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こんにちは。ようやく秋らしくなり金木犀の香りを感じられる季節になってき

Ｃｏｎｔｅｎｔｓ

ました。暑さもおさまったこともあり健康の為にも時々自転車で通勤するよ
うにしました。距離的には８キロ程度でゆっくり走っても４０分程度で到着

○過労死と労災認定について

するのでこの季節心地よく通勤できて良いものです。さて、今月は下記に

○個人住民税の特別徴収

過労死の現状を記載しましたが、現在では過労死の認定規準が明確に

○事務所スタッフより

なっております。特に長時間労働の基準に関しては、残業時間が１か月
１００時間超、２か月から６か月を平均して８０時間超となっています。
それでは今月もどうぞよろしくお願い致します。

安藤

過労死と労災認定について
◇過労死の現状
本年 6 月、長年社会問題となっていた過労死や過労自殺（以下、過労死）を防ぐこ
とを理念とした「過労死等防止対策推進法」が成立しました。この背景には、過労死
が依然として減少していないことや、過労死による遺族と企業とのトラブルなどが問
題として大きく取り上げられたことがあります。実際に大手飲食チェーン店や大手家
電チェーン店などで起きた従業員の過労自殺をめぐる訴訟などはニュースでも大々
的に報道されており、ご存じの方も多いのではないでしょうか。
では過労死とはいったいどのようなものなのでしょうか。
法律では過労死を「業務の過重な負荷が原因の脳・心臓疾患による死亡、強い心理的負荷が原因の精神障害による自殺」
と定めています。厚生労働省による発表では、平成 25 年度の労災補償状況は脳・心臓疾患による死亡案件の請求が 283
件（うち支給決定件数 133 件、労災認定率 45.9％）
、精神障害による自殺案件（未遂も含む）の請求は 177 件（うち支給
決定件数 63 件、労災認定率 40.1％）となっています。下表からも分かるとおり、労災請求件数は高い水準で推移してい
ます。もっとも、過労死は、物理的な負傷とは異なり業務との因果関係を立証するのは容易ではありません。ですから、
労災請求がなされるケースはごく一部であり、実際の過労死の犠牲者はこの公表された数値よりももっと多いと考えられ
ています。また、過労死は免れたものの重い後遺障害が残った方や自殺未遂による負傷者も含めると、その数は計り知れ
ません。
表1

脳・心臓疾患の労災補償状況

※死亡案件のみ

平成 21 年

平成 22 年

平成 23 年

平成 24 年

平成 25 年

請求件数

237

270

302

285

283

労災認定件数

106

113

121

123

133

41.9%

41.5%

48.8%

45.2%

45.9%

年度

認定率
表2

精神障害の労災補償状況
年度

※自殺案件（未遂含む）のみ

平成 21 年

平成 22 年

平成 23 年

平成 24 年

平成 25 年

請求件数

157

171

202

169

177

労災認定件数

63

65

66

93

63

45.0%

38.2%

37.5%

45.8%

40.1%

認定率
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◇過労死の労災認定基準

表5

精神障害の労災認定要件

この流れの中、厚生労働省は過労死の労災認定を行う際

①認定基準の対象となる精神障害（表 6）を発病していること

の、認定基準（「脳・心臓疾患の労災認定基準」と「精神

②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね 6 か月の間

障害の労災認定基準」）を設けました。そして、労災請求

に業務による強い心理的負荷が認められること

があった場合はその認定基準をもとに労働基準監督署が

③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認

客観的かつ総合的に判断をして、その事案が労災に該当す

められないこと

るか否かを判断することになります。
「脳・心臓疾患の労災認定基準」では具体的な対象疾病

表6

認定基準となる精神障害の種類

（表 3）が挙げられており、
「業務による明らかな過重負荷
症状性を含む器質性精神障害

を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務上の疾
患として取り扱う。」としています。さらに認定要件の「業
務による明らかな過重負荷」を大きく 3 つに分類し（表 4）
、
その中で業務と発症との時間的関連性や具体的負荷要因

成人のパーソナリティおよび

および行動の障害

行動の障害

害および妄想性障害

務か否かを判断するよう示されています。とりわけ、労働

気分（感情）障害
神経症性障害、ストレス関連
障害および身体表現性障害

表3

精神遅滞（知的障害）
心理的発達の障害

時間については疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と
して挙げられています。

に関連した行動症候群

精神作用物質使用による精神

統合失調症、統合失調症型障

（長時間労働、不規則な勤務、作業環境など）から過重業

生理的障害および身体的要因

小児期および青年期に通常発
症する行動および情緒の障
害、特定不能の精神障害

脳・心臓疾患の対象疾病

・くも膜下出血
・脳梗塞
・高血圧性脳症

虚 血 性 心 疾 患等

脳血管疾患

・脳内出血（脳出血）

・心筋梗塞

過労死は、起きてしまってからでは手遅れです。当然ど

・狭心症

の企業も、自社で過労死が起きるとは思っていないもので

・心停止

す。しかし、その可能性は決してゼロではなく、だからこ

・解離性大動脈瘤

そ自社にも起こり得る問題として、この機会に過労死につ
いて考えて頂ければ幸いです。

表4

脳・心臓疾患の認定要件～業務による明らかな過重負荷～

①異常な出来事

②短期間の過重業務

なお、厚生労働省が作定した「脳・心臓疾患の労災認定

発症直前から前日までの間において、

基準」と「精神障害の労災認定基準」には過労死に関わる

発生状態を時間的及び場所的に明確に

負荷の要因や程度を評価する視点なども記載されていま

し得る異常な出来事に遭遇したこと

す。まずはそれを参考に、従業員に長時間労働や精神的負

発症に近接した時期において、特に過

荷が過度にかかるような業務を行わせていないか、見直し

重な業務に就労したこと

てみることから始めてみてはいかがでしょうか。

発症前の長期間にわたって、著しい疲
③長期間の過重業務

労の蓄積をもたらす特に過重な業務に

(資料)

就労したこと

「精神障害の労災認定基準」についても、労災認定要件（表

表 1～2

厚生労働省

平成 25 年度労災補償状況

表 3～4

厚生労働省

『脳・心臓疾患の労災認定』

表 5～6

厚生労働省

『精神障害の労災認定』

5）が 3 つ定められています。

個人住民税の特別徴収

与から個人住民税を天引きして納入する制度であり、所

～特別徴収の一斉指定の動きが広がっています～

得税の源泉徴収と同じ仕組みです。事業主は、特別徴収
義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員につ

◇特別徴収とは

いて、個人住民税を特別徴収する必要があります（地方

個人住民税の特別徴収とは、事業主（給与支払者）が

税法第 321 条の 4）
。

従業員（納税義務者）に代わり、毎月従業員に支払う給

2

※住民税：市町村民税と道府県民税を併せた地方税のこ

・平成 27 年 5 月

とです。従業員の住民票登録のある市区町村に対して、

従業員が住んでいる市町村から特別徴収義務者に対し

個人ごとに納付します。同じ市区町村に複数名が在籍

て、
「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。

している場合は、その合計額を納付します。

対象者：所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者。

※従業員：正社員のほか、短期雇用者、パート・アルバ

１．ただし、次の理由【A～E】に該当する場合は、普

イト、役員等すべて含みます。

通徴収とすることができます。

※「特別徴収」以外の納入方法には、
「普通徴収」があり

（給与支払報告書の提出時に、所定の「普通徴収

ます。これは、市町村から送付される納税通知書によ

該当理由書」の提出が必要になります）

り個人が納付するもので、年 4 回払いです。

A.

総従業員数が 2 人以下の事業所

B.

他から支給される給与から個人住民税が特別徴

◇特別徴収の一斉指定の広がり

収されている方（乙欄該当者）

上述の通り、特別徴収制度は事業主の義務となってい

C.

給与が毎月支給されていない方（不定期受給）

ますが、特別徴収についての理解が得られず未実施であ

D.

専従者給与が支給されている方（個人事業主の

る事業主が存在するなど、制度の浸透及び運用が十分と

み対象）

は言えない状況です。そこで、市区町村を統括する道府

E.

県単位の取り組みとして、各道府県内において特別徴収

退職された方又は給与支払報告書を提出した年
の 5 月 31 日までに退職予定の方

義務者である事業主、またはその予定となる事業主へ宛

２．前記の他、年間の給与所得が市町村条例で定める

てて、一斉に特別徴収の方法で住民税を納めるよう、一

均等割非課税基準所得以下の方は給与支払報告書

定の強制力を以て指定する動きが広がっています。これ

により市町村で決定します。

は、従業員がその道府県内に住民登録があり、住民税の

（均等割の非課税基準は、各市町村により異なります）

課税対象となっていれば当てはまるもので、事業所の所
在地に関わらず全国へ宛てられます。例えば会社が東京

◇特別徴収のメリット

都内にあった場合でも、埼玉県や茨城県等から通勤する

①個人住民税の税額計算は市町村が行います。所得税の

方は大勢いらっしゃいますので、注意が必要です。

ように、事業主が税額を計算したり、年末調整をする

既に、この一斉指定を実施している自治体もあります

手間はかかりません。

が、平成 27 年度からは、新たに埼玉県、茨城県、栃木県

②従業員が、金融機関に出向いて納税する手間が省けま

が実施をすることが決まっています。さらに、平成 28 年

す。滞納となったり、延滞金がかかる心配がありませ

度からは神奈川県、千葉県も加わります。なお、現時点

ん。さらに、特別徴収は納期が年 12 回のため、普通徴

で東京都では実施していません。

収に比べて 1 回あたりの納税額が少なくてすみます。

◇スケジュール

まもなく、平成 26 年分の年末調整事務が始まります。

～埼玉県の例～

・平成 26 年 9 月以降

特に特別徴収の一斉指定の対象となっている道府県の事

新たに特別徴収義務者となる事業所に対して、従業員

業主様は、今まで個人的な事情等により住民税を普通徴

が住んでいる市町村から「特別徴収義務者の指定予告

収で収めていた方に、この制度の説明をした上で、特別

通知書」が送付されます。

徴収への切り替えを徹底していく必要があります。

Ｑ＆Ａ

いつも元気な「まめ男先生」から今月もお知らせ豆知識。
今回は、1 ページ目の『過労死と労災認定について』に関連する豆知識をお伝えします。

Ｑ．今年の労災の発生状況はどのようになっていますか？
Ａ．平成 26 年上半期(1～6 月)の速報値では、昨年度より大幅に増加しています。
対前年同期より死亡者数が 71 人増加の 437 人、死傷者数は 1,624 人増加の 47,288 人となって
います。増加の要因として 2 月、3 月の大雪による交通災害や転倒災害の増加、消費税増税前の
駆け込み需要による生産活動の増加が考えられています。これを受けて厚生労働省では、業界団
体などに対する労働災害防止に向けた緊急要請を行っています。
「まめ男先生」
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✿事務所スタッフより✿

…労務とは関係のないコーナーです。

朝晩の気温も下がり、だんだんと秋めいてきました。
さて 10 月には「体育の日」がありますが、いまや 365 日毎日何かの記念日がある
そうです。
10 月だけをみても 10 月 1 日「都民の日」
「コーヒーの日」
「磁石の日」
「日本茶の日」
「メガネの日」
…etc.

10 月 10 日（体育の日ではなくなってしまいましたが）
「銭湯の日」
「目の愛護デー」
「冷凍

めんの日」
「トマトの日」
「お好み焼きの日」「缶詰の日」「トートバックの日」…etc. 10 月 13 日
→「サツマイモの日」10 月 14 日→「鉄道の日」 10 月 17 日→カラオケの日」 10 月 27 日→テデ
ィベアの日。
制定理由はたとえば「コーヒーの日」は国際協定でコーヒーの新年度が始まるのが 10 月からまた
コーヒーの需要が秋冬増えるから（全日本コーヒー協会）。
「日本茶の日」は天正 15 年（1587）の
この日豊臣秀吉が北野大茶会を開催したことに因んで（伊藤園）。
「銭湯の日」は 1010 を「せんとう」と読んで 1991 年に「銭湯の日」を実施、1996 年に記念日とし
て制定。「トマトの日」はト（10）マト（10）の語呂合わせから。
「冷凍めんの日」はれい（0）と
う（10）の語呂合わせから。同じ 10 月 10 日でもいろいろな読み方があるのですね。
「サツマイモ
の日」は栗（九里）より（四里）うまい十三里（9+4）がサツマイモの異名で江戸から十三里（約
52 キロ）はなれた川越のサツマイモが美味しかったこと、またサツマイモの旬であることから制定
されました。
記念日にはその日に初めて始まったから、あるいは語呂合わせが多いようですが、365 日どの日に
も記念日があり同じ日にいくつもあるのは驚きでした。でも自分でも自分だけのあるいは家族での
記念日を作るのもいいですね。
市原

〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町２-14-7
日本橋テイユービル 3 階

安藤社会保険労務士事務所
ＴＥＬ03-6206-2320 ＦＡＸ03-6206-2321
URL http://www.ando-sr.jp/
e-mail ando@ando-sr.jp
どうぞお気軽にお問い合わせください
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安藤社会保険労務士事務所

