
コテコテ実務社労士塾（労働保険・社会保険）
・・・令和5年1月31日 ・・・

社会保険労務士法人岡佳伸事務所

特定社会保険労務士 岡 佳伸



今日お話しすること

①労働保険概要（成立、一括、雇用保険非該当）

②社会保険勉強方法

③賞与、報酬

④被扶養者

⑤２以上勤務・役員

⑥傷病手当金

⑦トラブル時の対応方法

（届出忘れ、確認請求、紛争時）

⑧追加スライド
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配布資料
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1.労働保険成立手続きの手引き
2.労働保険一括の手続き方法
3.雇用保険事務の手引き0408東京労働局版
4.令和3年度版算定基礎届月額変更届の手引き
5.日本年金機構扶養異動届審査マニュアル
6.835役員を兼務する従業員が「育児休業取得申出書」を提出した場合の免除当否について
7.2010-739役員報酬無報酬でも社会保険資格喪失させなくても良い（疑義照会回答）
8.日本年金機構疑義解釈厚年適用
9.国税庁役員給与に関するQ&A

10.傷病手当金申請書記入の手引きk_shoute_guide2301

11.傷病手当金解説資料(協会けんぽ愛知支部）
12.20100320採決例に基づいた疑義照会報奨金永年勤続表彰
13.傷病手当金に関する判例
14.出産手当金【抽出】墨消し取得時接近調査書
15.協会健保日常生活療養申立書
16.傷病手当金軽微な労務不能による不支給処分取消05-h27-01-a1_1-4

17.傷病手当金者社会保険審査会採決例解雇無効訴訟中の請求しなかった場合
18.傷病手当金産業医の意見書
19.厚生年金特例法事務処理マニュアル
20. (追加資料1）協会けんぽガイドブック2023



1-1労働保険の成立概要

• 1.労働保険成立手続きの手引きを参照
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1-2労働保険事務組合とは

• 中小企業主のみ加入可、主に特別加入目的
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1-3労働保険継続事業の一括

• 2.労働保険一括の手続き方法を参照
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1-4雇用保険成立の非該当

• 3.雇用保険事務の手引き参照ｐ24
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1-5雇用保険成立の非該当2

• 非該当承認申請書の他に調査書（各労働局様式）も必
要
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2-1社会保険手続きの勉強方法

• 社会保険手続きをまとめた行政の資料等は無い（コン
メンタール等も無い）お勧め書籍「書類・様式名からす
ぐ引ける社会保険の手続きがひとりでミスなくできる本

• （日本実業出版社）

•
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2-2 社会保険手続きの勉強方法

• 日本年金機構の「健康保険・厚生年金保険事務手続
きガイド」の視聴も良い

• https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigy

osho/shintekidouga.html#cms01

•
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2-3 社会保険手続きの勉強方法

• 「4.令和3年度版算定基礎届月額変更届の手引き」は

社会保険手続きも掲載、毎年度発行される年金事務
所窓口で手に入る
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2-4 トラブル時の社会保険手続き

• 第2版弁護士・社労士・税理士が書いた Q&A 労働事
件と労働保険・社会保険・税金~加入・離職・解雇・未

払賃金・労災・非正規雇用・高齢者・障がい者・外国人
に関する231問と和解条項例（日本加除出版）
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2-5 社会保険に関する研究所

• 国立社会保障・人口問題研究所のHPで過去の解説記
事及び判例が確認できる
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3-1社会保険上の賞与、報酬1
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3-2社会保険上の賞与、報酬2

• 物価上昇手当、インフレ手当等も賃金規定等に掲
載が無い場合「賞与」として取り扱う
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3-3 賞与支払届を忘れた場合

• ２年経過後は年金事務所で記録訂正手続きを行う

（厚生年金特例法については後述）
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3-4 永年勤続手当

• 永年勤続手当については国税庁の基準と同じであ
れば、報酬賞与として取り扱わないとの疑義解釈例
あり

• 国税庁No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記
念品の支給をしたとき

• 資料

「 12.２０１０３２０採決例

に基づいた疑義照会報奨金

永年勤続表彰」を参照
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3-5 食事の利益

• 現物給与として各都道府県の価額に基づき算定する。

• 被保険者が３分の２以上負担した場合は算定しない
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3-6 食事の利益2

• 計算例 埼玉で昼食支給、全額会社から支給。かかった経費額が1,000円、15

日間支給

• 1日260円計算、15日だと3,900円

• 給与明細に載せるとしたら支給の項目金額を入力して、控除を入力

• 支給項目 現物給与（社会保険） 3,900円

現物給与（所得税） 15,000円

控除 現物給与支給済み控除 18,900円

※税務上の食事の利益は、かかった金額すべてになります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

※労働保険上の現物給与に当たりません。

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000038571.pdf
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4-1 被扶養者
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• 各健康保険組合で
独自様式もあり確
認必要

• 5.日本年金機構扶

養異動届審査マニ
ュアル



4-2 被扶養者と国民年金第３号届、異議申し立て
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• 協会けんぽ加入者の場合は単票用式

• 健康保険組合加入者の場合は、医療保険者確認欄記
載、扶養認定通知書添付又は医療保険者に認定された
旨の事業主証明

• 国民年金第３号被保険者資格取得届のみ

提出もありうる→その場合は添付資料が必要

• 届出忘れ等の場合は記録訂正手続きを行う

（国民年金第3号被保険者該当（記録整備）届）

• 被扶養者認定は今までは異議申し立てのみ

→最高裁判例で審査請求可能へ



5-1 ２以上勤務について
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• ２以上勤務していてどちらでも適用基準を満たす場合→２

以上勤務該当届を出して主たる事業所を選択、月額変更
届等はその事業所ごとに判断



5-2 役員について
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• 報酬を受け勤務しているものは被保険者となる。非常勤
役員として適用されないものは、労務に服せず、経営に
関与しないことが前提（月１回程度）

• 役員であっても報酬を受けなければ、傷病手当金や出産
手当金の対象となりうる

• 一時的に報酬が無くなっても社会保険資格喪失不要

• 役員についても産前産後の社会保険料免除可

• 兼務役員の場合は育児休業中も社保免除可

※資料番号6.7.8参照



5-3 労務不能時の定期同額給与との関係
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• 一時的な報酬減については税務上の定期同額給与に反
しない（資料番号9参照）



6-1 傷病手当金１
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• 令和４年１月１日～通算化（それまでは継続）

• 通算化の対象は令和2年7月1日以降に受給開始



6-2 傷病手当金2
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• 前12か月間は協会けんぽの加入者の場合のみ継続



6-3 傷病手当金3
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• 前12か月間は協会けんぽの加入者の場合のみ継続



6-4 傷病手当金4
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• 記入方法は「10傷病手当金申請書記入の手引き」を
参照

• 療養のため休んだ期間は待期期間も含めて記入

• 11．傷病手当金解説資料(協会けんぽ愛知支部）も参
照して下さい。

• 現在、全て押印不要となっています



6-5 傷病手当金5
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• 傷病手当金受給中は月額変更は出来ない

• 傷病手当金受給期間中も社会保険料はかかる

（会社が負担した場合は賃金の支給と見なされます）



6-6 傷病手当金受給中の就労内職
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• 原則労務不能のため就労・内職は出来ない

• 「健康保険法第９８条第１項及び第９９条第１項の規定の
解釈運用」について」（平成１５年２月２５日付保保発第０２
２５００７号厚生労働省保険局保険課長通知）により

「軽微な就労、本業代替えで無い副業、内職等は可」

• ただし、他の通達や内規は一切無し

→原則各保険者の判断、継続給付時要注意

※16傷病手当金軽微な労務不能による

不支給処分取消05-h27-01-a1_1-4

を参照のこと



6-7 傷病手当金、出産手当金・取得時接近調査

31

• 健康保険加入後すぐに傷病手当金、出産手当金の申請
が行われた場合は、受給するために「健康保険に加入し
たのではないか？」と考えられる

• 取得時接近調査票に採用経緯を記載、添付で雇用契約
書、出勤簿、賃金台帳等を添付する

• 現物は

14.出産手当金【抽出】墨消し取得時接近調査書

をご覧ください。



6-8 傷病手当金 日常生活療養申立書、産業医証明
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• 傷病手当金受給中は月１回程度の受診が原則、あまりに
も診療日数が少ない場合は「日常生活療養申立書」の提
出要求があることも

• 初診日前の状況等についての記載を求められることある
現物は

「15.協会健保日常生活療養申立書」

をご覧ください。

• 主治医が労務不能と認めず、

産業医が意見をする場合は

18.傷病手当金産業医の意見書

資料を参考



7-1 届出忘れの時救済（厚生年金特例法）
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• 本人から保険料を徴収したが手続きしなかった場合

• 時効の２年間を経過して届出遅延をした場合

（例）

• 賞与支払届未届け

• 健康保険組合加入企業の厚生年金資格取得届未届

• 月額変更届未提出だが給与に反映

→厚生年金特例法により救済（平成19年）



7-2 厚生年金特例法に関する特例納付保険料
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• 本来時効２年で保険料の徴収権が無くなっているので「納
付勧奨」です。納付しなくても被保険者権利は関係なし

• 国庫負担金が発生するので「納めない場合、事業主名の
公表」が行われる

• 特例納付保険料＝元々の保険料＋厚生労働省令で定め
る加算率

（例えば平成30年分の場合は0.003）

※詳しくは

「19.厚生年金特例法事務処理マニュアル」

を参照



7-3 確認請求及び届出がない場合の損害賠償
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• 社会保険についても確認請求が可能

• 年金事務所は、請求者の氏名を事業所に示した上で調
査行う。調査期間は請求書の受付日から原則2年間

• 被保険者資格が確認された場合は、確認された期間の
保険料の半額を遡及して負担する義務

• 届出を事業主が故意により

行わなかった場合は損害賠償請求可能な

裁判例あり

「 13.傷病手当金に関する判例」

を参照



7-4 紛争時の社会保険資格
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• 紛争時であっても届出優先、届出に基づいて給付等がな
される。保険証回収（昭和25年10月9日保発６８号）

• 解雇無効時は遡及して喪失取消、保険証再交付

• 解雇紛争時であっても傷病手当金、出産手当金等は資
格喪失時の継続給付扱いで支給申請

（時効との関係）

→救済された社会保険審査会採決例あり

「17.傷病手当金者社会保険審査会採決例解雇無効訴訟
中の請求しなかった場合が認められた時」



⑧ー１ 社会保険訂正手続き
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• 社会保険関係の訂正届や取消届は赤黒で訂正します。

• 赤＝間違って申請した文字、数字

• 黒＝正しい文字、数字となります

• 関東ITS健康保険組合のページですが記載方法が分か
り易い（日本年金機構HPには明記が無し）



⑧ー２ 子の誕生による扶養追加手続き
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• 出生届と同時に個人番号付き住民票の取得を案内する

• 扶養異動手続き時に「個人番号」未記載だと、後日提出
が必要のため２度手間になる



⑧ー3 協会けんぽの保険証返却
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• 喪失届を年金事務所窓口、事務センター郵送であれば喪
失届に添付して返却

• 喪失届に添付できない又は電子申請の場合は、日本年
金機構又は協会けんぽから返却督促が離職者本人に入
る

• 年金事務所窓口に返却しても、

返却入力は協会けんぽで行う

• 協会けんぽに喪失通知と一緒に返却



⑧ー4 協会けんぽの届出書記載ガイド
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• 新様式でのガイドが掲載された



⑧ー5 短時間正社員について
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• 短時間正社員は社会保険適用事業所では、必ず社会保
険加入、４分の３要件等は関係ない

• 期間の定めの無い労働契約、賞与等も同等の扱い
（短時間正社員に係る健康保険の適用について(平成21年6月30日)(保保発第
0630001号)



もっと詳しく知りたい方へ･･ご清聴ありがとうございました！！

• 健康保険組合の手続きは各健康保険組合要領や手
引きを熟読

• 健康保険組合編入業務もあり、ただし、保険料率に差
が無くなってきている

• 遡及する場合は賃金台帳、遅延理由書が必要な場合
も年金事務所、健康保険組合に確認

• 育児休業については別機会に解説

• 今後の流れは審議会資料

42
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