資料２

特別加入制度の対象範囲の拡大に向けた検討事項

○

特別加入対象業種の追加に向けて整理しておくべき事項
○ 業種全体の就業者数
○ 業務の範囲
○ 災害の状況
○ 同種もしくは類似の既存の業種（特別加入区分を含む）
○ 特別加入団体の担い手の有無
○
・
・
・

特別加入団体の承認要件（適格性）
一人親方等又は特定作業従事者の数（相当数を構成員とすること）
団体の組織運営方法等が整備されていること
労災保険事務の処理が可能であること
－ 事業内容の観点
－ 事務体制・財務内容等の観点
・ 団体の主たる事務所の所在地

【参考】特別加入団体の承認要件について
（参考）特別加入団体の要件（昭和40年11月１日付け基発第1454号労働基準局長通達）
① 一人親方等又は特定作業従事者の相当数を構成員とする単一団体であること。
② 当該団体は、法人であると否とを問わないが、構成員の範囲、構成員たる地位の得喪の手続など
が明確であることその他団体の組織、運営方法などが整備されていること。
③ 当該団体の事業内容が労災保険事務の処理を可能とするものであること。
④ 当該団体の事務体制、財務内容等からみて、労災保険事務を確実に処理する能力があると認め
られること。
⑤ 当該団体の地区が、その主たる事務所の所在地を中心として別表（下記）に定める区域に相当す
る区域をこえないものであること
主たる事務所の所
在地の都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県

主たる事務所の所在地の都道府県以外で特別加入団体が事務処理を行うことが出
来る区域の一覧
青森県
北海道 岩手県 秋田県
青森県 宮城県 秋田県
岩手県 秋田県 山形県 福島県
青森県 岩手県 宮城県 山形県
宮城県 秋田県 福島県 新潟県
宮城県 山形県 茨城県 栃木県 群馬県 新潟県
福島県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
福島県 茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
福島県 茨城県 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 長野県
茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 静岡県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 神奈川県 静岡県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県 静岡県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 山梨県 静岡県
山形県 福島県 群馬県 東京都 富山県 長野県
新潟県 石川県 長野県 岐阜県
富山県 福井県 岐阜県
石川県 岐阜県 滋賀県 京都府
埼玉県 東京都 神奈川県 長野県 静岡県
群馬県 埼玉県 新潟県 富山県 山梨県 岐阜県 静岡県 愛知県
富山県 石川県 福井県 長野県 愛知県 三重県 滋賀県
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 愛知県
長野県 岐阜県 静岡県 三重県

主たる事務所の所
在地の都道府県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

主たる事務所の所在地の都道府県以外で特別加入団体が事務処理を行うことが出
来る区域の一覧
岐阜県 愛知県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
福井県 岐阜県 三重県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県
福井県 三重県 滋賀県 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 岡山県
三重県 滋賀県 京都府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 岡山県 徳島県 香川県
三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県 鳥取県 岡山県 徳島県 香川県
三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県
三重県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 徳島県
京都府 兵庫県 島根県 岡山県 広島県
鳥取県 岡山県 広島県 山口県
京都府 大阪府 兵庫県 鳥取県 島根県 広島県 香川県 愛媛県
鳥取県 島根県 岡山県 山口県 香川県 愛媛県
島根県 広島県 愛媛県 福岡県 大分県
大阪府 兵庫県 和歌山県 香川県 愛媛県 高知県
大阪府 兵庫県 岡山県 広島県 徳島県 愛媛県 高知県
岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 高知県 大分県
徳島県 香川県 愛媛県
山口県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
福岡県 長崎県 熊本県 大分県
福岡県 佐賀県 熊本県
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 宮崎県 鹿児島県
山口県 愛媛県 福岡県 佐賀県 熊本県 宮崎県
熊本県 大分県 鹿児島県
熊本県 宮崎県
-

