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※本章に掲載されている法令は、原則として 2014 年４月１日時点で
施行されている内容によっていますが、一部に同日後に施行される
内容を含みます（該当箇所にはその旨を表記）。

労働法規

憲法1

労働基準関連法規2

労働保険関連法規3

労働市場関連法規4

社会保険関連法規6

その他の労働関連法規5
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１　主旨・目的
　憲法は国の最高法規です。憲法を頂点として、以下、国会が制定した「法律」、法

律で定められた事項を実施するために内閣が定める「政令」、各大臣が定める「省令」

等によって国法秩序が構成されています。

　現行憲法は形式的には明治憲法の改正という手続きをとってはいますが、内容的に

は明治憲法とはまったく異なるものであり、特に３つの基本原則（国民主権主義・平

和主義・基本的人権尊重主義）にそれを見てとることができます。

２　概要
　ここではキャリアカウンセラーとの関連から、前記３つの基本原則のうち、特に基

本的人権尊重主義（❸に記載）を重点的に記載します。

❶ 国民主権主義

　国の政治のあり方を最終的に決めるのは国民である、という原則。明治憲法か

ら現行憲法への流れとしては、「天皇主権→国民主権」としてとらえることがで

きます。また、国会に国権の最高機関としての地位を認め、「天皇中心の政治→

国会中心の政治」という形への移行を図ったこと等が挙げられます。

❷ 平和主義

　徹底しています。憲法９条はよく「戦争放棄の規定」といわれますが、特にそ

の第２項で、戦力の保持の禁止・交戦権の否定にまで踏み込んでいることは他国

の憲法に類例を見ることができず、特筆に値します。

❸ 基本的人権尊重主義

ａ．総論

　現行憲法は、その第３章において詳細な人権保障の規定を置いています。具体

的には、（ア）すべて国民は、個人として尊重され、生命、自由および幸福追求

憲法1
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に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政

の上で、最大の尊重を必要とする（13条）、と規定し、（イ）家族生活における

個人の尊厳と両性の平等（24条）を規定しています。また、（ウ）現行憲法は、

自由権はもちろん、社会権規定を置くことによって、資本主義社会のもたらす弊

害の克服を図っています。

ｂ．自由権（特に「職業選択の自由」）

　個人が自由な活動をするにあたり、国家によって干渉・妨害されない権利を、

自由権といいます。いわば「国から放っておいてもらう」権利であり、基本的人

権の中でも古典的な権利です。思想および良心の自由・信教の自由・表現の自由

等（精神的自由権）、奴隷的拘束および苦役からの自由・法律によらないで刑罰

を受けない自由等（身体的自由権）、居住移転の自由・職業選択の自由・財産権

の不可侵等（経済的自由権）の３つに大別されます。キャリアカウンセラーに関

連する「職業選択の自由」は、経済的自由権に類別され、その意味は、「自己の

希望により、いかなる職業に就くことも自由」であり、その職業を行っていくこ

と（「営業の自由」といいます）もこれに含みます。職業選択（営業）の自由の

保障は、資本主義経済発展の重要な要素ではありましたが、今日では、その結果

生じた弊害を是正するため、いくつかの規制を受けています（例えば、（ア）公

衆衛生の維持を目的とした食品衛生法に基づく食品販売業に対する検査、（イ）

医師・弁護士・社会保険労務士・税理士等に見られる資格制限）。

「自　由　権」

職業選択の自由

自由権とは

◦精神的自由権

◦身体的自由権

◦経済的自由権
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ｃ．社会権

　古典的な自由権（国からの自由）に対し、貧富の格差など、資本主義のもたら

した弊害の克服を目指して規定された基本的人権です。すべて国民は、健康で文

化的な最低限度の生活を営む権利を有する（25条）、との規定を基礎にし、勤労

の権利（27条）、勤労者の団結権（28条）などから構成されています。社会権は、

国家の介入によって社会的弱者を保護し、すべての人が人間らしく生活できるよ

うに保障するものであると同時に、労働者の団結権を認めて、使用者と対等の立

場に立たせるための権利でもあるといえます。

● 理解度チェック ●

　以下はこの項で学んだ内容です。それぞれの理解度を確認してください。内容を忘

れている個所や、正確に理解していない個所については、テキストで再度、確認して

ください。

□１.	 憲法の主旨と目的を説明しなさい。

□２.	 憲法の３つの原則を挙げ、内容を説明しなさい。

□３.	 基本的人権尊重主義について、総論、自由権、社会権に分けて説明しなさい。
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❶ 労働基準法
１　主旨・目的
　労働基準法は、労働条件に関する基準は法律で定める、という憲法の考え方を具体

化するものとして、昭和22年に制定されました。賃金、労働時間などの労働条件をめ

ぐる契約の締結は、基本的には契約自由の原則にのっとり、労働者と使用者との間の

自由な意思にゆだねられることになりますが、現実には、雇ってもらわなければ生き

ていくことができない労働者のほうが、どうしても弱い立場に立たざるを得なくなり

ます。したがって、労働契約の締結を労使の自由意思に任せておくと、労働者の立場

はますます弱まり、人間らしい最低限の生活すらおびやかされかねません。そこで労

働契約の締結に国が介入することにより、「これ以上低い労働条件で働かせてはいけな

い」という最低基準を法定することで、労働条件の劣悪化を防止することにしました。

　労働基準法は、戦前に施行されていた鉱業法・工場法のように特定の労働者を対象

とするのではなく、原則としてすべての労働者を対象とし、また、封建的労働慣行か

らの決別と、８時間労働制・週休制・年次有給休暇等、国際水準の実現を目指した労

働者保護法となっています。

２　概要
❶ 法文全体の構成

　労働基準法は、第１章総則以下、労働契約、賃金、労働時間・休憩・休日および

年次有給休暇、安全および衛生、年少者、妊産婦等、技能者の養成、災害補償、就

業規則、寄宿舎、監督機関、雑則、罰則までの各章と附則から成り立っています。

❷ 基本原則

　制定以来何度も改正が行われていますが、基本原則は、労働憲章と呼ばれる第１

～７条（以下の７つ）に集約されます。

労働基準関連法規2
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ａ．労働条件は、労働者が人間らしい生活をするための必要を充たすべきもので
なければならない。

ｂ．労使は対等でなければならない。

ｃ．労働者の差別待遇を禁止した均等待遇の原則。

ｄ．女性労働者に対する最も典型的な差別といえる賃金差別の禁止。

ｅ．暴行、脅迫等の不当な手段によって労働を強制することの禁止。

ｆ．労働者の就業に第三者が介入し、賃金の「中間搾取」をすることの禁止。

ｇ．労働者が労働時間中に、選挙権などの公民権を行使し、または公の職務を行
うことの保障。

❸ 法を守らせるための諸制度

　労働基準法で労働条件の最低基準を法定しても、守られなければ意味がありませ

ん。そのために、次のことなどが制度化されています。

ａ．労働基準法の基準より低い労働条件を定める労働契約の部分を無効とし、こ
の部分は労働基準法の定める基準によって置き換えられる（強行的補充的効
力）という原則

ｂ．罰則の設定

ｃ．違反防止のための労働基準監督機関の設置　など

３　	 最近の法改正
❶ 「時間外労働の限度に関する基準」の見直し

　「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は、限度時間▼を超

限度時間：１カ月 45 時間、１年間 360 時間など。▼ 補足
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える時間外労働に対する法定割増賃金率（25％）を引き上げるよう努めること等

とされました。

❷ 法定割増賃金率の引き上げ

ａ．月 60 時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は 50％以上の率で計算

した割増賃金を支払わなければなりません▼。

ｂ．月 60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引

き上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休暇（代替休暇）を付与すること

ができます▼。

❸ 時間単位年休制度の創設

　労使協定により、１年に５日分を限度として年次有給休暇を時間単位で取得する

ことが可能になりました。

❷ 労働安全衛生法
１　主旨・目的
　この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、

責任体制の明確化および自主的活動の促進の措置を講ずるなどその防止に関する総合

的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保すると

ともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。

一定の中小企業は、当分の間適用が猶予される。▼ 補足
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２　概要
❶ 安全衛生管理体制

図表19 一般組織における安全衛生管理体制

（a）一般組織における安全衛生管理体制

①総括安全衛生管理者
（その事業場のトップ）
安全衛生に関する意思
決定の一本化

⑥産業医
（医師のうち
から選任）

④安全衛
生推進者

⑤衛生推
進者

②安全
管理者

③衛生
管理者

⑦作業主任者

安全委員会
＋

衛生委員会
　

（安全衛生委員会）

安全・衛生に関する技
術的事項を管理

②、③ともに選任し
なくてよい事業場に
おいて、安全衛生の
業務を担当

労働者の健康管
理等にあたる

特に危険有害な
作業についての
監督者

労働者等の意見を聴
いて安全衛生管理を
進めようとする制度

指揮

＝

図表20 特定事業（建設業および造船業）の下請混在作業に係る安全衛生管理体制

（b）特定事業（建設業および造船業）の下請混在作業に係る安全衛生管理体制

①統括安全衛生責任者
（元請の現場最高責任者）

②元方安全衛生管理者

安全・衛生に関する技
術的事項を管理

指揮

④安全衛生責任者③店社安全衛生管理者

統括安全衛生管理体制の
義務づけられていない
中、小規模の建設現場を
管理・施工している本・
支店・営業所（店社）ご
とに置かれる

統括安全衛生責任者との
間の連絡調整事務等を行
うため、関係請負人が選
任する
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❷ 機械等および有害物に関する規制

ａ．ボイラー、ゴンドラなどの特に危険な作業を必要とする機械など（「特定機械等」

といいます）は、安全性能を確保するため、製造の許可、検査が必要です。

ｂ．プレス機械、防じんマスク等、特定機械等以外ではありますが危険または有害

な作業を必要とするものには、譲渡などの制限があります。

ｃ．黄りんマッチ、ベンジンなどの有害物は製造禁止物質とされ、ジクロルベンジ

ンなどの有害物は厚生労働大臣による製造の許可が必要です。

❸ 安全衛生教育

　労働者を雇い入れたとき、作業内容を変更したとき、一定の危険有害業務に就か

せたときに行わなければなりません。

❹ 健康診断

　事業者は常時使用する所定の要件を満たす労働者に対し、雇い入れるとき、定期・

特定の危険有害業務に従事しているとき、海外派遣前および帰国後労働に従事する

とき、給食業務に従事するとき等の各段階で健康診断を実施する義務があります。

❺ 安全管理者の資格要件の見直し

　安全管理者は、厚生労働大臣が定める研修（危険性・有害性等の調査に関する事

項を含み計９時間）を受けた者の中から選任する義務があります。

❻ 面接指導等の実施

　法定時間外労働が長時間に及ぶと、脳梗塞や心筋梗塞など過労の症状が発生しや

すくなることにかんがみ、事業者は、月 100 時間を超える法定時間外労働をした

労働者から申出があった場合は、医師による面接指導を行わなければならないほか、

面接指導の結果に基づき医師の意見を聴かなければならず、必要に応じて、勤務場

所の変更・作業の転換・深夜業の回数の減少などの措置を講じなければなりません。

　これらの措置は、平成 20年３月までは常時 50人未満の労働者を使用する事業

場の事業者については適用が除外されていましたが、同年４月以降はすべての事業

者に義務として課されています。
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❸ 最低賃金法
１　主旨・目的
　賃金額については、当事者間の交渉によって決めるのが原則ですが、すべてを当事

者間にゆだねてしまうと、非常に低い賃金により労働者の生活が不安定となるほか、

不当な低賃金の企業が市場で優位を占めるなどの不公正競争が行われることがありま

す。「最低賃金法」では、賃金の低い労働者について、賃金の最低額を保障すること

により、労働条件の改善を図り、労働者の生活の安定、労働力の質的向上および事業

の公正な競争を確保するとともに、経済の健全な発展に貢献することを目的としてい

ます。

２　概要
❶ 最低賃金額

　最低賃金額は、時間によって定められます。

❷ 最低賃金の効力

　使用者は、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならず、これに達しない労働

契約は、その部分については無効とし、最低賃金と同様の定めをしたものとみなさ

れます。

❸ 最低賃金の減額の特例

　使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、

当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事

情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により「❷最低

賃金の効力」の規定を適用します。



145

労
働
法
規

Ⅳ
ａ．精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者

ｂ．試の使用期間中の者

ｃ．職業能力開発促進法の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基
礎的な技能およびこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受
ける一定の者

ｄ．軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

❹ 周知義務

　最低賃金の適用を受ける使用者は、その最低賃金の概要を常時作業場の見やすい

場所に掲示し、またはその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなけ

ればなりません。

❺ 地域別最低賃金の原則

ａ．賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金

（一定の地域ごとの最低賃金をいいます）は、あまねく全国各地域について決

定されなければなりません。

ｂ．地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費および賃金ならびに通常の事

業の賃金支払能力を考慮して定められなければなりません。

❻ 地域別最低賃金の決定

　厚生労働大臣または都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議

会または地方最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃

金の決定をしなければなりません。

❼ 派遣中の労働者の地域別最低賃金

　労働者派遣法に規定する派遣中の労働者については、その派遣先の事業または産

業に適用される最低賃金が適用されます。
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❹ 労働契約法
１　主旨・目的
　就業形態が多様化し、労働条件が個別に決定・変更されるようになり、個別労働紛

争が増加しています。この紛争の解決手段としては、裁判のほか、平成 13年から個

別労働紛争解決制度が実施されるなど、手続き面での整備は進んできました。しかし、

このような紛争を防止するための労働契約についての民事的なルールは、労働基準法

に一部分があっただけで、体系的なものはありませんでした。そこで、労働契約をめ

ぐるトラブルを防止するための基本的なルールをまとめた法律として、本法が制定さ

れました（平成 20年３月１日施行）。

　この法律は、労働者および使用者の自主的な交渉のもとで、合理的な労働条件の決

定または変更が円滑に行われることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働

関係の安定に資することを目的としています。

　平成24年８月には、労働契約法の一部を改正する法律が公布され、有期労働契約（１

年契約、６カ月契約など期間の定めのある労働契約）について、無期労働契約への転

換、雇止め法理の法定化、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止、の

3つのルールが制定されています。

２　	 概要
❶ 労働契約の原則

ａ．労働契約は、労働者および使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、

または変更すべきものとします。

ｂ．労働契約は、労働者および使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ

締結し、または変更すべきものとします。

ｃ．労働契約は、労働者および使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、

または変更すべきものとします。

ｄ．労働者および使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権

利を行使し、および義務を履行しなければなりません。
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ｅ．労働者および使用者は、労働契約に基づく権利の行使にあたっては、それを濫

用することがあってはなりません。

❷ 労働者の安全への配慮

　使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働

することができるよう、必要な配慮をするものとします。

❸ 労働契約と就業規則

　労働者および使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働

条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内

容は、その就業規則で定める労働条件によるものとします。

❹ 就業規則による労働契約の内容の変更

ａ．使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働

者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできません。た

だし、ｂの場合は、この限りではありません。

ｂ．使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就

業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益

の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組

合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なも

のであるときは、原則として、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後

の就業規則に定めるところによるものとします。

❺ 解雇

　解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場

合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。

❻ 期間の定めのある労働契約（有期労働契約）

ａ．有期労働契約が繰り返し更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込み

により、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換できます。

ｂ．最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されま
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した。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになります。

ｃ．有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合

　　理な労働条件の相違を設けることを禁止します。

❺ 男女雇用機会均等法
１　主旨・目的
　労働基準法では、女性であることを理由に、賃金について男性と差別することを禁

止していますが、労働条件についての差別的取扱いの禁止の規定には、性別が含まれ

ていません。そこで、法のもとの平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、雇用

の分野における男女の均等な機会および待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就

業に関して妊娠中および出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的と

して「男女雇用機会均等法」が制定されました。

２　概要
❶ 性別を理由とする差別の禁止等

　事業主は、労働者の募集および採用について、その性別にかかわりなく均等な機

会を与えなければなりません。また、事業主は次の事項について、労働者の性別を

理由として、差別的取扱いをしてはなりません。

ａ．労働者の配置（同じ役職や部門への配置であっても、権限や業務配分に差が
ある場合は異なった配置となります）、昇進、降格および教育訓練

ｂ．住宅資金の貸付けその他これに準ずる一定の福利厚生の措置

ｃ．労働者の職種およびパートタイマーへの変更などの雇用形態の変更

ｄ．退職勧奨、定年および解雇ならびに労働契約の更新

ｅ．結婚していることを理由にした職種の変更や定年の定めについての取り扱い
（平成 27 年 7 月改正指針により追加）
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❷ 間接差別禁止規定

　外見上は性中立的に見える要件でも、厚生労働省令で定める一定の要件※１につ

いては、業務遂行上の必要などの合理性がない場合には間接差別※２として禁止さ

れています。

※１：厚生労働省令で定める一定の要件とは、以下のａ～ｃである。

ａ．募集・採用にあたり、一定の身長、体重または体力を要件とすること。

ｂ．コース別雇用管理制度における総合職の募集、採用にあたり、全国転勤を要件とすること。

ｃ．昇進にあたり、転勤経験を要件とすること。

※２：間接差別とは、

ａ．外見上は性中立的な要件だが、

ｂ．一方の性に相当程度の不利益を与え、

ｃ．その要件に業務遂行上の必要など合理性がないもの、を指す。

❸ 女性労働者に係る特例措置

　上記❶❷において「女性のみ」「女性優遇」の措置は、原則として男女労働者間

の差別として禁止されていますが、男女の均等な機会および待遇を確保するために、

男性労働者との間に事実上生じている格差を解消することを目的とした場合には違

法とはなりません（例えば、女性労働者がいない、または少ない職種への女性労働

者の配置のために、女性労働者のみを対象として必要な教育訓練を実施すること、

などがこれに該当します）。

❹ 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

ａ．妊娠・出産・産前産後休業の取得、その他の事由であって厚生労働省令で定め

るものを理由とする解雇その他不利益取扱い※も禁止されています。

※：具体的な内容は次のとおり。

厚生労働省令の内容：労働基準法の母性保護措置や男女雇用機会均等法の母性健康管理

措置を受けたことなど。

不利益取扱い：退職勧奨、雇止め、パートタイマーへの変更など。

ｂ．妊娠中や産後１年以内に解雇された場合、事業主が妊娠・出産・産前産後休業

の取得など一定の理由による解雇でないことを証明しない限り、解雇は無効に
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なります。

❺ 紛争の解決の援助

　紛争が生じた場合の救済措置として、ａ．企業内の苦情処理機関による自主的な

解決、ｂ．都道府県労働局長の助言、指導または勧告、ｃ．個別労働関係紛争の解

決の促進に関する法律に規定する紛争調整委員会による調停があります。

❻ セクシュアル・ハラスメント対策

　職場でのセクシュアル・ハラスメントの発生の原因や背景に、性別の役割分担意

識に基づく言動があるとして、こうした言動をなくしていくことが防止効果を高め

るのに重要であると明示（平成 27年 7月改正指針）し、セクシュアル・ハラスメ

ントの相談対応にあたっては、その発生の恐れがある場合や該当するかどうか微妙

な場合でも広く相談に応じることとしています。

　また、職場におけるセクシュアル・ハラスメントには、異性に対してだけではな

く、同性に対するものも含まれるものであることを明示し、事業主に対して雇用管

理上講ずべき措置について指針を定めています。

　こうした措置が講じられず、是正指導にも応じない場合、企業名公表の対象にな

るとともに、紛争が生じた場合、男女とも、紛争調整委員会に調停の申請をするこ

とができます。

　なお、この規定は派遣先の事業主にも適用されます。

「男女雇用機会均等法　ー性別を理由とする差別の禁止等ー」

性別にかかわりなく、均等に機会
を与えなくてはならない

性別を理由に、差別的な扱いを
してはならない



151

労
働
法
規

Ⅳ
❼ 母性健康管理措置

　事業主は妊産婦が保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保する

とともに、妊産婦が保健指導または健康診査に基づく指導事項を守ることができる

ようにするための措置（時差通勤・休憩回数の増加・勤務時間の短縮・休業等）を

講ずることが義務となります。

　こうした措置が講じられず、是正指導にも応じない場合、企業名公表の対象にな

るとともに、紛争が生じた場合、紛争調整委員会に調停の申請をすることができま

す。

❽ コース等別雇用管理についての指針の制定

　「コース別雇用管理」とは、雇用する労働者について、労働者の職種・資格等に

基づき複数のコースを設定し、コースごとに異なる配置・昇進、教育訓練等の雇用

管理を行うシステムです。コース等で区分した雇用管理をする場合には、均等法の

趣旨に沿った管理・運用を徹底し、コースの区分が実質的な男女別の雇用管理とな

らないようにするなど、留意すべき事項が定められています（平成 26年７月から

適用）。

❻ 育児・介護休業法
１　主旨・目的
　育児・介護休業法では、育児休業、介護休業、子の看護休暇および介護休暇に関す

る制度を設けるとともに、育児や家族の介護を行いやすくするため所定労働時間等に

関して事業主が行わなければならない措置を定める等、労働者の雇用の継続および育

児や家族の介護のために退職した労働者の再就職の促進を図ることとしています。

　育児や家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援することによ

り、労働者の福祉の増進を図り、併せて、経済および社会の発展に資することを目的

としています。
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２　概要
❶ 育児・介護休業の申出

　育児休業は、１歳（保育所に入所を希望しているが、入所できない場合など一定

の場合は、１歳６カ月）に満たない子を養育する労働者が、原則として１人の子に

つき１回、介護休業は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、原則とし

て１人の対象家族につき常時介護を必要とする状態に至るごとに１回、その事業主

に申し出ることにより取得することができます。日々雇用される者は除かれますが、

同一の事業主に引き続き雇用された期間が１年以上で、雇用の継続が見込まれる者

は、期間労働者であっても取得することができます。

　事業主は、育児休業や介護休業をすることができない者として労使協定で定めた

労働者を除き、申出を拒むことはできません。

❷ 育児・介護休業期間

　育児休業期間は、原則として出生の日から１歳（一定の場合、１歳６カ月）に達

する日までの間で、介護休業期間は、通算して 93日を限度として、労働者が申し

出た期間です。

❸ 父親も子育てができる働き方の実現

ａ．父母がともに育児休業を取得する場合、子が１歳２カ月に達するまでの間、父

母それぞれ１年間育児休業を取得できるようになります（「パパ・ママ育休プ

ラス制度」）。

ｂ．出産後８週間以内の父親の育児休業取得を促進するため、この期間に父親が育

児休業を取得した場合は、その後、特例として育児休業の再度の取得を認める

ことになりました。

ｃ．配偶者が専業主婦（夫）などであっても、労使協定で育児休業の対象者から除

外することができなくなりました。

❹ 子の看護休暇

　小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、１年度につき５日（子

が２人以上の場合は、10日）まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を
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取得できます。

❺ 仕事と介護の両立支援

　要介護状態にある対象家族の通院の際の付添いなどに対応するための休暇とし

て、対象家族が１人の場合は年５日まで、２人以上の場合は年 10日までの介護休

暇制度が創設されました。

❻ 不利益取扱いの禁止

　事業主は、労働者が育児休業、介護休業、子の看護休暇および介護休暇の申出を

したこと、またはこれらの休業、休暇をしたこと等を理由に、解雇その他不利益な

取り扱いをしてはいけません。

❼ 時間外労働・深夜業の制限

　小学校就学の始期に達するまでの子を養育または要介護状態にある対象家族を介

護する労働者が、その養育や介護のために請求した場合、一定の時間を超える時間

外労働や、原則として深夜労働をさせてはなりません。

❽ 再雇用特別措置

　妊娠、出産、育児または介護のために退職し、その退職の際に、就業が可能とな

ったときに再び雇用されることを希望する申出をした者について、事業主は、募集

または採用にあたって特別の配慮をするよう努めなければなりません。

❾ その他の改正

　上記以外にも、育児休業等について労使間で紛争が生じた場合の解決の枠組みや、

法違反の是正勧告に従わない場合の企業名の公表などの改正が行われています。
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● 理解度チェック ●

　以下はこの項で学んだ内容です。それぞれの理解度を確認してください。内容を忘

れている個所や、正確に理解していない個所については、テキストで再度、確認して

ください。

［労働基準法］

□１.	 労働基準法の主旨・目的を説明しなさい。

□２.	 労働基準法の基本原則を挙げなさい。

□３.	 労働基準法を守らせるための諸制度を挙げなさい。

□４.	 最近の法改正について説明しなさい（ヒント：時間外労働、年次有給休暇）。

［労働安全衛生法］

□１.	 労働安全衛生法の主旨・目的を説明しなさい。

□２.	 機械等および有害物に関する規制について説明しなさい。

□３.	 安全衛生教育について説明しなさい。

□４.	 健康診断について説明しなさい。

□５.	 面接指導について説明しなさい。

［最低賃金法］

□１.	 最低賃金法の目的について説明しなさい。

□２.	 最低賃金額は何によって定められているのか説明しなさい。

□３.	 最低賃金の効力について説明しなさい。

□４.	 最低賃金の減額の特例について、該当する労働者を挙げ、説明しなさい。

□５.	 地域別最低賃金について説明しなさい。

□６.	 地域別最低賃金の決定について説明しなさい。

□７.	 派遣中の労働者の地域別最低賃金について説明しなさい。

［労働契約法］

□１.	 労働契約法の主旨・目的について説明しなさい。

□２.	 労働契約の原則を挙げなさい。
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□３.	 労働契約と就業規則の関係について説明しなさい。

□４.	 就業規則による労働契約の内容の変更について説明しなさい。

□５.	 解雇について説明しなさい。

□６.	 期間の定めのある労働契約について説明しなさい。

［男女雇用機会均等法］

□１.	 男女雇用機会均等法の主旨・目的について説明しなさい。

□２.	 性別を理由とする差別が禁止されている事項を挙げなさい。

□３.	 間接差別とはどのようなものなのか説明しなさい。

□４.	 女性労働者に係る特例措置について説明しなさい。

□５.	 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止について説明しなさい。

□６.	 紛争が生じた場合の救済措置にはどのようなものがあるのか挙げなさい。

□７.	 セクシャル・ハラスメント対策について説明しなさい。

□８.	 母性健康管理措置について説明しなさい。

［育児・介護休業法］

□１.	 育児・介護休業法の目的について説明しなさい。

□２.	 育児・介護休業の申出について説明しなさい。

□３.	 育児・介護休業期間について説明しなさい。

□４.	 子の看護休暇について説明しなさい。

□５.	 不利益取扱いの禁止について説明しなさい。

□６.	 時間外労働・深夜業の制限について説明しなさい。

□７.	 再雇用特別措置について説明しなさい。

□８.	 父親も子育てができる働き方の実現、仕事と介護の両立支援に関して説明しな

さい。
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❶ 労働者災害補償保険法（労災保険法）
１　主旨・目的
　労災保険法は、昭和 22年に労働基準法と同時に施行されました。労働基準法の「使

用者の補償責任」をカバーする目的で一定の事業所を強制的に加入させ、保険料を徴

収することによって、政府の責任において被災労働者およびその遺族に必要な保護を

します。

　業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害または死亡などに対して

迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的としています。

２　概要
❶ 適用事業と適用労働者

　１人でも労働者を使用する事業は、原則的に労災保険の適用事業となります。

❷ 保険料

　全額事業主負担です。

❸ 保険給付（業務災害）

ａ．療養補償給付

　労働者が業務上負傷、疾病にかかって療養を必要とするときに支給されます。

原則は、医療の現物給付です。

ｂ．休業補償給付

　所得補償給付。業務上の負傷、疾病による療養のため労働することができず、

賃金を受けられない日の第４日めから給付基礎日額の 100 分の 60 を支給し

ます。

労働保険関連法規3
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ｃ．傷病補償年金

　業務上の負傷、疾病にかかった労働者が原則、療養の開始後１年６カ月経過

した日において治っておらず、障害の程度が傷病等級に該当すると支給されま

す。

ｄ．障害補償給付

　業務上の傷病が治ゆした場合で、身体に残った障害が障害等級に該当すると

きに支給されます。第１級から第７級までは年金で支給され、第８級から第

14級までは一時金となります。

ｅ．介護補償給付

　業務災害により要介護状態となった被災労働者に対し、介護の必要な度合い

に応じて、月を単位として支給されます。

ｆ．遺族補償給付

　業務上死亡した場合、遺族補償年金または遺族補償一時金が一定の遺族に支

給されます。

ｇ．葬祭料

　業務災害により労働者が死亡したとき、埋葬を行う者に対して、原則として、

31万 5,000 円＋給付基礎日額の 30日分を支給します。

❹ 保険給付（通勤災害）

　療養給付（業務災害の場合と異なり、原則として 200 円の一部負担金が必要で

す）・休業給付・傷病年金・障害給付・介護給付・遺族給付・葬祭給付があります。

❺ 保険給付（２次健康診断等給付）　

　過労死などの予防のための保険給付です。労働安全衛生法に定める健康診断（１

次健康診断）において一定の項目に異常の所見があると診断されたとき、２次健康

診断と、それに基づく医師等の指導（特定保健指導）を受けることができます。
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❻ 特別支給金

図表21 保険給付と特別支給金の相関

一般的にみて十分とはいえない保険給付を補充すること（※ 1）と、在職中に支払われていたボーナス分を
賄うこと（※ 2）を目的として、特別支給金制度が設定されている。

保険給付
特別支給金

一般の特別支給金※ 1 ボーナス特別支給金※ 2

休業（補償）給付 休業特別支給金

傷病（補償）年金 傷病特別支給金 傷病特別年金

障害（補償）年金
障害特別支給金

障害特別年金

障害（補償）一時金 障害特別一時金

遺族（補償）年金
遺族特別支給金

遺族特別年金

遺族（補償）一時金 遺族特別一時金

❼ 特別加入

　本来、労働者ではないので労災保険制度に加入できない中小事業主・家族従事者・

一人親方・海外派遣者などに対し、特別に加入を認める制度のことです。

３　最近の法改正
❶ うつ病など、精神障害の労災認定基準の見直し

　従来、精神障害の労災認定の審査には平均 8.6 カ月を要していました。しかし、

近年請求件数が大幅に増加していることもあり、審査の簡略化や期間の短縮を図る

ため、具体例を交えた新たな認定基準を設けるなどしています。



159

労
働
法
規

Ⅳ❷ 雇用保険法
１　主旨・目的
　失業は労働者にとって傷病、老齢などと同じように、その所得を喪失させる原因と

なります。また、単に個々の労働者の生活を破壊するだけでなく、大量の失業者の存

在は、社会不安を増大させることにもなります。このような見地から、国家的制度と

して昭和 22年に失業保険法が制定され、昭和 50年からはこれを改善、発展させた

雇用保険法が施行されています。

　雇用保険制度は、失業などが生じた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の

雇用の安定を図ることと合わせて、労働者の能力の開発および向上を図ること、その

他労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。

２　失業等給付
　失業等給付の概要をまとめると、図表 22のようになります。
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図表22 失業等給付の概要

基 本 手 当

技 能 習 得 手 当

寄 宿 手 当

一 般 被 保 険 者

傷 病 手 当

高年齢求職者給付金

特 例 一 時 金

日雇労働求職者給付金

移 転 費

広 域 求 職 活 動 費

教 育 訓 練 給 付 金

高年齢雇用継続基本給付金

高年齢再就職給付金

育 児 休 業 給 付 金

介 護 休 業 給 付 金

高年齢継続被保険者

短期雇用特例被保険者

日雇労働被保険者

高年齢雇用継続給付

育 児 休 業 給 付

介 護 休 業 給 付

受講手当（日額）
通所手当（月額）

就 業 促 進 手 当

就業手当
再就職手当
常用就職支度手当

就職促進給付

求 職 者 給 付

教育訓練給付

雇用継続給付

失

業

等

給

付

３　基本手当の概要
❶ 受給資格

　原則として、離職の日以前２年間に一般被保険者期間（賃金支払基礎日数が 11

日以上ある月）が通算して 12カ月以上あれば、受給資格を得ることになります。

ただし、倒産や解雇などやむを得ない理由により離職した場合は、離職の日以前１

年間に一般被保険者期間が６カ月以上あれば受給資格を得ることになります。

　就職したいという積極的な意思があって、いつでも就職できる能力（健康状態・



161

労
働
法
規

Ⅳ
家庭環境等）があるにもかかわらず、就職できない状態（失業）にある場合に、そ

の日について失業していることの確認（これを「失業の認定」といいます）を行い、

次の就職までの生活の安定と再就職の手伝いをするために支給されます。

❷ 受給期間

　原則として離職の日の翌日から１年間ですが、病気やけが、妊娠などで働くこと

ができない人は最長４年間まで延長されることがあります。

❸ 受給の手続き

　離職票を持って、本人の住所地を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申込

みをします。７日間は待期期間とされ、基本手当を受けることはできません。また、

正当な理由のない自己都合で退職した人は、最大３カ月間の給付制限があります。

失業の認定は最初に公共職業安定所に出頭した日から、４週間に１回の間隔で行い

ます。

❹ 所定給付日数

　基本手当を受けることができる日数のことをいいます。被保険者の離職理由、年

齢、被保険者であった期間、就職困難者であるか否か、などによって離職前の賃金

日額の原則として８割～５割に相当する額が、90日～ 360 日分支給されます。

４　最近の法改正
❶ 非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化

　	　雇用保険の適用基準である「６カ月以上の雇用見込み」を「31日以上の雇用見

込み」に緩和することになりました。

❷ 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

　	　事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったために未加入とされていた者の

うち、雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等で確認された者については、

これまでの限度である２年を超えて雇用保険の遡及適用が可能になりました（天引

きされた事実が確認できれば、遡及適用に限度はありません）。
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❸ 育児休業給付制度の改善

ａ．「パパ・ママ育休プラス制度（父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業

取得可能期間の延長）」の利用により育児休業を取得する場合には、一定要件

を満たすと、子が１歳２カ月に達する日の前日までの間に、最大１年まで育児

休業給付金が支給されることになりました。

ｂ．配偶者の出産後８週間以内の期間内に父親が育児休業を取得した場合、その後

育児休業の再取得が可能となり、１歳に満たない子を養育するために育児休業

を取得する一般被保険者であることなど一定要件を満たすと育児休業給付金の

支給対象になります。

ｃ．育児休業給付金（休業開始前賃金の 50％を支給）について、当分の間、原則

として１歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の休業開始後６カ月

につき、休業開始前の賃金に対する給付割合を 67％に引き上げます（平成 26

年４月施行）。

❹ 就業促進手当（再就職手当）の拡充（平成 26 年４月施行）

　	　現行の給付（早期再就職した場合に、基本手当の支給残日数の 50％～ 60％相当

額を一時金として支給）に加えて、早期再就職した雇用保険受給者が、離職前賃金

と比べて再就職後賃金が低下した場合には、６カ月間職場に定着することを条件に、

基本手当の支給残日数の 40％を上限として、低下した賃金の６カ月分を一時金と

して追加的に給付します。

❺ 平成 25 年度末までの暫定措置の延長（いずれも３年間の延長）

ａ． 解雇、雇止め等による離職者の所定給付日数を60日間延長する個別延長給付を、

要件厳格化の上で延長します。

ｂ．雇止め等の離職者（特定理由離職者）について、解雇等の者と同じ給付日数で

基本手当を支給する暫定措置を延長します。

● 理解度チェック ●

　以下はこの項で学んだ内容です。それぞれの理解度を確認してください。内容を忘

れている個所や、正確に理解していない個所については、テキストで再度、確認して
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ください。

［労働者災害補償保険法］

□１.	 労働者災害補償保険法の主旨・目的について説明しなさい。

□２.	 適用事業と適用労働者について述べなさい。

□３.	 保険料は誰が負担するのか述べなさい。

　４.	 以下の保険給付（業務災害）について以下の内容を説明しなさい。

　　　□療養補償給付

　　　□休業補償給付

　　　□傷病補償年金

　　　□障害補償給付

　　　□介護補償給付

　　　□遺族補償給付

　　　□葬祭料

□５.	 保険給付（通勤災害）にはどのようなものがあるのか挙げなさい。

□６.	 保険給付（２次健康診断等給付）について説明しなさい。

□７.	 特別加入とはどのような制度なのか説明しなさい。

□８.	 うつ病など、精神障害の労災認定基準の見直しについて説明しなさい。

［雇用保険法］

□１.	 雇用保険法の主旨・目的について説明しなさい。

□２.	 基本手当の受給資格について説明しなさい。

□３.	 基本手当の受給期間について説明しなさい。

□４.	 基本手当の受給の手続きについて説明しなさい。

□５.	 基本手当の所定給付日数について説明しなさい。

□６.	 最近の法改正について説明しなさい（ヒント：非正規労働者、遡及適用期間、

育児休業給付制度）。
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❶ 雇用対策法
１　主旨・目的
　雇用対策法は、わが国の雇用関連法の基本法となるものです。国が、少子高齢化に

よる人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、雇用に関する施策を総合的

に講じることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働力需給の質・量両面に

わたる均衡を促進することで労働者の能力の有効発揮を目指し、それを通じて、労働

者の職業の安定と経済的社会的地位の向上を図るとともに、経済および社会の発展な

らびに完全雇用の達成に貢献することを目的としています。

２　概要
❶ 国の施策

　国は前記の目的を達成するために、職業指導および職業紹介の事業を充実するな

ど、必要な施策を総合的に講じなければなりません。

❷ 募集・採用にあたっての事業主の責務

　事業主は、労働者の募集・採用について、原則としてその年齢にかかわりなく均

等な機会を与えなければならず、また、募集・採用しようとする際は、職務の遂行

に必要な適性、能力などをできる限り明示することとされました。

❸ 職業転換給付金の支給

　国および都道府県は、労働者がその能力に適合する職業に就くことを促進するた

めに、求職者その他の労働者または事業主に対して、職業転換給付金を支給するこ

とができます。

労働市場関連法規4
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❹ 再就職援助計画

　事業主は、同一の事業所において相当数の労働者が、離職を余儀なくされること

が見込まれる事業規模の縮小などを行おうとするときは、再就職援助計画を作成し、

公共職業安定所長の認定を受けなければなりません（再就職援助計画の認定の申請

をした事業主は、大量の雇用変動の届出をしたものとみなす）。

❺ 大量の雇用変動の届出

　事業主は、同一事業所において、１カ月以内の期間に、日々または期間雇用者等

一定の者を除き、自己都合または自己の責めに帰すべき理由によらずに離職する者

が 30人以上となった場合に、「大量離職届」をその変動がある日の少なくとも１

カ月前に、公共職業安定所長に届け出なければなりません（雇入れに係る大量の雇

用変動の届出は、規定されていない）。

❷ 職業安定法
１　主旨・目的
　雇用に関する法律は、雇用対策法が基本となり、ほかの法律が関連し合い具体的な

内容を規定しています。「職業安定法」は、労働者の募集、紹介、供給を規制する法

律です。この法律では、公共職業安定所などの職業安定機関が、関係機関の協力を得

て職業紹介事業を行うことや、それ以外の者が行う有料職業紹介事業・無料職業紹介

事業などの適正な運営を確保することにより、労働者各人にその能力に適合した職業

に就く機会を与え、職業の安定を図るとともに、経済および社会の発展に貢献するこ

とを目的としています。

２　概要
❶ 職業選択の自由・均等待遇

　誰でも、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができ、職業紹

介、職業指導などについて、人種、国籍などを理由として差別的取扱いを受けるこ
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とはありません。

❷ 職業紹介事業

　職業紹介を業として行う事業です。厚生労働大臣の許可を受けるまたは届出を行

うことで職業を紹介することができます。ただし、有料の職業紹介事業を行う場合

は、港湾運送業務、建設業務の職業を紹介することはできません。

❸ 労働条件等の明示

　求人者は求人の申込みに際して、公共職業安定所および職業紹介事業者（以下、「公

共職業安定所等」とする）に対し、労働者が従事する業務などの労働条件を明示し

なければならず、公共職業安定所等は、職業紹介に際し、求職者に対し同様の労働

条件の明示をしなければなりません。

❹ 個人情報の管理

　公共職業安定所等は、必要な範囲内で求職者などの個人情報の収集、保管を行い、

その適正な管理に必要な措置を講じなければなりません。

❺ 求人・求職の申込みの受理

　公共職業安定所等は、申込みの内容が法令に違反するときなどを除き、いかなる

求人・求職の申込みについても、すべて受理しなければなりません。

❻ 労働争議に対する不介入

　公共職業安定所等は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、ストライキ

またはロックアウトの行われている事業所に対し、求職者を紹介することはできま

せん。

❼職業安定機関以外の者の行う職業紹介

　前記の「１ 主旨・目的」に記載のとおり、職業安定機関以外の者が行う職業紹介は、

有料で行う場合と無料で行う場合とに分けられ、学校等の長が届け出た場合など一

定の場合以外、ともに厚生労働大臣の許可が必要です。
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❽ 手数料

　有料職業紹介事業者は、定められた手数料以外に、実費その他の手数料などを受

けてはなりません。また、原則として求職者から手数料を徴収してはいけませんが、

例外として「芸能家」「モデル」「科学技術者・経営管理者・熟練技能者（これらに

ついては、就職後の年収が 700 万円を超える者などに限ります）」の職業に紹介し

た求職者からは一定の手数料を徴収することができます。

❸ 労働者派遣法
１　主旨・目的
　職業安定法で原則として労働者供給は禁止されていますが、これとは別の形態とし

て労働者派遣事業を新たな労働力需給システムとして、一定の規制のもとに認めるこ

ととしたものです。よって、労働者派遣法では、職業安定法と関連し、労働力需給の

適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営を確保するとともに、派遣労働

者の保護などを図ることによって、派遣労働者の雇用の安定、その他福祉の増進に貢

献することを目的としています。

２　概要
❶ 労働者派遣の定義

　労働者派遣とは、派遣元事業主が雇用する労働者をその雇用関係のもとに、かつ、

他人（派遣先）の指揮命令を受けて、その他人のために労働させることです。労働

者派遣事業には、派遣労働者が常時雇用される労働者のみである「特定労働者派遣

事業」と、それ以外の「一般労働者派遣事業」とがあります。

❷ 労働者派遣事業

　労働者派遣を業として行う事業です。厚生労働大臣の許可を受けるまたは届出を

行うことで労働者派遣事業を行うことができます。ただし、港湾運送業務、建設業

務、警備業務、病院などにおける医療関係の業務（当該業務について紹介予定派遣
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をする場合等を除く）については、労働者派遣事業を行うことができません。

❸ 派遣元（派遣先）の講ずべき措置

　派遣労働者の雇用の安定やその適正な就業を確保するため、派遣元責任者の選任

や派遣元管理台帳の作成・保存など、派遣元事業主が講ずべき措置について規定さ

れ、派遣先についても、派遣労働者の適正な就業管理を行うため、派遣先責任者や

派遣先管理台帳の作成・保存など、派遣先事業主が講ずべき措置について規定され

ています。

❹ 個人情報の管理など

　派遣元事業主は、必要な範囲内でのみ派遣労働者の個人情報を収集、保管および

使用し、それを適正に管理するとともに、社会・労働保険の加入の有無を派遣先へ

通知しなければなりません。

❺ 男女雇用機会均等法についての特例

　派遣元・派遣先ともに男女雇用機会均等法によるセクシュアル・ハラスメント防

止に関する措置義務、妊娠中および出産後の健康管理に関する措置をしなければな

りません。

❻ 紹介予定派遣

　派遣終了後に職業紹介することを当初から予定して行う派遣（紹介予定派遣）を

することができます。

３　最近の法改正
❶	日雇派遣の原則禁止

　日雇派遣については、派遣元・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされてお

らず、労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が 30日以内の派

遣は原則禁止になりました。
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❷ グループ企業派遣の８割規制

　派遣会社と同一グループ内の事業主が派遣先の大半を占めるような場合は、派遣

会社が本来果たすべき労働力需給調整機能としての役割が果たされていないことか

ら、派遣会社がそのグループ企業に派遣する割合は、全体の８割以下に制限されて

います。

❸ 離職後 1 年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止

　本来直接雇用とすべき労働者を派遣労働者に置き換えることで、労働条件が切り

下げられることのないよう、派遣会社が離職後１年以内の人と労働契約を結び、元

の勤務先に派遣することはできなくなりました（元の勤務先が該当者を受け入れる

ことも禁止されます）。

❹ その他の改正

　上記以外にも、派遣料金の明示、待遇に関する事項の説明、派遣先の都合で契約

を解除するときに講ずべき措置などの改正が行われています。

❹ 高年齢者雇用安定法
１　主旨・目的
　この法律は、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入などによる高年齢者（55歳以

上の者を指します）の安定した雇用の確保の促進、高年齢者など（高年齢者および中

高年齢者－ 45歳以上の者－である求職者などを指します）の再就職の促進、定年退

職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保などの措置を講ずることによ

り、高年齢者などの職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済および社会の

発展に寄与することを目的としています。

２　概要
❶ 事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、60歳を下回ることが
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できません。

❷ 定年（65歳未満の者に限る）の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者

の 65歳▼までの安定した雇用を確保するため、ａ．定年の引き上げ、ｂ．継続雇

用制度の導入、ｃ．定年の定めの廃止、のいずれかの措置を講じなければなりま

せん。

❸ 事業主は高年齢者などが解雇（自己の責めに帰すべき理由によるものを除く）な

どで離職するときは、再就職の希望があれば援助するように努めなければなりま

せん。

❹ 事業主は１カ月以内の期間に５人以上の高年齢者などが❸にいう解雇などにより

離職するときは、１カ月前までに公共職業安定所長に届け出なければなりません。

❺ 事業主は毎年６月１日現在の定年・継続雇用制度の状況、その他高年齢者の雇用

に関する状況を翌月 15日までに、厚生労働大臣に報告しなければなりません。

雇用する高年齢者の 65 歳：この年齢は、公的年金の支給開始年齢の引き上げに連動して、段
階的に 65 歳まで引き上げられる。

▼ 補足

「定　年」

企業

１.定年の引き上げ

２. 継続雇用制度の導入

３. 定年の定めの廃止

のいずれかの措置を講じなければならない
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Ⅳ❺ 障害者雇用促進法
１　主旨・目的
　この法律は、①身体障害者または知的障害者の雇用義務などに基づく雇用の促進な

どのための措置、②職業リハビリテーションの措置、③その他障害者がその能力に適

合する職業に就くことなどを通じてその職業生活において自立することを促進するた

めの措置、を総合的に講ずることで、障害者の職業の安定を図ることを目的としてい

ます。

　また、精神障害者の社会参加の進展にかんがみ、精神障害者を雇用している場合は

障害者雇用率の算定や、障害者雇用調整金・障害者雇用納付金制度の適用にあたって

計算の基礎に含めていくことになっています。

２　概要
❶ すべての事業主は進んで身体障害者または知的障害者の雇入れに努めなければな

りません。

❷ 一般事業主は、原則として障害者雇用率が 2.0％以上（国・地方公共団体・特殊法

人については 2.3％以上）であるようにしなければなりません。

❸ 法定雇用率を達成している事業主（常時 100 人〈平成 27 年３月までは 200 人〉

以下の労働者を雇用する事業主を除きます。❹において同じ）に対し、その超え

る数１人につき月額２万 7,000 円の障害者雇用調整金が支給されます。

❹ 法定雇用率を達成していない事業主からは、その不足する数１人につき、原則と

して月額５万円（平成 22年７月から平成 27年６月までは、４万円）の障害者雇

用納付金が徴収されます。

❺ 常時 50人以上の労働者を雇用する事業主は、毎年６月１日現在の障害者の雇用に

関する状況を、翌月 15日までに、公共職業安定所長に報告しなければなりません。

❻ 事業主は、障害者である労働者を解雇する場合は、速やかに公共職業安定所長に

届け出なければなりません。
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● 理解度チェック ●

　以下はこの項で学んだ内容です。それぞれの理解度を確認してください。内容を忘

れている個所や、正確に理解していない個所については、テキストで再度、確認して

ください。

［雇用対策法］

□１.	 雇用対策法の主旨・目的について説明しなさい。

□２.	 募集・採用にあたっての事業主の責務について説明しなさい。

□３.	 再就職援助計画について説明しなさい。

□４.	 大量の雇用変動の届出が必要なのはどのようなときなのか説明しなさい。

［職業安定法］

□１.	 職業安定法の主旨・目的について説明しなさい。

□２.	 職業選択の自由・均等待遇について説明しなさい。

□３.	 職業紹介事業について説明しなさい。

□４.	 求人者の公共職業安定所等に対する労働条件等の明示について説明しなさい。

□５.	 公共職業安定所等の個人情報の管理、求人・求職の申込みの受理について説明

しなさい。

□６.	 労働争議に関しての立場について説明しなさい。

□７.	 職業安定機関以外の者の行う職業紹介について、どのようなものがあるか、ま

たどのような場合を除き、どこの許可が必要なのか説明しなさい。

□８.	 有料職業紹介事業者の手数料と例外について説明しなさい。

［労働者派遣法］

□１.	 労働者派遣法の主旨・目的について説明しなさい。

□２.	 労働者派遣の定義を説明しなさい。

□３.	 労働者派遣事業とはどのようなものか説明し、また行うことのできない業務を

挙げなさい。

□４.	 派遣元（派遣先）の講ずべき措置について説明しなさい。

□５.	 男女雇用機会均等法についての特例について説明しなさい。
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□６.	 紹介予定派遣について説明しなさい。

［高年齢者雇用安定法］

□１.	 高年齢者雇用安定法の主旨・目的について説明しなさい。

□２.	 高年齢者雇用安定法の概要について説明しなさい。

［障害者雇用促進法］

□１．障害者雇用促進法の主旨・目的について説明しなさい。

□２．障害者雇用促進法の概要について説明しなさい。
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❶ 地域雇用開発促進法
１　主旨・目的
　この法律は、①雇用開発促進地域、②自発雇用創造地域に居住する労働者に関し、

就職の促進その他の地域雇用開発のための措置を講じることにより、これらの者の職

業の安定に資することを目的としています。

　なお、①・②の地域は平成 19年の法改正により、雇用機会増大促進地域、能力開

発就職促進地域、求職活動援助地域および高度技能活用雇用安定地域の４つの地域類

型を再編したものです。

２　概要
❶	雇用開発促進地域（求職者の数の割合が相当程度に高く、雇用機会が不足してい

るため就職が困難な地域）に係る措置

ａ．事業主に対し次の助成金を支給
● 事業所の設備整備に伴う雇入れ助成
● 中核的人材の受入れ助成
● 能力開発助成

ｂ．自発雇用創造地域にも該当する地域に助成金の特例措置

❷ 自発雇用創造地域（求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しているため

就職が困難であるが、雇用創造に向けた意欲が高い地域）に係る措置

ａ．地域の協議会が提案する次の事業のうち、特に優れたものに対し委託費を支
給（最大３年間）

　　→雇用創出、能力開発、就職促進など

その他の労働関連法規5



175

労
働
法
規

Ⅳ
ｂ．地域の雇用再生プログラムへの位置づけなど関係省令の施策との連携を図る

❷ 中小企業労働力確保法
１　主旨・目的
　「中小企業における労働力の確保および良好な雇用の機会の創出のための雇用管理

の改善の促進に関する法律（中小企業労働力確保法）」は、中小企業における労働力

の確保および良好な雇用の機会の創出のため中小企業者が行う雇用管理の改善に係る

措置を促進することにより、中小企業の振興およびその労働者の職業の安定その他福

祉の増進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

２　概要
　労働環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善、その他の雇用管理の改善に関

する事業についての計画を作成し、都道府県知事に提出し、認定を受けます。認定を

受けた事業協同組合等または中小企業者は、助成金などの措置を通じて支援を受ける

ことができます。

❸ 職業能力開発促進法
１　主旨・目的
　この法律は、①職業訓練および職業能力検定の内容の充実強化などの施策、ならび

に、②労働者が自ら職業に関する教育訓練または職業能力検定を受ける機会を確保す

るための施策、を講ずることにより、職業に必要な労働者の能力の開発・向上を促進

し、これにより職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに経済および社会の発

展に寄与することを目的としています。
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２　概要
❶ 事業主の行う職業能力開発促進の措置

　事業主は、その雇用する労働者が多様な職業訓練を受けることなどにより職業能

力の開発および向上を図ることができるように、その機会の確保について、有給教

育訓練休暇・長期教育訓練休暇・再就職準備休暇の付与などの措置を通じて配慮す

るものとされています。

❷ 国および都道府県の行う職業訓練など

　国および都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に必要な技能およびこれに関す

る知識を習得することができるように、職業能力開発校・職業能力開発短期大学校

などの施設（公共職業能力開発施設といいます）を設置して、職業訓練を行うもの

としています。

❸ 技能検定制度

　技能検定制度は、厚生労働大臣が一定の職種（検定職種）ごとに、一定の等級に

区分して行うことを原則にしています。技能検定は、実技試験および学科試験によ

って行われ、合格者は技能士と称することができます。
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Ⅳ● 理解度チェック ●

　以下はこの項で学んだ内容です。それぞれの理解度を確認してください。内容を忘

れている個所や、正確に理解していない個所については、テキストで再度、確認して

ください。

［地域雇用開発促進法］

□１．地域雇用開発促進法の主旨・目的について説明しなさい。

□２．雇用開発促進地域に係る措置について説明しなさい。

□３．自発雇用創造地域に係る措置について説明しなさい。

［中小企業労働力確保法］

□１．中小企業労働力確保法の主旨・目的について説明しなさい。

□２．中小企業労働力確保法の概要について説明しなさい。

［職業能力開発促進法］

□１．職業能力開発促進法の主旨・目的について説明しなさい。

□２．職業能力開発促進法の概要について、事業主の行う職業能力開発促進の措置、

国および都道府県の行う職業訓練など、技能検定制度に関して説明しなさい。
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❶ 健康保険法
１　主旨・目的
　健康保険法は、大正 11年に制定され、昭和２年から施行されました。日本の社会

保険制度の中で最も古い歴史を持つ法律です。

　一定の事業所に使用される労働者を被保険者とし、労働者又はその被扶養者の業務

災害以外の疾病、負傷若しくは死亡および出産、またその被扶養者の疾病などについ

て保険給付を行います。なお、業務上の保険給付については、昭和 22年の労働者災

害補償保険法の制定により、そちらから給付されています。

　また、健康保険組合（健保組合）の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行

う主体として、全国健康保険協会（「協会」）が政府により設立されました（平成 20

年 10 月。これにより、健康保険の保険者は「協会」および「健保組合」の２つとな

ります）。

２　概要
❶ 保険料

　被保険者と事業主は保険料額を折半で負担します。40 歳以上 65 歳未満の被保

険者の保険料には介護保険料額も含まれています。

❷ 標準報酬月額

　保険料や保険給付の額の基礎となるものです。被保険者が受ける報酬の月額によ

って、入社したときや著しく変動があったときに決定し、さらに毎年１回の見直し

もあります。等級は第１級（5万 8,000 円）から第 47 級（121 万円）までの 47

等級に区分されています。

社会保険関連法規6
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❸ 被保険者

　適用事業所（個人経営で常時５人以上の従業員を使用する法定 16業種に該当す

る事業所、国・地方公共団体または法人の事業所で常時従業員を使用するもの）に

使用される者。また退職しても一定の要件のもとに被保険者になることができる任

意継続被保険者の制度もあります。

❹ 保険給付

ａ．療養の給付

　被保険者が疾病にかかったときや負傷したとき、病院などへ被保険者証を提

示して、一部負担金（原則としてかかった医療費の３割）を支払うことで、療

養の給付を受けることができます。

ｂ．入院時食事療養費

　被保険者（特定長期入院被保険者を除く）が入院したとき、一定の負担（食

事療養標準負担額＝原則として１食当たり 260 円。１日では３食相当額を限

度とします）をすることで、食事の現物給付が支給されます。

ｃ．入院時生活療養費

　療養病床に入院している 65歳以上の被保険者（特定長期入院被保険者）に

ついて、その者の生活療養に要した費用（食費や光熱水費相当）について、入

院時生活療養費が支給されます。具体的には、一定の負担額（生活療養標準負

担額＝原則として、食費として１食 460 円。１日では３食相当額を限度、光

熱水費相当費として１日 320 円）を支払うことによって、適切な食住環境の

提供がなされます。

ｄ．保険外併用療養費

　被保険者が保険医療機関などで評価療養▼または選定療養▼を受けたときに、

原則として保険給付適用部分の 100 分の 70に相当する額が給付されます。

ｅ．療養費

　療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費の支

給が困難なとき、保険医療機関など以外の病院などで診療を受け、保険者がや

評価療養：保険給付の対象となるかどうかを検討する必要のある保険適用外の療養のこと。
例：高度な医療技術・承認前の治験中の薬。

▼ 補足

▼ 補足 選定療養：被保険者が特別に望む保険適用外の療養のこと。例：差額ベッド、予約診療。
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むを得ないと認めるときに、療養の給付などに代えて、後で現金給付として療

養費が支給されます。

ｆ．訪問看護療養費

　自宅において療養生活を送っている被保険者であって、末期ガン患者、難病

患者などについて訪問看護事業者の看護師などにより、療養上の世話などを受

けたときに、原則として要した費用の 100 分の 70 が給付（実際は３割の利

用料を払うことにより、現物給付）されます。

ｇ．移送費

　被保険者が療養の給付を受けるため病院などへ移送された場合で保険者が必

要であると認めるときに、移送に要した費用が給付されます。

ｈ．傷病手当金

　被保険者が業務外の疾病・負傷のため労務不能となったとき、４日めより、

１日につき標準報酬日額の３分の２相当額が支給されます。支給期間は、支給

を始めた日から１年６カ月が限度です。

ｉ．出産育児一時金

　被保険者が出産したとき、１児につき 39万円（産科医療補償制度に加入し

ている医療機関等で出産した場合、42万円）が支給されます。

ｊ．出産手当金

　被保険者が出産したとき、原則出産の日以前 42日から出産の日後 56日ま

での間において働かなかった期間、１日につき標準報酬日額の３分の２相当額

を支給します。

ｋ．埋葬料・埋葬に要した費用

　被保険者が死亡したとき、生計維持されていた者で埋葬を行うべき者に、埋

葬料として５万円を支給します。また、埋葬料を受けられる者がいないときに、

実際に埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内で、実際に埋葬に要した

費用に相当する金額を支給します。

ｌ．家族給付

　被扶養者が療養を受けたときなどは、家族療養費、家族訪問看護療養費、家

族移送費、家族埋葬料、家族出産育児一時金が支給されます。

ｍ．高額療養費

　被保険者が支払った一部負担金の額が一定額を超える場合や、長期にわたっ
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て高額な医療費を要する場合に支給されます。

ｎ．高額介護合算療養費

　医療保険および介護保険の自己負担額の合計額が著しく高額になる場合に、

その負担を軽くする仕組みとして、一定の要件を満たすものに高額介護合算療

養費が支給されます。

❺ 特定健康診査等の実施義務

　高齢者医療確保法により、保険者に対して、40歳以上の被保険者および被扶養

者を対象とする、内臓脂肪型肥満の防止に着目した特定健康診査および特定保健指

導の実施が義務づけられています。

❷ 国民年金法
１　主旨・目的
　国民年金制度は、昭和 34 年に全額国庫負担の「福祉年金」が開始され、昭和 36

年には保険料拠出を前提とし、自営業者などを中心とする旧国民年金法が施行されま

した。昭和 61年には加入者が全国民に広がり、共通の「基礎年金」を支給する制度

として再編成されました。老齢・障害・死亡によって国民生活の安定がそこなわれる

ことを国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生活の維持および向上に寄与する

ことを目的としています。

２　概要
❶ 強制被保険者

ａ．第１号被保険者：日本国内に住所を有する 20 歳以上 60 歳未満の者で第２号・
３号被保険者以外（自営業者など）

ｂ．第２号被保険者：被用者年金各法の被保険者・組合員（会社員など）
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ｃ．第３号被保険者：第２号被保険者の被扶養配偶者のうち 20 歳以上 60 歳未満
の者（会社員の妻など）

❷ 給付

ａ．老齢基礎年金

　　＜支給要件＞

　20歳から 60歳までの 40年間のうち 25年間以上の受給資格期間（保険料

納付済期間＋保険料免除期間＋合算対象期間）があり、65歳に達した者に支

給されます。

　　＜年金額＞

　保険料納付済期間だけで40 年間を満たすと、満額（78 万900 円に改定率※

を乗じて得た額）になります。

ｂ．障害基礎年金

　　＜支給要件＞

　被保険者、被保険者であった 60歳以上 65歳未満の者で保険料納付済期間

＋保険料免除期間が全被保険者期間の３分の２以上ある者などで、障害等級の

１級または２級の状態にある者に支給されます。

　　＜年金額＞

　１級は78万900円に改定率※を乗じて得た額の100分の125に相当する額、

２級は 78万 900 円に改定率※を乗じて得た額。ほかに一定の条件を満たす子

がいる場合は加算額があります。

ｃ．遺族基礎年金

　　＜支給要件＞

　被保険者、被保険者であった者などが死亡したときに、一定の要件を満たす

子と生計を同じくしている配偶者または子に支給されます。

　　＜年金額＞

　子のある配偶者が残された場合、年金額は基本額（78万 900 円に改定率※

を乗じて得た額）に子の加算額（７万 4,900 円に改定率※を乗じて得た額（そ

のうち２人までは 22 万 4,700 円に改定率※を乗じて得た額））を加えた額に
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なります。子だけの場合は、１人め 78 万 900 円に改定率※を乗じて得た額、

２人め 22万 4,700 円に改定率※を乗じて得た額、３人め以降７万 4,900 円に

改定率※を乗じて得た額となり、これらを加算した額を、子の数で除した金額

が子１人当たりの額になります。

※改定率について

　改定率は、名目手取り賃金変動率（68歳到達年度以後は物価変動率）を指標として改

定されます。また、社会全体の保険料負担能力の変動を年金改定率などに反映させること

で給付水準を調整するときは、スライド調整率は、名目手取り賃金や物価の変動に対し、

押し下げ圧力として作用します。これをマクロ経済スライド★といいます。なお、厚生年

金保険における再評価率も同様です。

★マクロ経済スライド

・新規裁定者の改定率：名目手取り賃金変動率	－	スライド調整率＃

・既裁定者の改定率　：物価変動率	－	スライド調整率＃

＃：スライド調整率：公的年金全体の被保険者数の減少	＋	平均的な年金受給期間（平均余

命）の伸びを勘案した一定率

　ただし「物価スライド特例措置」が適用されるため、年金額は、平成 12年改正価額に

物価指数変動率を乗じた額になります。

　具体的な金額は、次の図表 23のとおりです。

図表23

給　付 平成 26 年度の年金額

老齢基礎年金（満額） 77 万 2,800 円

障害基礎年金
１級：96 万 6,000 円

２級：77 万 2,800 円

遺族基礎年金 77 万 2,800 円

障害基礎年金、

遺族基礎年金の子の加算額

２人めまで：22 万 2,400 円

３人め以降：7 万 4,100 円

　



184

❸ 保険料の免除

　第１号被保険者に関する特例として、所得が少ないなど一定の条件を満たす者に

対して、保険料の全部または一部を免除する制度があります。

　具体的には、「法定免除（全額）」「申請免除（全額）」「４分の３免除」「半額免除」

「４分の１免除」「学生等の保険料納付特例」「若年者（30歳未満が対象で、学生を

除く）納付猶予制度」の７種類の免除制度があります。

３　最近の法改正
❶ 国民年金の保険料

　国民年金の保険料は、平成 17年４月から原則として毎年 280 円（平成 16年度

価格）ずつ引き上げ、平成 29年度以降は 16,900 円（平成 16年度価格）とします（平

成 26年度は、15,250 円です）。

❷	受給資格期間

　老齢基礎年金の受給資格期間が、現在の 25年から 10年に短縮されます（平成

27年 10月１日施行）。

❸	短時間労働者

　短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用範囲が拡大されます（平成 28

年 10月１日施行）。

❹	その他の改正

　上記以外にも、年金受給者のうち、低所得高齢者・障害者等に福祉的な支給を行

う（平成 27年 10月施行）などの改正が行われています。
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１　主旨・目的
　この法律は、工業などの事業所の男子労働者を対象として、昭和 17年に施行され

た労働者年金保険法を前身としています。昭和19年には厚生年金保険法と改称され、

対象が事務職員、女子にまで拡大しました。昭和 60年には、基礎年金の上乗せとし

て報酬比例部分の年金を支給する形に再編されました。労働者の老齢、障害、死亡に

ついて保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与すること

を目的としています。

　また、社会保険庁が廃止され、新たに非公務員型の公法人として「日本年金機構」

が発足しました（平成22年１月）。これにより、旧社保庁の業務は、健康保険事業は「全

国健康保険協会（協会けんぽ）」に、公的年金の運営業務は「日本年金機構」に引継

がれています。併せて、従来の社会保険事務所は、年金事務所として業務を行ってい

ます。

２　	 概要
❶ 当然被保険者

　この法律は健康保険と同様、事業所を単位として適用され、適用事業所に使用さ

れる 70歳未満の者が、被保険者（当然被保険者）となります。

❷ 保険給付

ａ．65 歳以降の老齢厚生年金

　　＜支給要件＞

　被保険者期間があり、老齢基礎年金の受給資格期間（原則として 25年以上

の公的年金加入者期間を有すること）を満たし、65歳以上である者に支給さ

れます。
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再評価率：過去の報酬を現在の価値に換算するための率。▼ 補足

　　＜報酬比例の年金額＞

平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数

　　　（被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額および

　　　		標準賞与額×再評価率▼）の合計額÷被保険者期間の月数

　240 カ月以上の被保険者期間があり、生計維持されていた 65歳未満の配偶

者や、一定の要件を満たす子がいる場合は加給年金額が加算されます。

ｂ．65 歳未満の老齢厚生年金

　　＜支給要件・年金額＞

　被保険者期間が１年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、60

歳以上である者に支給されます。年金額は基本的に 65歳以降の老齢厚生年金

（ａに記載した報酬比例の年金額）と同様ですが、受給権者の生年月日などに

よっては一定の加算（定額部分といいます）が行われます。

ｃ．障害厚生年金

　　＜支給要件＞

　原則として①初診日において被保険者である者で、②保険料納付済期間と保

険料免除期間が被保険者期間の３分の２以上あり、③障害等級１級、２級また

は３級に該当する程度の障害の状態にある者に支給されます。

　　＜年金額＞（平成 25 年 10 月～平成 26 年 3 月の期間に係る式）

１級：報酬比例の年金額▼	×	
125
100
	＋配偶者加給年金額（22万 4,700 円）

２級：報酬比例の年金額	＋配偶者加給年金額（22万 4,700 円×改定率）

３級：報酬比例の年金額（２級の障害基礎年金（78万 900 円×改定率）に４分

の３を乗じた額（平成 26年度は 57万 9,700 円）が最低保障されます）

報酬比例の年金額：被保険者期間の月数が 300 に満たないときは、これを 300 として計
算する。

▼ 補足
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ｄ．障害手当金

　　＜支給要件＞

　初診日に被保険者であり、初診日から５年を経過する日までの治った日にお

いて３級よりやや軽い程度の障害の状態にある者で、障害厚生年金と同様の保

険料納付要件を満たしている者に支給される一時金給付です。

　　＜支給額＞

平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数▼×	
200
100

ｅ．遺族厚生年金

　　＜支給要件＞

　被保険者が死亡したときや、被保険者であった者が被保険者であった間に初

診日がある傷病により、初診日から５年を経過する日より前に死亡したときで、

保険料納付要件を満たしている場合に、一定の遺族に対して支給されます。１

級、２級の障害厚生年金の受給権者、老齢厚生年金の受給権者または受給資格

期間を満たした者が死亡した場合にも支給されます。

　　＜遺族＞

　生計維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母。妻以外は年齢など所定

の条件があります。

　　＜年金額１＞

平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数×	
３
４
	

　　＜年金額２＞

　65歳以降の遺族配偶者（一般的に妻）に支給する遺族厚生年金は、「年金額

１の計算式で計算した金額」と、「以下のア、イの合算額」のうち、いずれか

多いほうになります。

▼ 補足 被保険者期間の月数：300 に満たないときは、これを 300 として計算する。
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ア．上記計算式×３分の２

イ．当該遺族厚生年金の受給権者の持つ老齢厚生年金の額の２分の１

　ただし、どちらの額で受給することになっても、そのままの額が遺族厚生年

金として支給されるのではなく、自分の保険料納付実績をまず評価して、それ

に基づく老齢厚生年金を受け、その額が従来の遺族厚生年金の計算額より少な

い場合に、差額を遺族厚生年金として受け取ることになります（図表 24）。

図表24 遺族厚生年金の年金額図表5-18／遺族厚生年金の年金額

夫死亡前 従来の受給方法 新たな受給方法

①　妻自身の老齢厚生年金（ア）は全額支給する
②　従来の遺族に対する年金給付の水準（イ）を（ア）と比較し、（ア）のほうが少額の場合は差額を遺
　族厚生年金として支給する

【妻の老齢厚生年金は3.9万円、夫の老齢厚生年金は10.2万円の場合】

老齢厚生年金
（10.2）

老齢基礎年金

老齢厚生年金
（3.9）……（ア）

老齢基礎年金

3/4

7.7

【夫】

遺族厚生年金
（7.7）

老齢基礎年金

老齢厚生年金
（3.9）……（ア）

遺族厚生年金
（3.8）

老齢基礎年金

【妻】

夫死亡

（イ）

　　＜支給期間＞

　夫が死亡したときに、18 歳の年度末までの間にある子がいない 30 歳未満

の妻に支給する遺族厚生年金の支給期間は、５年間です。夫の死亡後、妻が

30歳になる前に、子の死亡などよって遺族基礎年金の受給権が消滅したとき

の支給期間も、当該消滅日から５年間になります。

❸ 離婚時の年金分割（合意分割）

　共働き夫婦などが離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を、当

事者間の合意または家庭裁判所の決定によって分割することができます（平成 19

年４月以降に成立した離婚が対象）。平成 19年３月以前の婚姻期間中の保険料納

付記録も、分割の対象になり得ます。なお、分割割合（分割を受ける側の保険料納

付記録の持分）は、夫婦の保険料納付記録の合計の５割を上限としています（図表

25）。
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図表25 離婚時の厚生年金の分割図表5-19／離婚時の厚生年金の分割

妻の受給開始
年齢から支給

〔保険料納付記録〕 〔年金の受給〕

夫

妻

報
酬
額

妻死亡まで支給

期　　間

（婚姻期間中の納付記録の一部）

分割された分を除いた納付記録をもとに
算定した老齢厚生年金の額

分割された分を含めた納付記録をもとに
算定した老齢厚生年金の額

婚姻 離婚 夫死亡妻死亡夫65歳 妻65歳

❹ 離婚時の第３号被保険者期間についての年金分割制度（３号分割）

　被扶養配偶者（国民年金の第３号被保険者）を有する特定被保険者（厚生年金の

被保険者）が負担した保険料については、夫婦が共同して負担したものであること

を基本的認識とし、被扶養配偶者であった者からの請求により、平成 20年４月以

降の第３号被保険者期間については、離婚等をした場合に、特定被保険者および被

扶養配偶者の標準報酬を特定被保険者の厚生年金の被保険者期間に係る標準報酬に

２分の１を乗じて得た額にそれぞれ分割することができることになりました。

図表26 離婚した場合の厚生年金の分割イメージ

扶養者（主に夫）の
保険料納付記録 第 2号被保険者期間

施行後の第 3号被保険者期間以外の期間
当事者の合意または裁判所の決定で
分割可能（保険料納付記録の夫婦合計
の半分を限度）

施行後の第 3号被保険者期間

施行（平成 20（2008）年
4月）後

2分の 1に分割

2分の 1を
分割

第 3号被保険者期間

第 2号被保険者期間被扶養配偶者（主に妻）の
保険料納付記録
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３　	 最近の法改正
❶ 厚生年金保険の保険料率

　厚生年金保険の保険料率は、平成 16 年 10 月から毎年 0.354％ずつ引き上げ、

平成 29年９月以降は 18.30％とします（平成 25年９月以降１年間の保険料率は

17.120％で固定です）。

❷ 年金制度の一元化

　厚生年金に公務員、私学教職員も加入し、２階部分は厚生年金に統一されます。

共済年金にある公的年金としての３階部分は廃止され、共済年金・厚生年金の保険

料率（上限 18.3%）を統一し、制度の差異を解消します（平成 27年 10月施行）。

● 理解度チェック ●

　以下はこの項で学んだ内容です。それぞれの理解度を確認してください。内容を忘

れている個所や、正確に理解していない個所については、テキストで再度、確認して

ください。

［健康保険法］

□１．健康保険法の主旨・目的について説明しなさい。

□２．保険料について説明しなさい。

□３．標準報酬月額について説明しなさい。

□４．被保険者について説明しなさい。

□５．保険給付について、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険

外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産育児一時

金、出産手当金、埋葬料・埋葬に要した費用、家族給付、高額療養費、高額介

護合算療養費に関して説明しなさい。

□６．特定健康診査等の実施義務について説明しなさい。

［国民年金法］

□１．国民年金法の主旨・目的について説明しなさい。

□２．強制被保険者について説明しなさい。
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Ⅳ
　３．給付について、以下の支給要件と年金額について説明しなさい。

　　　□老齢基礎年金

　　　□障害基礎年金

　　　□遺族基礎年金

□４．保険料の免除について説明しなさい。

□５．最近の法改正として、国民年金の保険料について説明しなさい。

［厚生年金保険法］

□１．厚生年金保険法の主旨・目的について説明しなさい。

□２．当然被保険者について説明しなさい。

□３．	65歳以降の老齢厚生年金の支給要件、報酬比例の年金額について説明しなさい。

□４．65歳未満の老齢厚生年金の支給要件、年金額について説明しなさい。

□５．	障害厚生年金と障害手当金の支給要件、支給額について、それぞれ説明しなさい。

□６．遺族厚生年金の支給要件、遺族、年金額、支給期間について説明しなさい。

□７．離婚時の年金分割（合意分割）について説明しなさい。

□８．離婚時の第３号被保険者期間についての年金分割制度（３号分割）について説

明しなさい。

□９．最近の法改正として、厚生年金保険の保険料率について説明しなさい。


