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フクシマ社労士法人だより
トピックス

今年１年の出来事（主な労働法改正や動きなど）を振り返る！
１月
２月
３月
４月

・二国間社会保障協定にハンガリー追加（社会保障協定包括実施特例法）
二国間社会保障協定にハンガリー追加（社会保障協定包括実施特例法）
・確定拠出年金の企業型年金加入者の資格喪失を６０歳～６５歳に変更
確定拠出年金の企業型年金加入者の資格喪失を６０歳～６５歳に変更（確定拠出年金法）
企業型年金加入者の資格喪失を６０歳～６５歳に変更（確定拠出年金法）
・確定拠出年金加入者が退職後、国民年金基金連合会に移換した人を個人型年金加入者と
確定拠出年金加入者が退職後、国民年金基金連合会に移換した人を個人型年金加入者と
みなして７０歳から老齢給付を請求していな
みなして７０歳から老齢給付を請求していなくても行う（確定拠出年金法）
くても行う（確定拠出年金法）
－
・介護保険料率が 1.55％から
1.55％から 1.72％へ引
1.72％へ引上げ
％へ引上げ（
上げ（介護保険法）
介護保険法）
産前産後休業中の社会保険料免除（健康保険法・厚生年金保険法
（健康保険法・厚生年金保険法）
・産前産後休業中の社会保険料免除
（健康保険法・厚生年金保険法
）
・育児休業給付金の支給率ＵＰ（雇用保険法
（雇用保険法）
育児休業給付金の支給率ＵＰ（雇用保険法）
・父子家庭
（国民年金法）
父子家庭も遺族基礎年金
家庭も遺族基礎年金の
も遺族基礎年金の支給対象に
支給対象に（国民年金法
対象に（国民年金法）

・法律の有効期限を１０年間延長（
・法律の有効期限を１０年間延長（平成３７年３月３１日まで）
平成３７年３月３１日まで）（次世代育成支援対策法）
５月

６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月

法律・労務知識

201４年 12 月 1 日

・一般拠出金の料率
一般拠出金の料率を
料率を 1,000 分の 0.05 ⇒1,000 分の 0.02 へ引下げ
へ引下げ（石綿健康被害救済法）
下げ（石綿健康被害救済法）
・業務上、自動車を使用する企業は車輌管理及び人事労務管理を改めて見直す必要が出て
きます！（
新しい法律「自動車運転死傷処罰法」
自動車運転死傷処罰法」が施行）
きます！（新しい法律「
・ストレスチェック制度の創設など
ストレスチェック制度の創設など（労働安全衛生法
など（労働安全衛生法・
（労働安全衛生法・平成２７年１２月施行
平成２７年１２月施行）
施行）
・過労死防止に向けての取り組み
新しい法律「過労死等防止対策推進法」
過労死等防止対策推進法」が成立）
過労死防止に向けての取り組み（
の取り組み（新しい法律「
・個人住民税の復興増税による上乗せ（６月から１０年間、1,000
個人住民税の復興増税による上乗せ（６月から１０年間、1,000 円上げ）
・間接差別の見直し、セクハラ予防・事後対応の徹底など
（男女雇用機会均等法）
間接差別の見直し、セクハラ予防・事後対応の徹底など（男女雇用機会均等法
見直し、セクハラ予防・事後対応の徹底など（男女雇用機会均等法）
・生活保護費の不正・不適正受給対策の強化など
生活保護費の不正・不適正受給対策の強化など（生活保護法
正受給対策の強化など（生活保護法）
（生活保護法）
・雇用保険（失業保険）の基本手当日額の
・雇用保険（失業保険）の基本手当日額の変更（減額）（雇用保険法）
・厚生年金保険料率が 17.120％から
17.120％から 17.474％に引
17.474％に引き
％に引き上げ（厚生年金保険法）
上げ（厚生年金保険法）
教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援
支援給付金の創設
給付金の創設（雇用保険法
（雇用保険法）
・教育訓練給付金の拡充及び教育訓練
支援
給付金の創設
（雇用保険法
）
・企業型確定拠出年金の拠出限度額を 5.1 万円から 5.5 万円へ引き上げ（確定拠出年金法）
万円へ引き上げ（確定拠出年金法）
（最低賃金法）
・最低賃金の引き上げ（広島県は
最低賃金の引き上げ（広島県は 733 円から 750 円へ引き上げ）
引き上げ）
・過労死等防止対策推進法の施行（11
施行）
・過労死等防止対策推進法の施行（
11 月 1 日施行
）
（過労死等防止対策推進法）
・国民年金の第３号被保険者であった者の第２号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことに
ついての厚生労働大臣への届出義務
（年金制度改革関連法）
ついての厚生労働大臣への届出義務規定追加
義務規定追加（年金制度改革関連法
規定追加（年金制度改革関連法）

※上記は主要な法改正や動きについて記載しております（ほんの一部です）。

法律・労務知識

「 飲 酒 運 転 に よ る 事 故 と 労 災 」
Q：トラックの運転手である社員Ａが運行途中、第三者の運転する車と衝突し、足を骨折してしまい
ました。事故を起こした社員Ａは飲酒をしていた
ました。事故を起こした社員Ａは飲酒をしていたのですが、そのような場合、労災保険から給付
事故を起こした社員Ａは飲酒をしていたのですが、そのような場合、労災保険から給付
を受けることができますか？
Ａ：給付は受けられますが、
Ａ：給付は受けられますが、労働者の重大な過失による災害として、労災保険給付は支給
労災保険給付は支給制限
支給制限されます。
制限されます。
【 労災保険給付の支給
労災保険給付の支給制限
支給制限 】
労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、
労働者災害補償保険法第１２条では、労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により
労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により
、
労働者災害補償保険法第１２条では、
負傷、疾病、障害
負傷、疾病、障害、死亡という結果
障害、死亡という結果に至った場合には、労災保険給付の全部又は一部を行
、死亡という結果に至った場合には、労災保険給付の全部又は一部を行
わないことができます。
◆ どのような場合に、「労働者に重大な過失がある」
労働者に重大な過失がある」と認定されるのでしょうか？
厚生労働省労働基準局長の通達では、
厚生労働省労働基準局長の通達では、事故発生の直接の原因となった行為が、法令
労働基準局長の通達では、事故発生の直接の原因となった行為が、法令（労働
事故発生の直接の原因となった行為が、法令（労働
基準法、改善基準告示、道路交通法など）上の危害防止に関する規定で罰則の附されてい
基準法、改善基準告示、道路交通法など）上の危害防止に関する規定で罰則の附されてい
るものに違反すると認められる場合に、
るものに違反すると認められる場合に、「重大な過失がある」と認定するとしています。
「重大な過失がある」と認定するとしています。
設問の事例では、飲酒運転であり、飲酒運転は道路交通法第６５条（酒気帯
設問の事例では、飲酒運転であり、飲酒運転は道路交通法第６５条（酒気帯び運転等
（酒気帯び運転等の
び運転等の
禁止）により禁止されていますので、
禁止）により禁止されていますので、重大な過失として
により禁止されていますので、重大な過失として労災保険給付は制限
重大な過失として労災保険給付は制限されます
労災保険給付は制限されます。
されます。
◆ どのくらい給付
どのくらい給付制限されてしまうのでしょうか
給付制限されてしまうのでしょうか？
制限されてしまうのでしょうか？

支
支

給
給

制
制

限
限

総額を、その期間の総日数
総額を、その期間の総日数（
暦日数）で除して計算します。算定事由発生日以前３箇月間となっ
を、その期間の総日数（暦日数）
数）で除して計算します。算定事由発生日以前３箇月間となってい
で除して計算します。算定事由発生日以前３箇月間となってい
ますが、賃金締切日がある場合には、原則として直前の賃金締切日か
切日がある場合には、原則として直前の賃金締切日から起算します！
ますが、賃金締
切日がある場合には、原則として直前の賃金締切日か
ら起算します！

期
の

これまで刑法に規定されていた「危険運転致死傷罪」と「自動車運転過失致死傷罪」が刑法から削除
され、新しく法律として独立し、自動車運転死傷処罰法
れ、新しく法律として独立し、自動車運転死傷処罰法が
自動車運転死傷処罰法が今年の５月２０日に施行されま
今年の５月２０日に施行されました。
５月２０日に施行されました。
飲酒運転や無免許運転のような悪質で危険な運転によって、人を死傷させた者に対して実態に応じた
飲酒運転や無免許運転のような悪質で危険な運転によって、人を死傷させた者に対して実態に応じた
処罰ができるように、罰則の整備を行うための
処罰ができるように、罰則の整備を行うためのもので
ためのものです。
ものです。

年末年始は忘年会や新年会でお酒を飲む機会も
年末年始は忘年会や新年会でお酒を飲む機会も多いと思いますが、絶対に飲酒運転はやめましょう！
機会も多いと思いますが、絶対に飲酒運転はやめましょう！

平 均 賃 金 （労働基準法第１２条）
平均賃金とは、解雇予告手当、休業手当、減給の制裁、労災の給付等の計算の基礎として使用される
平均賃金とは、解雇予告手当、休業手当、減給の制裁、労災の給付等の計算の基礎として使用される
賃金のことです。算定すべき事由の発生した日以前３箇月間にその労働者に対して支払
のことです。算定すべき事由の発生した日以前３箇月間にその労働者に対して支払われた賃金の
賃金
のことです。算定すべき事由の発生した日以前３箇月間にその労働者に対して支払
われた賃金の

休業補償給付（休業給付）、障害補償給付（障害給付）
、
傷病補償年金
間 支給事由の存する間
率 保険給付のつど給付額の３０％相当額

支給制限の対象となる保険給付

ご 挨 拶
本年も
大変お
世話になり
になり、
ありがとうございました。
本年
も大変
お世話
になり
、ありがとうございました
。
来年も
労務を
くのサポート
サポートが
できますよう、
する所存
所存です
来年
も人事・
人事・労務
を始め、多くの
サポート
ができますよう
、誠心誠意努力する
誠心誠意努力する
所存です
ので、
より一層
一層のご
のご支援
支援を
りますよう、
従業員一同心よりお
よりお願
げます。
ので
、より
一層
のご
支援
を賜りますよう
、従業員一同心
よりお
願い申し上げます
。

平均賃金 ＝ 事由発生日以前３か月間の賃金総額 ÷ 事由発生日以前３か月間の暦日数
例）賃金総額：60
例）賃金総額：60 万円（月 20 万円）、３箇月間の暦日
、３箇月間の暦日数：９２日、解雇予告手当の額の算出
暦日数：９２日、解雇予告手当の額の算出
平均賃金 ＝ 60 万円 ÷ 92 日 ≒ 6,521.73 円（銭位未満切り捨て）
解雇予告手当 ＝ 6,521.73 円 × 30 日 ＝ 195,652 円(１円未満四捨五入)
１円未満四捨五入)となります。

〒730730-0805

広島市中区十日市町 1 丁目 1－9 相生通り鷹匠ビル 2Ｆ

TEL：
TEL：082－
082－293－
293－8102
E-mail：
mail：info@jinjiinfo@jinji-fuku.jp

FAX：
FAX：082－
082－293－
293－8104
URL：
URL：http://www.jinji.fuku.jp
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