に定める 給付とし 、同条第 三項の規定 により同項 の政令で 定め

該 当する障害 年金（障害 福祉年金 を除く。 以下「旧 国民年金法 の障

昭 和六十年改 正法附則第 三十二条 第一項に 規定する 年金たる給 付に

）

付に該 当する障 害年金（ 以下「旧船 員保険法 の障害年金 」という 。

昭和六十 年改正法附 則第八十七 条第一項 に規定す る年金た る保険給

旧船員 保険法の 障害年金
〇・八九

〇・ 七五

〇・九 〇

〇・八〇

〇・ 八九

〇・七 四

る率を乗 ずる場合 には、同 表の上欄に 掲げる年 金たる保険 給付の区 分に応じ 、同表の中 欄に定め る給付ごと にそれぞ れ同表の 下欄に定め る率を乗
ずる ものとす る。

障 害補償年 金
障害年金
害年金」 という。 ）
昭和六 十年改正 法附則第 八十七条 第一項に規 定する年金 たる保険 給
と いう。）

付に該当す る遺族年 金（次項に おいて「 旧船員保 険法の遺族 年金」
遺族 補償年金
昭和六十 年改正法 附則第三 十二条第一 項に規定す る年金た る給付に

旧 国民年金 法の障害 年金

いて 「旧国民年 金法の母 子年金等 」という 。）

該当する 母子年金 、準母子 年金、遺児 年金又は寡 婦年金（ 次項にお

遺 族年金

傷病補償 年金
傷病 年金

昭 和六十年改 正法附則第 百十六条 第三項の 政令で定 める額は、 法別表第一 の下欄の 額から、 同一の事 由（障害補 償年金及び 遺族補償 年金につ い

（昭和六 十年改正 法附則第 百十六条 第三項の政 令で定める 額）

て はそれぞ れ当該障 害又は死亡 をいい、傷 病補償年 金につい ては当該 負傷又は疾 病により障 害の状態 にあるこ とをいう 。）により 支給される 次に
一
旧国 民年金法 の障害年金 又は旧国 民年金法 の母子年金 等

旧船員保 険法の障 害年金又は 旧船員保 険法の遺 族年金

掲げる給 付の額を 減じた残 りの額に 相当する額 とする。
二

前項の規定 は、昭和 六十年改正 法附則第 百十六条第 四項にお いて準用 する同条第 三項の政 令で定める 額につい て準用す る。この場 合におい て、

前項 中「法別表第 一」とあ るのは「 法第二十 二条の三第 三項、第二 十二条の 四第三項 及び第二 十三条第二 項において 準用する 法別表第 一」と、 「
障 害補償年 金及び遺族 補償年金」 とあるの は「障害 年金及び 遺族年金」 と、「傷病 補償年金 」とある のは「傷 病年金」と 読み替える ものとす る。

昭和六十 年改正法附 則第百十六 条第七項 の政令で 定める額 は、法第十 四条第一項 の額から 、同一の 事由によ り支給され る旧厚生年 金保険法 の障

（昭 和六十年 改正法附 則第百十六 条第七項 の政令で定 める額）
害年 金又は旧 船員保険法 の障害年金 若しくは 旧国民年 金法の障 害年金の額を 三百六十 五で除し て得た額 を減じた 残りの額に相 当する額 とする。

前 項の規定は 、昭和六十 年改正法 附則第百 十六条第 八項の政令 で定める額 について 準用する 。この場 合において 、前項中「 第十四条 第一項」 と

（昭和六 十年改正 法附則第 百十六条 第八項の政 令で定める 額）
あるのは 、「第二 十二条の二 第二項に おいて準 用する法第 十四条第 一項」と読 み替える ものとす る。
労働者災 害補償保 険法施行 規則（昭 和三十年 労働省令第二 十二号） （抄）

労働基準 法（昭和 二十二年法 律第四十 九号）第十 二条第一 項及び第 二項に規定 する期間 中に業務外 の事由に よる負傷 又は疾病の 療養のた めに

法 第八条第 二項の規 定による 給付基礎日 額の算定は 、所轄労 働基準監 督署長が 、次の各号 に定めると ころによ つて行う 。

（ 給付基礎 日額の特例 ）
一

に 常時従事す ることとな つた日を 平均賃金 を算定す べき事由の 発生した日 とみなし て算定す ることと した場合に おける平均 賃金に相 当する額 に

じん 肺にかか つたこと により保 険給付を受 けることと なつた労 働者の平 均賃金に 相当する額 が、じん肺 にかかつ たため粉 じん作業 以外の作業

と する。

して算 定するこ ととした 場合におけ る平均賃 金に相当す る額に満 たない場 合には、そ の算定す ることとし た場合に おける平均 賃金に相 当する額

休業した 労働者の同 条の平均賃 金（以下 「平均賃 金」とい う。）に相 当する額が 、当該休 業した期 間を同条 第三項第一 号に規定す る期間と みな

第九条

二
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10
11
12
13

三

四
五

一年 を通じて 船員法（ 昭和二十 二年法律第 百号）第一 条に規定 する船員 として船 舶所有者（ 船員保険法 （昭和十 四年法律 第七十三 号）第三条

満 たない場 合には、 その算定す ることとし た場合に おける平 均賃金に 相当する額 とする。
に 規定する場 合にあつて は、同条 の規定に より船舶 所有者とさ れる者）に 使用され る者の賃 金につい て、基本と なるべき固 定給のほ か、船舶 に
乗り組む こと、船 舶の就航区 域、船積貨 物の種類 等により 変動があ る賃金が定 められる場 合には、 基本とな るべき固 定給に係る平 均賃金に 相当
前三号 に定める ほか、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 る場合に は、厚生 労働省労 働基準局長 が定め

する額 と変動が ある賃金 に係る平 均賃金に相 当する額と を基準と し、厚生 労働省労 働基準局長 が定める基 準に従つ て算定す る額とする 。

平均賃 金に相当す る額又は前 各号に定 めるとこ ろによつ て算定され た額（以下 この号に おいて「 平均賃金 相当額」と いう。）が 四千百八 十円

る基準 に従つて算 定する額 とする。
（当該額 が次項及 び第三項 の規定によ り変更され たときは 、当該変 更された 額。以下「 自動変更対 象額」と いう。） に満たな い場合には 、自動

平均 賃金相当 額

自動 変更対象 額を、当 該算定した 額を平均賃 金相当額 で除して 得た率で 除して得

自動 変更対象 額を当該算 定に用いた 法第八条 の三第一 項第二号 の厚生労働 大臣が

定め る率で除し て得た額 （その額 に一円未 満の端数が あるときは 、これを 切り捨て るものと し、当該端 数を切り捨 てた額が 平均賃金 相当額に

ハの 当該算定 した額が 自動変更対 象額に満た ないとき 。

とき 。

を当該 保険給付の 額の算定の 基礎とし て用いる 給付基礎 日額とする こととされ る場合に おいて、 当該算定 した額が自 動変更対象 額以上で ある

合を含む。） の規定を 適用した ときに同 項第二号 （法第八条の 四におい て準用す る場合を 含む。ニに おいて同じ 。）の規 定により 算定した 額

平 均賃金相 当額を法 第八条の 規定により 給付基礎日 額として 算定した 額とみな して法第八 条の三第一 項（法第 八条の四 において 準用する場

均賃金相 当額）

た額 （その額 に一円未満 の端数が あるとき は、これを 切り捨て るものとし 、当該端 数を切り 捨てた額が 平均賃金 相当額に満 たないと きは、平

イの 当該算定 した額が 自動変更 対象額に満 たないとき 。

平均 賃金相当 額

の規定 により算 定した額 を同項の休業 給付基礎 日額とす ることと される場合 において、 当該算定 した額が 自動変更 対象額以上 であるとき 。

平均 賃金相当額 を法第八条 の規定に より給付 基礎日額 として算定 した額とみ なして法 第八条の 二第一項 の規定を適 用したとき に同項第 二号

変更 対象額とす る。ただ し、次の イからニ までに掲げ る場合にお いては、 それぞれ イからニ までに定め る額とする 。
イ

ロ

ハ

ニ
満たない ときは、平 均賃金相当 額）
厚 生労働大 臣は、年 度（四月一日 から翌年 三月三十 一日まで をいう。 以下同じ。） の平均給 与額（厚 生労働省 において作 成する毎月 勤労統計 （
次 条、第九 条の五及 び附則第 四十八項にお いて「毎 月勤労統 計」とい う。）に おける労働者 一人当た りの毎月 きまつて 支給する給 与の額（第 九条

自動変更 対象額に五 円未満の端 数がある ときは、 これを切 り捨て、五 円以上十円 未満の端 数がある ときは、 これを十円 に切り上げ るものと する。

２

の五及び 附則第四 十八項に おいて「 平均定期給 与額」とい う。）の 四月分か ら翌年三 月分までの 各月分の合 計額を十 二で除し て得た額 をいう。以
下 この項にお いて同じ 。）が平成 六年四月 一日から 始まる年度 （この項 及び次項の 規定によ り自動変 更対象額が 変更され たときは、 直近の当 該変

更 がされた 年度の前 年度）の平 均給与額を 超え、又 は下るに 至つた場 合において は、その上 昇し、又 は低下し た比率に 応じて、そ の翌年度の 八月

厚生労 働大臣は 、前二項 の規定によ り自動変 更対象額を 変更する ときは、 当該変更す る年度の 七月三十一 日までに 当該変更さ れた自動 変更対象

一日以後 の自動変 更対象額 を変更し なければな らない。
３
額を 告示する ものとす る。

４

療 養補償給 付たる療養 の給付を受 けようと する者は 、次に掲 げる事項を 記載した請 求書を、 当該療養 の給付を 受けようと する第十一 条第

（療 養補償給付た る療養の 給付の請 求）
一項の病 院若しく は診療所 、薬局又は 訪問看護 事業者（以 下「指定 病院等」 という。） 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

第十 二条

事業の名 称及び事業 場の所在地

労働 者の氏名、 生年月日 及び住所

い。
一
負傷又 は発病の 年月日

二
三

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

災害 の原因及 び発生状 況
前項第 三号及び 第四号に 掲げる事項 について は、事業主 の証明を 受けなけ ればならな い。

四

療 養補償給 付たる療 養の給付を 受ける労 働者は、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、次に 掲げる事項 を記載した 届

五
２

二

一

災害の原 因及び発 生状況

負傷 又は発病 の年月日

事業の 名称及び事 業場の所在 地

労働者の氏名 、生年月 日及び住 所

第 二項の規 定は、前 項第三号及び 第四号に 掲げる事 項につい て準用す る。

療養 の給付を受 けていた 指定病院 等及び新 たに療養の 給付を受け ようとす る指定病 院等の名 称及び所在 地

三
五

四

書を、新た に当該療 養の給付 を受けよ うとする指 定病院等を 経由して 所轄労働 基準監督 署長に提出し なければ ならない 。

３

４

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 、次に掲げ る事項を 記載した 請求書を 、所轄労働 基準監督署 長に提出 しな

（療養補 償給付た る療養の 費用の請 求）
第十 二条の二
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け ればなら ない。
事業の名 称及び事 業場の所在 地
負傷 又は発病 の年月日

労働 者の氏名 、生年月 日及び住 所

三
災害の原 因及び発 生状況

一

四
療養に要した 費用の額

傷病名 及び療養 の内容

二

五

（ 略）

療養の 給付を受け なかつた理 由

六
七
２・３

三

二

一

平均賃金 （労働基 準法第十二 条第一項及 び第二項 の期間中 に業務外 の事由によ る負傷又は 疾病の療 養のため に休業し た労働者に あつては、 平

災害 の原因及 びその発生 状況

負傷又は 発病の年 月日

事業 の名称及 び事業場 の所在地

労働者 の氏名、 生年月日 及び住所

休業 補償給付 の支給を受け ようとす る者は、 次に掲げ る事項を記 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。

（休業補 償給付の請 求）

四
均賃金に相 当する額 が当該休業 した期間 を同条第 三項第一号 に規定す る期間とみ なして算 定すること とした場 合におけ る平均賃金 に相当す る額
に満た ない場合に は、その 算定する こととし た場合にお ける平均賃 金に相当 する額。 以下同じ 。）
休業の期 間中に業 務上の負傷 又は疾病 による療養 のため所 定労働時 間のうちそ の一部分 についての み労働し た日があ る場合にあ つては、

休業の 期間、療養 の期間、傷 病名及び 傷病の経 過

負傷 又は発病の 日におけ る国民年 金法等の 一部を改正 する法律（ 昭和六十 年法律第 三十四号 ）第五条の 規定による 改正前の 船員保険 法（次号

その 年月日及び 当該労働 に対して 支払われ る賃金の額
及び第 十五条の 二第一項 第七号にお いて「旧 船員保険法 」という 。）の規 定による船 員保険、 厚生年金保 険法（昭 和二十九年 法律第百 十五号）
の 規定によ る厚生年 金保険又は 国民年金法 （昭和三 十四年法 律第百四 十一号）の 規定による 国民年金 の被保険 者の資格 （以下「厚 生年金保険 等
同一の事 由により 厚生年金保 険法の規 定による 障害厚生年 金若しく は国民年金 法の規定 による障 害基礎年金 （同法第 三十条の四 の規定に よる

の被保険 者資格」 という。 ）の有無

障 害基礎年 金を除く 。）又は旧 船員保険法 、国民年 金法等の 一部を改 正する法律 第三条の規 定による 改正前の 厚生年金 保険法若し くは国民年 金
法等の一 部を改正 する法律 第一条の 規定による 改正前の国 民年金法 の規定に よる障害 年金（以下 「厚生年金 保険の障 害厚生年 金等」と いう。）
前各 号に掲げ るもののほ か、休業 補償給付 の額の算定 の基礎と なる事項

が 支給される 場合にあつ ては、そ の年金の 種類及び 支給額並び にその年金 が支給さ れること となつた 年月日
前 項第三号 から第七 号まで及び 第九号に掲 げる事項 （同項第 六号に掲 げる事項に ついては休 業の期間 に、同項 第七号に 掲げる事項 については 厚

（略）

ては 診療担当者の 証明を受 けなけれ ばならな い。

生年金保険 の被保険 者の資格 の有無に 限る。）につ いては事 業主の証 明を、同 項第六号 に掲げる事項 中療養の 期間、傷 病名及び 傷病の経過 につい

九

八

七

六の二

六

五

第十三 条

２

３

障害 補償給付の 支給を受 けようと する者は、 次に掲げる 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 。

（障 害補償給 付の請求 ）
労働者の 氏名、生年 月日、住所 及び行政 手続にお ける特定 の個人を識別 するため の番号の 利用等に 関する法 律（平成二十 五年法律 第二十七 号。

三

二
災害 の原因及 び発生状況

負傷又は 発病の年 月日

事業 の名称及 び事業場 の所在地

以 下「番号 利用法」 という。） 第二条第五 項に規定 する個人 番号（以 下「個人番 号」という 。）

四

前項第三 号から第五 号の二まで に掲げる 事項（同 号に掲げ る事項につ いては、厚 生年金保 険の被保 険者の資 格の有無に 限る。）に ついては 、事

年法律第 五十九号 ）第二条 第十四項 に規定する 銀行代理業 をいう。 ）の業務 を行うも のをいう。 以下同じ。 ）の名称

号 ）第二条 に規定す る郵便窓口 業務を行う 日本郵便 株式会社 の営業所 であつて郵 便貯金銀行 を所属銀 行とする 銀行代理 業（銀行法 （昭和五十 六

第九十 七号）第 九十四条 に規定する 郵便貯金 銀行をいう 。以下同 じ。）の 営業所若し くは郵便 局（簡易郵 便局法（ 昭和二十四 年法律第 二百十三

び当該払 渡しに係る 預金通帳の 記号番号 又は当該 障害補償 年金の払渡 しを受ける ことを希 望する郵 便貯金銀 行（郵政民 営化法（平 成十七年 法律

十二 年大蔵省令 第九十四 号）第十 一条第三 項の日本銀 行が指定し た銀行そ の他の金 融機関（ 日本銀行を 除く。）を いう。以 下同じ。 ）の名称 及

障害 補償年金 の支給を 受けること となる場 合において 当該障害 補償年金 の払渡しを 受けるこ とを希望す る金融機 関（支出 官事務規程 （昭和二

と なつた年 月日

同一の事由に より厚生 年金保険 の障害厚 生年金等 が支給される 場合にあ つては、 その年金 の種類及び 支給額並び にその年 金が支給 されるこ と

負 傷又は発 病の日に おける厚 生年金保険 等の被保険 者資格の 有無

平均賃金

七

六

五の二

五

一

第十四条の 二

２

- 23 - 24 -

（略）

業 主の証明 を受けな ければなら ない。ただ し、請求 人が傷病 補償年金 を受けてい た者である ときは、 この限り でない。
３・４
（遺族補 償年金の 請求）
遺族補償 年金の支給 を受けよう とする者 （次条第 一項又は 第十五条の 四第一項の 規定に該 当する者 を除く。 ）は、次に 掲げる事項 を

一
請求人 及び請求人 以外の遺族 補償年金 を受ける ことがで きる遺族の 氏名、生年 月日、住 所、死亡 した労働 者との関係 及び前条に 規定する 障害

死亡した労働 者の氏名 、生年月 日及び個 人番号

災害の原 因及び発生 状況

負傷 又は発病及 び死亡の 年月日

事業の名 称及び事 業場の所在 地

の状態の 有無並び に請求人 の個人番号
四

死亡した 労働者の 負傷又は 発病の日に おける厚生 年金保険 等の被保 険者資格 の有無

平均賃 金
同一の事 由により 厚生年金保 険法の規 定による 遺族厚生年 金若しく は国民年金 法の規定 による遺 族基礎年金 （国民年 金法等の一 部を改正 する
法律附則 第二十八 条第一項の 規定により 支給する 遺族基礎 年金を除 く。）若し くは寡婦年 金又は旧 船員保険 法若しく は国民年金 法等の一部 を改
正する 法律第三 条の規定 による改 正前の厚生 年金保険法 の規定に よる遺族 年金若し くは国民年 金法等の一 部を改正 する法律 第一条の 規定による
改正前の国 民年金法 の規定によ る母子年 金、準母 子年金、遺 児年金若 しくは寡婦 年金（以 下「厚生年 金保険の 遺族厚生 年金等」と いう。） が支
遺族補 償年金の支 給を受ける こととな る場合に おいて当 該遺族補償 年金の払渡 しを受け ることを 希望する 金融機関の 名称及び当 該払渡し に係

給され る場合にあ つては、 その年金 の種類及 び支給額並 びにその年 金が支給 されるこ ととなつ た年月日
る預金通 帳の記号 番号又は 当該遺族補 償年金の払 渡しを受 けること を希望す る郵便貯金 銀行の営業 所若しく は郵便局 の名称
前項第四号 から第六 号の二まで に掲げる 事項（同 項第四号に 掲げる事 項について は死亡の 年月日を 除き、同項 第六号の 二に掲げる 事項につ いて

（略）

を受 けていた 者であると きは、この 限りでな い。

は厚生年 金保険の被 保険者の 資格の有 無に限る 。）につい ては、事業 主の証明 を受けな ければな らない。た だし、死亡 した労働 者が傷病 補償年金

八

七

六の二

六

五

三

二

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 。

第十五 条の二

２

３
（ 遺族補償一 時金の請 求）

二

一

事業の名 称及び事 業場の所在 地

法第 十六条の 六第一項第 一号の場 合にあつ ては、次に 掲げる事 項

請求人の 氏名、生 年月日、住 所及び死 亡した労 働者との関 係

死亡 した労働 者の氏名 及び生年 月日

遺 族補償一 時金の支 給を受けよ うとする者 は、次に 掲げる事 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。

三

災害の原因及 び発生状 況

負傷又 は発病及 び死亡の 年月日

前項第 三号ロか らニまで に掲げる 事項（死亡 の年月日を 除く。） について は、事業 主の証明を 受けなけれ ばならな い。ただ し、死亡 した労働者

平均賃 金

ロ
ニ

ハ

イ

第十 六条

２
（ 略）

が傷 病補償年 金を受け ていた者で あるとき は、この限 りでない 。
３・４

死亡した 労働者の 氏名及び生 年月日

葬祭 料の支給 を受けよ うとする 者は、次に 掲げる事項 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。

（ 葬祭料の 請求）
一
事業の名 称及び事 業場の所在 地

請求 人の氏名 、住所及び 死亡した 労働者と の関係

災害の原因及 び発生状 況

負傷又 は発病及 び死亡の 年月日

二
四
平均賃 金

前項第 四号から 第六号ま でに掲げ る事項（死 亡の年月日 を除く。 ）につい ては、事 業主の証明 を受けなけ ればなら ない。た だし、死 亡した労働
（略）

者が 傷病補償 年金を受 けていた者 であると きは、この 限りでな い。

六

五

三

第十七条 の二

２
３

障害補償 年金を受 ける権利 を有する者 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 金の請求 と同時に 、

（ 介護補償 給付の請 求）
又 は請求をし た後に行 わなければ ならない 。

第十八条 の三の五
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２

３

介護補償 給付の支 給を受け ようとする 者は、次に 掲げる事 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。
年金証書 の番号
障害 の部位及 び状態並び に当該障 害を有す ることに伴 う日常生 活の状態

労働 者の氏名 、生年月 日及び住 所

三
介護を受 けた場所

一

四
請求人の親族 又はこれ に準ずる 者による 介護を受け た日がある 場合にあ つては、 当該介護 に従事した 者の氏名、 生年月日 及び請求 人との関 係

介護に 要する費 用を支出 して介護 を受けた日が ある場合 にあつて は、当該 介護を受 けた日数及び 当該支出 した費用 の額

二

五
（略）

六

（療 養給付た る療養の 給付の請求 ）
療養 給付たる療 養の給付 を受けよ うとする者 は、第十二 条第一項 各号に掲 げる事項 （同項第二 号の事業の 名称及び 事業場の 所在地は

就業の 場所並びに 就業開始 の予定の 年月日時 及び住居を 離れた年月 日時

災害 の発生の 時刻及び 場所

就 業の場所 並びに就業 終了の年月 日時及び 当該就業 の場所を 離れた年月

一
災害 が法第七 条第二項第 一号の往復 の往路に おいて発 生した場 合

次のイか らホまで に掲げる災 害が発生 した場合 の区分に応 じて、そ れぞれイか らホまで に掲げる 事項
災 害が法第 七条第二 項第一号 の往復の復 路において 発生した 場合
当該 移動の起 点たる就 業の場所 における就 業終了の年 月日時及 び当該就 業の場所

イ

災 害が法第七 条第二項 第二号の 移動の際 に発生した 場合

日時

災害 が法第七 条第二項 第三号の移 動のうち、 同項第一 号の往復 に先行す る移動の際 に発生した 場合

転 任の有無 、当該先 行する移動 を行う

を離 れた年月 日時並び に当該移動 の終点た る就業の場 所及び当 該就業の 場所におけ る就業開 始の予定の 年月日時

災害 が法第七条 第二項第三 号の移動 のうち、 同項第一 号の往復に 後続する移 動の際に 発生した 場合

転 任の有無、 当該後続す る移動を 行う

に当 たり住居を 離れた年 月日時並 びに当該 往復に係る 就業の場所 及び当該 就業の場 所におけ る就業開始 の予定の年 月日時

住居 又は就業 の場所か ら災害の 発生の場所 に至つた経 路、方法 、所要時 間その他 の状況

通常の 通勤の経 路及び方 法

に当た り住居を 離れた年 月日時並びに 当該往復 に係る就 業の場所 及び当該 就業の場所に おける就 業終了の 年月日時
三

第十二条 第二項から 第四項まで 及び第十 二条の三 第一項か ら第三項ま での規定は 、療養給 付たる療 養の給付 の請求につ いて準用す る。この 場合

四

ホ

ニ

ハ

ロ

二

載 した請求 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 して所轄労 働基準監督 署長に提 出しなけ ればなら ない。

、第 二号イか らホまでに 掲げる場合 の区分に 応じ、そ れぞれ同 号イからホま でに掲げ る就業の 場所に係 るものと する。）及び 次に掲げ る事項を 記

第十八条の 五

２

に おいて、 第十二条 第二項中「 第四号に掲 げる事項 」とある のは「第 十八条の五 第一項第一 号から第 三号まで に掲げる 事項（同項 第二号イ、 ニ及
びホ中住 居を離れ た年月日 時並びに 同号ハ中当 該移動の起 点たる就 業の場所 における 就業終了の 年月日時及 び当該就 業の場所 を離れた 年月日時を
除 く。）（同 項第一号 及び第三号 に掲げる 事項につ いては、事 業主（同 項第二号イ からホま でに掲げ る場合の区 分に応じ 、それぞれ 同号イか らホ
までに掲 げる就業 の場所に係 る事業主 をいう。 以下この項 において 同じ。）が 知り得た 場合に限 る。）」と 、同条第 四項中「前 項第三号 及び第四
号」 とあるの は「前項 第三号」と 、第十二条 の三第一 項中「傷 病補償年 金」とある のは「傷病 年金」と 、同条第 二項中「 傷病補償年金 」とある の
は「傷病年 金」と、 「第十二 条第三項 」とあるのは 「第十八 条の五第 二項にお いて準用 する第十二条 第三項」 と、同条 第三項中 「傷病補償 年金」
とあ るのは「傷病 年金」と 、「第一 項及び第 十二条第三 項」とある のは「第 十八条の 五第二項 において準 用する第一 項及び第 十二条第 三項」と 読
み 替えるも のとする。

療養 給付たる療 養の費用 の支給を 受けようと する者は、 第十二条 の二第一 項各号に 掲げる事項 及び前条第 一項各号 に掲げる 事項を記

（療 養給付たる 療養の費 用の請求）

（ 略）

「同項」と あるのは 「第十八 条の六第 一項」と読 み替えるも のとする 。

以下 この項に おいて同 じ。）が知 り得た場合 に限る。 ）」と、 「同項第 五号及び第 六号」とあ るのは「 前項第五 号及び第 六号」と、 同条第三項 中

項につい ては、事 業主（同項 第二号イ からホま でに掲げる 場合の区 分に応じ、 それぞれ 同号イか らホまでに 掲げる就 業の場所に 係る事業 主をいう 。

当 該移動の起 点たる就 業の場所に おける就 業終了の 年月日時及 び当該就 業の場所を 離れた年 月日時を 除く。）（ 同項第一 号及び第三 号に掲げ る事

る事項」 とあるの は「第十 八条の五 第一項第一 号から第三 号までに 掲げる事 項（同項 第二号イ、 ニ及びホ中 住居を離 れた年月 日時並び に同号ハ中

第十二条 の二第二 項及び第 三項の規定 は、療養給 付たる療 養の費用 の請求に ついて準用 する。この 場合にお いて、同 条第二項 中「第四号 に掲げ

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。

第十八条の 六
２

３

休業給付 の支給を受 けようと する者は 、第十三条 第一項各 号（同項第 六号の二 に掲げる 事項につい ては、同 号中「業務 上の」と ある

（休業給 付の請求 ）

九号に掲 げる事項 （同項第 六号に掲 げる事項に ついては休 業の期間 に、同項 第七号に 掲げる事項 については 厚生年金 保険の被 保険者の 資格の有無

第十三条 第二項及 び第三項 の規定は、 休業給付の 請求につ いて準用 する。こ の場合にお いて、同条 第二項中 「前項第 三号から 第七号まで 及び第

一項 各号に掲 げる事項を 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 。

のは「通 勤による」 とし、同 項第九号 に掲げる 事項につい ては、同号 中「休業 補償給付 」とある のは「休業 給付」とす る。）及 び第十八 条の五第

第十 八条の七

２

に 限る。）」 とあるの は「前項第 三号、第 五号から 第七号まで 及び第九 号に掲げる 事項（同 項第六号 に掲げる事 項につい ては休業の 期間に限 るも
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の とし、同 項第六号 の二中「業 務上の」と あるのは 「通勤に よる」と し、同項第 七号に掲げ る事項に ついては 厚生年金 保険の被保 険者の資格 の有
無に限る ものとし 、同項第 九号中「 休業補償給 付」とある のは「休 業給付」 とする。 ）並びに第 十八条の五 第一項第 一号から 第三号ま でに掲げる
事 項（同項第 二号イ、 ニ及びホ中 住居を離 れた年月 日時並びに 同号ハ中 当該移動の 起点たる 就業の場 所における 就業終了 の年月日時 及び当該 就業
の場所を 離れた年 月日時を除 く。）（ 同項第一 号及び第三 号に掲げ る事項につ いては、 事業主（ 同項第二号 イからホ までに掲げ る場合の 区分に応
じ、 それぞれ 同号イか らホまでに 掲げる就業 の場所に 係る事業 主をいう 。以下この 項において 同じ。） が知り得 た場合に 限る。）」と 、「、同 項
第六号」と あるのは 「、前項 第六号」 と、同条第三 項中「第 一項第八 号」とあ るのは「 第十三条第一 項第八号 」と、「 同項」と あるのは「 第十八
条の 七第一項」と 読み替え るものと する。

第十四条 及び別表第 一の規定 は、障害 給付につい て準用す る。この場 合におい て、同条 第五項中「 障害補償 年金」とあ るのは「 障害

（障害給 付の請求 等）

（略）

にお いて準用 する第十 四条の二第 三項」と 読み替える ものとす る。

六号」と あるのは 「第十四 条の二第一 項第六号 」と、「同 項」とあ るのは「 第十八条の 八第二項 」と、「前 項」とあ るのは「 第十八条の 八第三項

） 」と、「 傷病補償年 金」とある のは「傷 病年金」 と、同条 第三項中「 第一項」と あるのは 「第十八 条の八第 二項」と、 同条第四項 中「第一 項第

る場 合の区分に応 じ、それ ぞれ同号 イからホ までに掲 げる就業の場 所に係る 事業主を いう。以 下この項に おいて同じ 。）が知 り得た場 合に限る 。

日時及び当 該就業の 場所を離 れた年月 日時を除く 。）（同項 第一号及 び第三号 に掲げる 事項について は、事業 主（同項 第二号イ からホま でに掲げ

三号 までに掲 げる事項 （同項第二 号イ、ニ及 びホ中住 居を離れ た年月日 時並びに同 号ハ中当該 移動の起 点たる就 業の場所 における就 業終了の年 月

五号の二 に掲げる 事項（同号 に掲げる 事項につ いては、厚 生年金保 険の被保険 者の資格 の有無に 限る。）並 びに第十 八条の五第 一項第一 号から第

二 までに掲げ る事項（ 同号に掲げ る事項に ついては 、厚生年金 保険の被 保険者の資 格の有無 に限る。 ）」とある のは「前 項第三号、 第五号及 び第

第十 四条の二第 二項から 第四項ま での規定 は、障害給 付の請求に ついて準 用する。 この場合 において、 同条第二項 中「前項 第三号か ら第五号 の

る のは「障 害年金」 とする。 ）及び第十八 条の五第 一項各号 に掲げる 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。

障 害給付の 支給を受 けようとする 者は、第 十四条の 二第一項 各号に掲げ る事項（第 七号に掲 げる事項 について は、同号中 「障害補償 年金」と あ

年金」と 、「障害補 償一時金 」とある のは「障 害一時金」 と読み替え るものと する。

第十 八条の八
２
３

４

第十 五条の規 定は、法 第二十二 条の四第三 項において 準用する 法第十六 条の二第 一項第四号 及び法別表 第一遺族 補償年金 の項の厚 生

（ 遺族年金 の請求等 ）

（略）

とあ るのは「 第十八条 の九第一項 において準 用する第 十五条」 と読み替 えるものと する。

「法第十 六条の九 第五項」と あるのは 「法第二 十二条の四 第三項に おいて準用 する法第 十六条の 九第五項」 と、同条 第二項第二 号中「第 十五条」

、 第十五条の 四第一項 中「法第十 六条の四 第一項後 段」とある のは「法 第二十二条 の四第三 項におい て準用する 法第十六 条の四第一 項後段」 と、

は「第十 五条の二 第一項第 七号」と 、第十五条 の三第二項 第二号中 「第十五 条」とあ るのは「第 十八条の九 第一項に おいて準 用する第 十五条」と

遺 族年金を 受けるこ とができ る遺族」と、 「前条」 とあるの は「第十 八条の九第 一項におい て準用す る第十五 条」と、 「第一項第 七号」とあ るの

年金 」と、同 条第三項中 「第一項の 請求書」 とあるの は「第十 八条の九第二 項の請求 書」と、 「第一項 第二号の 遺族」とある のは「請 求人以外 の

までに掲 げる就業の 場所に係 る事業主 をいう。 以下この項 において同 じ。）が 知り得た 場合に限 る。）」と 、「傷病補 償年金」 とあるの は「傷病

除く 。）（同 項第一号 及び第三号 に掲げる 事項につい ては、事 業主（同 項第二号イ からホま でに掲げる 場合の区 分に応じ 、それぞれ 同号イか らホ

びホ中住 居を離れ た年月日 時並びに同 号ハ中当 該移動の起 点たる就 業の場所 における就 業終了の 年月日時及 び当該就 業の場所 を離れた年 月日時を

に ついては 厚生年金保 険の被保険 者の資格 の有無に 限る。） 並びに第十 八条の五第 一項第一 号から第 三号まで に掲げる事 項（同項第 二号イ、 ニ及

のは 「前項第四号 、第六号 及び第六 号の二に 掲げる事項 （同項第四 号に掲げ る事項に ついては 死亡の年月 日を除き、 同項第六 号の二に 掲げる事 項

に掲げる事 項につい ては死亡 の年月日 を除き、同項 第六号の 二に掲げ る事項に ついては 厚生年金保険 の被保険 者の資格 の有無に 限る。）」 とある

代表 者の選任 及び解任 について準 用する。こ の場合に おいて、 第十五条 の二第二項 中「前項第 四号から 第六号の 二までに 掲げる事項（ 同項第四 号

第十五 条の二第 二項及び 第三項並び に第十五 条の三から 第十五条 の五まで の規定は、 遺族年金 の請求並び に遺族年 金の請求及 び受領に ついての

る 。）及び第 十八条の 五第一項各 号に掲げ る事項を 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 。

十五条の 二第一項 各号に掲 げる事項 （第二号及 び第八号に 掲げる事 項につい ては、こ れらの規定 中「遺族補 償年金」 とあるの は「遺族 年金」とす

遺族年金 の支給を 受けよう とする者（ 次項におい て準用す る第十五 条の三第 一項又は第 十五条の四 第一項の 規定に該 当する者 を除く。） は、第

労 働省令で定 める障害 の状態につ いて準用 する。

第十八条 の九

２

３

４

遺族 一時金の 支給を受 けようとす る者は、法 第二十二 条の四第 三項にお いて準用す る法第十六 条の六第 一項第一 号の場合 にあつては

（ 遺族一時 金の請求）

る。この 場合にお いて、同 条第二項 中「前項第 三号ロから ニまでに 掲げる事 項（死亡 の年月日を 除く。）」 とあるの は「前項 第三号ロ 及びニに掲

第十六条 第二項か ら第四項 までの規定 は、遺族一 時金の請 求並びに 遺族一時 金の請求及 び受領につ いての代 表者の選 任及び解 任について 準用す

監督 署長に提 出しなけれ ばならない 。

おいて準 用する法第 十六条の 六第一項 第二号の 場合にあつ ては第十六 条第一項 第一号及 び第二号 に掲げる事 項を記載し た請求書 を、所轄 労働基準

第十 六条第一 項第一号 、第二号及 び第三号 イからニま でに掲げ る事項並 びに第十八 条の五第 一項各号に 掲げる事 項を、法 第二十二条 の四第三 項に

第十八条の 十

２

げ る事項（死 亡の年月 日を除く。 ）並びに 第十八条 の五第一項 第一号か ら第三号ま でに掲げ る事項（ 同項第二号 イ、ニ及 びホ中住居 を離れた 年月
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日 時並びに 同号ハ中 当該移動の 起点たる就 業の場所 における 就業終了 の年月日時 及び当該就 業の場所 を離れた 年月日時 を除く。） （同項第一 号及
び第三号 に掲げる 事項につ いては、 事業主（同 項第二号イ からホま でに掲げ る場合の 区分に応じ 、それぞれ 同号イか らホまで に掲げる 就業の場所
に 係る事業主 をいう。 以下この項 において 同じ。） が知り得た 場合に限 る。）」と 、「傷病 補償年金 」とあるの は「傷病 年金」と、 同条第三 項中
「第一項 」とある のは「第十 八条の十 第一項」 と、「法第 十六条の 六第一項第 一号」と あるのは 「法第二十 二条の四 第三項にお いて準用 する法第
十六 条の六第 一項第一 号」と、「 法第十六条 の六第一 項第二号 」とある のは「法第 二十二条の 四第三項 において 準用する 法第十六条の 六第一項 第
二号」と、 「遺族補 償年金」 とあるの は「遺族年金 」と読み 替えるも のとする 。

葬 祭給付の 支給を受 けようとす る者は、第 十七条の 二第一項 各号に掲 げる事項及 び第十八条 の五第一 項各号に 掲げる事 項を記載し

（ 葬祭給付 の請求）

掲げ る事項（ 死亡の年月 日を除く。 ）」とあ るのは「 前項第四 号及び第六号 に掲げる 事項（死 亡の年月 日を除く 。）並びに第 十八条の 五第一項 第

第十七 条の二第 二項及び第 三項の規 定は、葬 祭給付の請 求について 準用する 。この場 合におい て、同条第 二項中「前 項第四号 から第六 号までに

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 。

第十八条の 十二
２
一 号から第 三号まで に掲げる 事項（同項第 二号イ、 ニ及びホ 中住居を 離れた年月 日時並びに 同号ハ中 当該移動 の起点た る就業の場 所における 就業
終了の年 月日時及 び当該就 業の場所 を離れた年 月日時を除 く。）（ 同項第一 号及び第 三号に掲げ る事項につ いては、 事業主（ 同項第二 号イからホ
ま でに掲げる 場合の区 分に応じ、 それぞれ 同号イか らホまでに 掲げる就 業の場所に 係る事業 主をいう 。以下この 項におい て同じ。） が知り得 た場
合に限る 。）」と 、「傷病補 償年金」 とあるの は「傷病年 金」と、 同条第三項 中「第一 項」とあ るのは「第 十八条の 十二第一項 」と、「 遺族補償
給付 」とある のは「遺 族給付」と 読み替える ものとす る。

介護 給付の支給 を受けよう とする者 は、第十 八条の三 の五第二項 各号に掲げ る事項を 記載した 請求書を 、所轄労働 基準監督署 長に

（介 護給付の請求 ）

労 働者災害 補償保険 特別支給金支 給規則（ 昭和四十 九年労働 省令第三 十号）（抄）

（略）

提出しな ければな らない。

第十 八条の十 五
２
○

休業 特別支給金 は、労働者 （法の規 定による 傷病補償 年金又は傷 病年金の受 給権者を 除く。） が業務上 の事由又は 通勤（法第 七条第一 項第

（休業特 別支給金 ）
第三 条

二 号の通勤 をいう。 以下同じ。 ）による負 傷又は疾 病（業務 上の事由 による疾病 については 労働基準 法施行規 則（昭和 二十二年厚 生省令第二 十三
号）第三 十五条に 、通勤に よる疾病 については 労働者災害 補償保険 法施行規 則（昭和 三十年労働 省令第二十 二号。以 下「労災 則」とい う。）第十
八 条の四に、 それぞれ 規定する疾 病に限る 。以下同 じ。）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 い日の第四 日目から 当該
労働者に 対し、そ の申請に基 づいて支 給するも のとし、そ の額は、 一日につき 休業給付 基礎日額 （法第八条 の二第一 項又は第二 項の休業 給付基礎
日額 をいう。 以下この 項において 同じ。）の 百分の二 十に相当 する額と する。ただ し、労働者 が業務上 の事由又 は通勤に よる負傷又は 疾病によ 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 特別支給 金の額は、休 業給付基 礎日額（ 法第八条 の二第二項 第二号
に定 める額（以下 この項に おいて「 最高限度 額」という 。）を休業 給付基礎 日額とす ることと されている 場合にあつ ては、同 号の規定 の適用が な
い ものとし た場合にお ける休業給 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
（略）

超える場 合にあつ ては、最 高限度額に 相当する 額）の百分 の二十に 相当する 額とする。
２～ ６

第二 条第四号 から第八 号までに掲 げる特別支 給金の額 の算定に 用いる算 定基礎年額 は、負傷又 は発病の 日以前一 年間（雇 入後一年に 満たな

（算 定基礎年 額等）

第二条第 四号から第 八号までに 掲げる特 別支給金 の額の算 定に用いる 算定基礎日 額は、前 各項の規 定による 算定基礎年 額を三百六 十五で除 して

で除して 得た額。 以下この 項におい て同じ。） を超える場 合には、 百五十万 円を算定 基礎年額と する。

前三項の 規定によ つて算定 された額が 百五十万円 （前項の 場合にお いては、 百五十万円 を同項の規 定により 読み替え られた第 二項に規定 する率

八条 の三第一 項第二号の 厚生労働大 臣が定め る率で除 して得た 額」とする 。

いて同じ 。）の厚生 労働大臣 が定める 率を乗じ て得た額」 と、「当該 百分の二 十に相当 する額」 とあるのは 「当該百分 の二十に 相当する 額を法第

、同 項中「算 定された 額」とある のは「算 定された額 に法第八 条の三第 一項第二号 （法第八 条の四にお いて準用 する場合 を含む。以 下この項 にお

規定の適 用がない ものとし た場合に同 条第一項 第二号に規 定する給 付基礎日 額が用いら れる場合 を含む。） における 前項の規 定の適用に ついては

法第八条 の三第一 項第二号（ 法第八条の 四におい て準用す る場合を 含む。）に 規定する給 付基礎日 額が用い られる場 合（法第八 条の三第二 項の

付基 礎日額）に三 百六十五 を乗じて 得た額の 百分の二 十に相当する 額を超え る場合に は、当該 百分の二十 に相当する 額を算定 基礎年額 とする。

基礎日額（ 障害特別 一時金又 は遺族特 別一時金が 支給される 場合にあ つては、 法第八条 の四において 準用する 法第八条 の三第一 項の規定 による給

特 別給与の 総額又は 前項ただし 書に定め るところに よつて算 定された 額が、当該 労働者に係 る法第八 条の三第 一項又は 第二項の規 定による給 付

労働基準 局長が定 める基準に 従つて算 定する額 を算定基礎 年額とす る。

賃 金をいう。 以下同じ 。）の総額 とする。 ただし、 当該特別給 与の総額 を算定基礎 年額とす ることが 適当でない と認めら れるときは 、厚生労 働省

い者につ いては、 雇入後の 期間）に 当該労働者 に対して支 払われた 特別給与 （労働基 準法第十二 条第四項の 三箇月を 超える期 間ごとに 支払われる

第六 条

２

３

４
５
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６
○

得 た額を当 該特別支 給金に係る 法の規定に よる保険 給付の額 の算定に 用いる給付 基礎日額と みなして 法第八条 の三第一 項（法第八 条の四にお いて
算定基礎 年額又は算 定基礎日額 に一円未 満の端数 があると きは、これ を一円に切 り上げる ものとす る。

準用する 場合を含 む。）の 規定の例 により算定 して得た額 とする。

労 働保険の 保険料の 徴収等に関 する法律（ 昭和四十 四年法律 第八十四 号）（抄）

（ 略）

（一 般保険料に係 る保険料 率）

保険年度 に属する 三月三十一 日（以下 この項に おいて「基 準日」と いう。）に おいて労 災保険に 係る保険関 係が成立 した後三年 以上経過 したもの

厚生労働 大臣は、連 続する三保 険年度中 の各保険 年度にお いて次の各 号のいずれ かに該当 する事業 であつて 当該連続す る三保険年 度中の最 後の

厚生労働 大臣が定 める。

給 付をいう 。次項及 び第十三 条において同 じ。）に 要した費 用の額、 社会復帰促 進等事業と して行う 事業の種 類及び内 容その他の 事情を考慮 して

以下 同じ。） 及び通勤災 害（同項第 三号の通 勤災害を いう。以 下同じ。）に 係る災害 率並びに 二次健康 診断等給 付（同項第四 号の二次 健康診断 等

三年間の 業務災害（ 労災保険 法第七条 第一項第 一号の業務 災害をいう 。以下同 じ。）、 複数業務 要因災害（ 同項第二号 の複数業 務要因災 害をいう 。

係る 財政の均 衡を保つ ことができ るもので なければな らないも のとし、 政令で定め るところ により、労 災保険法 の適用を 受ける全て の事業の 過去

労災保 険率は、 労災保険 法の規定 による保険 給付及び社 会復帰促 進等事業 に要する 費用の予想 額に照らし 、将来に わたつて 、労災保 険の事業に

第十 二条
２

３
につ いての当 該連続す る三保険年 度の間にお ける労災 保険法の 規定によ る業務災害 に関する保 険給付（ 労災保険 法第十六 条の六第一 項第二号の 場
合に支給さ れる遺族 補償一時 金、特定 の業務に長 期間従事す ることに より発生 する疾病 であつて厚生 労働省令 で定める ものにか かつた者 （厚生労
働省 令で定める事 業の種類 ごとに、 当該事業 における 就労期間等を 考慮して 厚生労働 省令で定 める者に限 る。）に係 る保険給 付（以下 この項及 び
第 二十条第 一項におい て「特定疾 病にかか つた者に 係る保険 給付」とい う。）及び 労災保険 法第三十 六条第一 項の規定に より保険給 付を受け るこ
とができ ることと された者 （以下「第 三種特別 加入者」と いう。） のうち、 労災保険法 第三十三 条第六号又 は第七号 に掲げる 事業により 当該業務
災害 が生じた 場合に係 る保険給付 を除く。 ）の額（労 災保険法 第八条第 三項に規定 する給付 基礎日額を 用いて算 定した保 険給付、年 金たる保 険給
付その他 厚生労働省 令で定め る保険給 付につい ては、その 額は、厚生 労働省令 で定める ところに より算定す るものとす る。第二 十条第一 項におい
て同 じ。）に 労災保険法 第二十九条 第一項第 二号に掲 げる事業 として支給 が行われた 給付金の うち業務 災害に係 るもので厚生 労働省令 で定める も
の の額（一 時金とし て支給さ れた給付金以 外のもの について は、その 額は、厚 生労働省令で 定めると ころによ り算定す るものとす る。）を加 えた
額と一般 保険料の 額（第一 項第一号 の事業につ いては、前 項の規定 による労 災保険率 （その率が この項の規 定により 引き上げ 又は引き 下げられた
と きは、その 引き上げ 又は引き下 げられた 率）に応 ずる部分の 額）から 非業務災害 率（労災 保険法の 適用を受け る全ての 事業の過去 三年間の 複数

業 務要因災 害に係る 災害率、通 勤災害に係 る災害率 、二次健 康診断等 給付に要し た費用の額 及び厚生 労働省令 で定める ところによ り算定され た労
災保険法 第八条第 三項に規 定する給 付基礎日額 を用いて算 定した保 険給付の 額その他 の事情を考 慮して厚生 労働大臣 の定める 率をいう 。以下この
項 及び第二十 条第一項 において同 じ。）に 応ずる部 分の額を減 じた額に 第一種特別 加入保険 料の額か ら特別加入 非業務災 害率（非業 務災害率 から
第十三条 の厚生労 働大臣の定 める率を 減じた率 をいう。第 二十条第 一項各号及 び第二項 において 同じ。）に 応ずる部 分の額を減 じた額を 加えた額
に業 務災害に 関する年 金たる保険 給付に要す る費用、 特定疾病 にかかつ た者に係る 保険給付に 要する費 用その他 の事情を 考慮して厚生 労働省令 で
定める率（ 第二十条 第一項第 一号にお いて「第一種 調整率」 という。 ）を乗じ て得た額 との割合が百 分の八十 五を超え 、又は百 分の七十五 以下で
ある 場合には、当 該事業に ついての 前項の規 定による労 災保険率か ら非業務 災害率を 減じた率 を百分の四 十の範囲内 において 厚生労働 省令で定 め
る 率だけ引 き上げ又は 引き下げた 率に非業 務災害率 を加えた 率を、当該 事業につい ての基準 日の属す る保険年 度の次の次 の保険年度 の労災保 険率

（ 略）

（略 ）

とするこ とができ る。
一～ 三

労働保険 の保険料 の徴収等 に関する法 律施行令（ 昭和四十 七年政令 第四十六 号）（抄）

４～９
○

内 閣は、労働 保険の保 険料の徴収 等に関す る法律（ 昭和四十四 年法律第 八十四号） 第十二条 第一項第 一号及び第 四十五条 第一項の規 定に基づ き、
労働 保険の保 険料の徴 収等に関す る法律第十 二条第二 項の労災 保険率は 、厚生労働 省令で定め る事業の 種類ごと に、過去 三年間に発 生した労働 者

この政令を 制定する 。
災害補償保険 法（昭和 二十二年 法律第五 十号）第 七条第一項第 一号の業 務災害（ 以下「業 務災害」と いう。）及 び同項第 二号の通 勤災害（ 以下「通
勤災害 」という。 ）に係る同 法の規定 による保 険給付の 種類ごとの 受給者数及 び平均受 給期間、 過去三年 間の同項第 三号の二次 健康診断 等給付（ 以
下「 二次健康 診断等給 付」という 。）の受給 者数その 他の事項 に基づき 算定した保 険給付に要 する費用 の予想額 を基礎と し、労災保 険に係る保 険関
係が成立し ているす べての事 業の過去 三年間の業 務災害及び 通勤災害 に係る災 害率並び に二次健康 診断等給付 に要した 費用の額 、同法第 二十九条第
一項 の社会復帰 促進等事 業として行 う事業の 種類及び 内容、労働 者災害補 償保険事業 の事務の 執行に要 する費用の 予想額そ の他の事情 を考慮し て定

労働保険 の保険料 の徴収等 に関する法 律施行規則 （昭和四 十七年労 働省令第 八号）（抄 ）

めるものと する。
○

（ 法第十二条 第三項の 業務災害に 関する保 険給付の 額の算定）
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法 第十二条 第三項の 厚生労働省 令で定める 保険給付 は、療養 補償給付 、休業補償 給付及び介 護補償給 付とする 。

法第 十二条第三 項の年金 たる保険 給付及び 前項の保険 給付の額の 算定は、 次の各号 に掲げる 保険給付の 区分に応じ 、当該各 号に定め る額とす る

第十 八条
２
同一の事 由につい て労働者 災害補償保 険法（昭 和二十二年 法律第五 十号。以 下「労災保 険法」と いう。）第 八条に規 定する給
同一の事 由につい て労災保険法 第八条に 規定する 給付基礎 日額を平 均賃金とみな して労働 基準法第 七十九条 の規定を適 用する

療 養補償給付 のうち当 該療養の開 始後三年 を経過す る日前に支 給すべき 事由の生じ たものの 額を合計 した額

傷 病補償年金 のうち当 該負傷又 は疾病に 関する療養 の開始後三 年を経過 する日の 属する月 の前月まで の月分のも のの額を 合計

療養補償 給付

介護補償 給付のうち当 該負傷又 は疾病に 関する療 養の開始後 三年を経過 する日の 属する月 の前月ま での月分の ものの額を 合計

休業補償 給付のう ち当該負 傷又は疾病 に関する療 養の開始 後三年を 経過する 日前に支給 すべき事由 の生じた ものの額 を合計し

した額

介護補 償給付

た額

休業 補償給付

した額

傷病補 償年金

ことと した場合に 行われる こととな る遺族補 償の額に相 当する額

遺族補 償年金

付基礎 日額を平 均賃金と みなして 労働基準法 第七十七条 の規定を 適用する こととし た場合に行 われること となる障 害補償の 額に相当す る額

障害 補償年金

こ とにより行 うものと する。
一
二
三
四
五
六

法第十二 条第三項の 厚生労働 省令で定め る給付金 は、労働 者災害補償 保険特別支 給金支給 規則（昭 和四十九 年労働省令 第三十号。 以

（法第十 二条第三 項の厚生労 働省令で 定める給 付金等）
第十八 条の二
下「特別支 給金規則 」という 。）の規 定による特 別支給金で 業務災害 に係るも の（労災 保険法第十六 条の六第 一項第二 号の場合 に支給さ れる遺族
補償 一時金の受給 権者に支 給される 遺族特別 一時金、 第十七条の二 の表の第 四欄に掲 げる者に 係るもの及 び労災保険 法第三十 六条第一 項の規定 に
よ り労災保 険法の規定 による保険 給付を受 けること ができる こととされ た者（以下 「第三種 特別加入 者」とい う。）に係 るものを除 く。）と する。
第十八条 第二項の規 定は、法 第十二条 第三項の特 別支給金 規則による 特別支給 金で業務 災害に係る もののう ち年金たる 特別支給 金の

雇用保 険法（昭 和四十九 年法律第百 十六号） （抄）

あ るのは「 傷病特別 年金」と、 同項第五号 中「休業 補償給付 」とある のは「休業 特別支給金 」と読み 替えるも のとする 。

年 額を三百六 十五で除 して得た額 （その額 に一円未 満の端数が あるとき は、これを 一円に切 り上げる 。）」と、 同項第三 号中「傷病 補償年金 」と

族特別年 金」と、 「労災保 険法第八 条に規定す る給付基礎 日額」と あるのは 「特別支 給金規則第 六条第一項 から第四 項までの 規定によ る算定基礎

十 五で除し て得た額 （その額 に一円未満の 端数があ るときは 、これを 一円に切 り上げる。） 」と、同 項第二号 中「遺族 補償年金」 とあるのは 「遺

と、 「労災保 険法第八条 に規定する 給付基礎 日額」と あるのは 「特別支給 金規則第六 条第一項 から第四 項までの 規定による算 定基礎年 額を三百 六

額及び休 業特別支給 金の額の 算定につ いて準用 する。この 場合におい て、第十 八条第二 項第一号 中「障害補 償年金」と あるのは 「障害特 別年金」

第十 八条の三

○

高
(年 齢被保険者 の特例 )
第三十 七条の五 次に掲げる 要件のい ずれにも 該当する 者は、厚生 労働省令で 定めると ころによ り、厚生 労働大臣に 申し出て、 当該申出 を行つた 日
一

一の事業 主の適用 事業におけ る一週間 の所定労働 時間が二 十時間未 満であるこ と。

二以 上の事業 主の適用 事業に雇用 される六 十五歳以上 の者であ ること。

か ら高年齢 被保険者と なることが できる。
二

三 二の事業主の適用事業 申
( 出 を 行 う労 働 者 の 一 の 事 業 主 の 適 用 事 業 に お け る 一週 間 の 所 定 労 働 時 間 が 厚 生 労 働省 令 で 定 め る 時 間 数 以 上 で あ る
ものに 限る。 に
) お ける一週間の 所定労働 時間の合 計が二十 時間以上 であること。
（略 ）

行政手続 法（平成五 年法律第八 十八号） （抄）

２～ ４
○

この 法律にお いて、次 の各号に 掲げる用 語の意義は、 当該各号 に定める ところに よる。

（定 義）
第二条

内閣又は 行政機関が 定める次 に掲げる ものをい う。

（略）

審査基準（ 申請によ り求めら れた許認 可等をする かどうかを その法令 の定めに 従って判 断するため に必要とさ れる基準 をいう。 以下同じ 。

法律 に基づく 命令（処 分の要件を 定める告示 を含む。 次条第二 項におい て単に「命 令」という 。）又は 規則

命令等

一～ 七
八
イ

処 分基準（ 不利益処 分をするか どうか又 はどのよう な不利益 処分とす るかについ てその法 令の定めに 従って判 断するため に必要と される基

通し てその内 容となるべ き事項を いう。以 下同じ。）

行政 指導指針 （同一の 行政目的 を実現する ため一定の 条件に該 当する複 数の者に 対し行政指 導をしよう とすると きにこれ らの行政 指導に共

準を いう。以 下同じ。 ）

）

ロ
ハ
ニ
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命令等制定 機関は、命 令等を定 めようと する場合 には、当該 命令等の案 （命令等 で定めよ うとする 内容を示す ものをいう 。以下同 じ。

（意見公 募手続）
）及びこ れに関連 する資料を あらかじ め公示し 、意見（情 報を含む 。以下同じ 。）の提 出先及び 意見の提出 のための 期間（以下 「意見提 出期間」

第三 十九条

（略 ）

とい う。）を 定めて広 く一般の意 見を求めな ければな らない。

（ 略）

法律 の規定に より、内 閣府設置法 第四十九 条第一項若 しくは第 二項若し くは国家行 政組織法 第三条第二 項に規定 する委員 会又は内閣 府設置法
第三 十七条若し くは第五 十四条若 しくは国 家行政組織 法第八条に 規定する 機関（以 下「委員 会等」とい う。）の議 を経て定 めること とされて い
る命令等 であって、 相反する利 害を有す る者の間 の利害の 調整を目的 として、法 律又は政 令の規定 により、 これらの者 及び公益を それぞれ 代表
（ 略）

する委 員をもっ て組織さ れる委員会 等におい て審議を行 うことと されている ものとし て政令で 定める命令 等を定め ようとする とき。

行政手続 法施行令（ 平成六年政 令第二百 六十五号 ）（抄）

五 ～八

四

一 ～三

次 の各号のい ずれかに該 当すると きは、第 一項の規 定は、適用 しない。

２・３
４

○
（意 見公募手 続を実施 することを 要しない命 令等）
（略）

法第 三十九条 第四項第 四号の政 令で定め る命令等は、 次に掲げ る命令等 とする。
労働者 災害補償保 険法（昭和 二十二年 法律第五 十号）第 七条第二項 第二号及び 第三号並 びに第三 項、第八 条第二項、 第八条の二 第一項第 二号

（同号の 厚生労働 省令に係 る部分に限 る。）、第 二項各号 （同法第 八条の三 第二項にお いて準用す る場合を 含む。） 及び第三 項（同法第 八条の
二第 四項（同法 第八条の 三第二項 において 準用する場 合を含む。 ）及び第 八条の三 第二項に おいて準用 する場合を 含む。） 、第八条 の三第一 項
第二号（ 同号の厚生 労働省令に 係る部分 に限り、 同法第八 条の四にお いて準用す る場合を 含む。） 、第十二 条の二、第 十二条の七 、第十二 条の
八第三 項第二号 及び第四 項、第十三 条第三項 （同法第二 十二条第 二項にお いて準用す る場合を 含む。）、 第十四条 第二項（同 法第二十 二条の二
第 二項にお いて準用 する場合を 含む。）、 第十四条 の二（同 法第二十 二条の二第 二項におい て準用す る場合を 含む。） 、第十五条 第一項、第 十
五条の二 （同法第 二十二条 の三第三 項において 準用する場 合を含む 。）、第 十六条の 二第一項第 四号（同法 第二十二 条の四第 三項にお いて準用
す る場合を含 む。）、第 十七条（ 同法第二 十二条の 五第二項に おいて準用 する場合 を含む。 ）、第十 八条の二（ 同法第二十 三条第二 項におい て

準 用する場 合を含む 。）、第十 九条の二（ 同法第二 十四条第 二項にお いて準用す る場合を含 む。）、 第二十条 、第二十 二条第一項 、第二十五 条
、第二十 六条第一 項及び第 二項第一 号、第二十 七条、第二 十八条、 第二十九 条第二項 、第三十一 条第一項か ら第三項 まで、第 三十三条 第一号、
第 三号及び第 五号から第 七号まで 、第三十 四条第一 項第三号（ 同法第三十 六条第一 項第二号 において 準用する場 合を含む。 ）、第三 十五条第 一
項、第三 十七条、 第四十六条 、第四十七 条、第四 十九条第 一項、第 五十条、第 五十八条第 一項、第 五十九条 第二項及 び第三項（同 法第六十 二条
第三項 において 準用する 場合を含 む。）、第 六十条第二 項、第三 項（同法 第六十三 条第三項に おいて準用 する場合 を含む。 ）及び第四 項（同法
第六十三条 第三項に おいて準用 する場合 を含む。） 、第六十 一条第一 項、第六十 四条第二 項並びに別 表第一各 号（同法 第二十二条 の三第三 項、
（ 略）

第二十 二条の四第 三項及び 第二十三 条第二項 において準 用する場合 を含む。 ）の命令 等
雇用 保険法（ 昭和四十 九年法律第 百十六号 ）第十条の 四第一項 、第十三 条第一項及 び第三項 、第十八条 第三項、 第二十条 第一項（同 項の厚生
労働 省令で定め る理由に 係る部分 に限る。 ）及び第二 項（同項の 厚生労働 省令で定 める理由 に係る部分 に限る。） 、第二十 二条第二 項、第二 十
四条の二 第一項（同 項第二号の 厚生労働 大臣が指 定する地 域に係る部 分を除く。 ）、第二 十五条第 一項（同 項の政令で 定める基準 に係る部 分に
限る。 ）及び第 三項、第 二十六条第 二項、第 二十七条第 一項（同 項の政令で 定める基 準に係る 部分に限る 。）及び 第二項、第 二十九条 第二項、
第 三十二条 第三項（ 同法第三十 七条の四第 六項及び 第四十条 第四項に おいて準用 する場合を 含む。） 、第三十 三条第二 項（同法第 三十七条の 四
第六項及 び第四十 条第四項 において 準用する場 合を含む。 ）、第三 十七条の 三第一項 、第三十八 条第一項第 二号、第 三十九条 第一項、 第五十二
条 第二項（同 法第五十五 条第四項 において 準用する 場合を含む 。）、第五 十六条の 三第一項 （同項の 厚生労働省 令で定める 基準に係 る部分及 び
同項第二 号の就職 が困難な者 として厚生 労働省令 で定める ものに係 る部分に限 る。）、第 六十一条 の四第一 項（同項 の厚生労働 省令で定め る理
由に係 る部分に 限る。） 並びに第 六十一条の 七第一項（ 同項の厚 生労働省 令で定め る理由に係 る部分に限 る。）の 命令等並 びに同法 の施行に関

（略）

（略 ）

する重要事 項に係る 命令等

一・二

（略）

十一 ～十四

十

五 ～九

四

一～ 三

第四条

２
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