社会保険労務士

２０１９年合格目標
横断整理ＢＯＯＫ活用術
【活用指南の書】

横断整理ＢＯＯＫ活用術！
抜粋テーマ
・「適用除外」（テーマ09より）
・「遺族の範囲」（テーマ19より）

LEC 東京リーガルマインド
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社労士

201 9 年

横断整理 BOOK

無断複製・頒布を禁じます

適用除外

労基法

労災法

雇用法

①同居の親族のみを ①国の直営事業
①１週間の所定労働時間が 20 時間未満である者（日雇
使用する事業
労働被保険者に該当することとなる者を除く）
②官公署の事業（現業
かつ非常勤の地方公 ②同一の事業主の適用事業に継続して 31 日以上雇用さ
②家事使用人
務員を除く）
れることが見込まれない者（前２月の各月において 18
③船員法 1 条 1 項に規
日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日
（労災法 3 条 2 項）
定する船員（一部の
雇労働被保険者に該当することとなる者を除く）
規定は適用あり）
③季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該
④一般職の国家公務員
当するもの（日雇労働被保険者に該当することとな
⑤一般職の地方公務
る者を除く）
員（一部の規定が
(a)４箇月以内の期間を定めて雇用される者
適用除外）
(b)１週間の所定労働時間が 20 時間以上であって 30
（労基法 116 条、112
時間未満である者
条、国家公務員法
④学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校の学
附則 16 条、地方公
生又は生徒であって、次に掲げる者以外の者
務員法 58 条 3 項）
(a)卒業を予定している者であって、適用事業に雇用
され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用される
こととなっているもの
(b)休学中の者
(c)定時制の課程に在学する者
(d)上記に準ずる者で職業安定局長が定めるもの
⑤船員法 1 条に規定する船員（船員法に規定する予備
船員とみなされる者を含む（以下「船員」という））
であって漁船（政令で定めるものに限る）に乗り組
むため雇用される者（１年を通じて船員として適用
事業に雇用される場合を除く）
⑥国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの
事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の
法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸
給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容
を超えると認められる者であって、厚生労働省令で
定めるもの（雇用法 6 条）
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社労士

2019 年

横断整理 BOOK

健保法

無断複製・頒布を禁じます

厚年法

①船員保険の被保険者（疾病任意継続被保険者を除く）
②臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
(a)日々雇い入れられる者（１月を超え、引き続き使用
されるに至った場合を除く）

①左②に同じ
※船舶所有者に使用される船員を除く。

(b)２月以内の期間を定めて使用される者（所定の期間
を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く）
③事業所で所在地が一定しないものに使用される者

②左③に同じ
④季節的業務に使用される者（継続して４月を超えて
③左④に同じ
使用されるべき場合を除く）
※船舶所有者に使用される船員を除く。
⑤臨時的事業の事業所に使用される者（継続して６月
④左⑤に同じ
を超えて使用されるべき場合を除く）
⑥国民健康保険組合の事業所に使用される者
⑦後期高齢者医療の被保険者等
⑧厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を
受けた者（健康保険の被保険者でないことにより国
民健康保険の被保険者であるべき期間に限る）
⑨事業所に使用される者であって、その１週間の所定
⑤左⑨に同じ
労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者
の１週間の所定労働時間の４分の３未満である短時
間労働者又はその１月間の所定労働日数が同一の事
業所に使用される通常の労働者の１月間の所定労働
日数の４分の３未満である短時間労働者に該当し、
かつ、次の①～④までのいずれかの要件に該当する
もの

（厚年法 12 条）

①１週間の所定労働時間が 20 時間未満であること。
②当該事業所に継続して１年以上使用されること
が見込まれないこと。
③報酬について、資格取得時決定の例により算定し
た額が、88,000 円未満であること。
④学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学
生その他の厚生労働省令で定める者であること。
（健保法 3 条 1 項）
※上記のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者
となる場合を除き、被保険者となることができない。

９

適用除外/
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横断整理 BOOK

無断複製・頒布を禁じます

遺族の範囲
労災法

遺族補償年金（遺族年金）
労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた
①配偶者（夫の場合は 60 歳以上又は一定の障害状態）
②子（18 歳年度末まで又は一定の障害状態）

遺族補償一時金（遺族一時金）
①配偶者
②労働者の死亡の当時その収入によって生計
を維持していた

③父母（60 歳以上又は一定の障害状態）

(a)子

④孫（18 歳年度末まで又は一定の障害状態）

(b)父母

⑤祖父母（60 歳以上又は一定の障害状態）

(c)孫

⑥兄弟姉妹（18 歳年度末まで若しくは 60 歳以上又は一
定の障害状態）

(d)祖父母

⑦夫（55 歳以上 60 歳未満）

③労働者の死亡の当時その収入によって生計
を維持していなかった

⑧父母（55 歳以上 60 歳未満）

(a)子

⑨祖父母（55 歳以上 60 歳未満）

(b)父母

⑩兄弟姉妹（55 歳以上 60 歳未満）

(c)孫

（労災法 16 条の 2）
※遺族補償年金（遺族年金）特有の制度である「転給」に
より、上記の順序により、先順位者が失権した場合には、
次の順位の者が受給権者となる。

(d)祖父母
④兄弟姉妹
（労災法 16 条の 7）

厚年法

国年法

遺族厚生年金

遺族基礎年金

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時
その者によって生計を維持していた
その者によって生計を維持していた
①配偶者（夫の場合は 55 歳以上）
子（18 歳年度末まで又は 20 歳未満で一定の
障害状態、かつ、現に婚姻をしていない）
②父母（55 歳以上）

④祖父母（55 歳以上）
（厚年法 59 条項）

/横断整理 BOOK

②子（18 歳年度末まで又は 20 歳未満で一定の
障害状態、かつ、現に婚姻をしていない）
（国年法 37 条の 2 第 1 項）

③孫（18 歳年度末まで又は 20 歳未満で一定の
障害状態、かつ、現に婚姻をしていない）

34

①配偶者（次に掲げる子と生計を同じくすること）

LEC 東京リーガルマインド

社労士

2019 年

横断整理 BOOK

労災法

無断複製・頒布を禁じます

労災法

障害補償年金差額一時金（障害年金差額一時金）

健保法

葬祭料（葬祭給付）

葬祭料・埋葬費

①労働者の死亡の当時その者と生計を同じくし 葬祭を行う者
【埋葬料】
ていた
（労災法 12 条の 8 第 2 被保険者により生計を維
(a)配偶者
項、労災法 22 条の 5 持していた者であって、
(b)子
第 1 項）
埋葬を行うもの
(c)父母
【埋葬費】
(d)孫
埋葬を行った者
(e)祖父母
(健保法 100 条)
(f)兄弟姉妹
②労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしてい
なかった
(a)配偶者
(b)子
(c)父母
(d)孫
(e)祖父母
(f)兄弟姉妹
（労災法附則 58 条 2 項）

国年法
寡婦年金

死亡一時金

夫の死亡の当時夫によって生計を維持していた
妻（婚姻関係 10 年以上、かつ、65 歳未満）

死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた

（国年法 49 条 1 項）

①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
（国年法 52 条の 3 第 1 項）

国民年金の死亡一時金の遺族の範囲
死亡一時金に係る遺族の範囲は、原則としては上表のとおりで

あることにより遺族基礎年金の支給が停止されるものであると

あるが、死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受

きに支給される死亡一時金は、死亡した者の配偶者に支給される

給権を取得した場合（その者の死亡によりその者の配偶者が遺族

。

基礎年金の受給権を取得した場合を除く）であって、その受給権
を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母が
19 遺族の範囲/
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ＬＥＣ東京リーガルマインド

無断複製・頒布を禁じます

Ｐｅｒｆｅｃｔテキスト
横断整理ＢＯＯＫ活用術！
抜粋テーマ
・「適用除外」（テーマ09より）
＜雇用法・健保法＞

・「遺族の範囲」（テーマ19より）
＜労災法・国年法・厚年法＞

※テキスト作成時期の都合により、国年法及び厚年法は
2018年合格目標テキストから抜粋しています。

ＬＥＣ東京リーガルマインド

2019 年

パーフェクト社労士テキスト

雇用保険法

無断複製・頒布を禁じます

2019年合格目標 Ｐｅｒｆｅｃｔテキスト雇用法より抜粋 〔横断テーマ09「適用除外」用〕
Point

・年間を通じて事業は行われるが、事業が季節の影響を強く受け、一定期間雇用労働者
が５人未満に減少することが通例である場合には、「常時５人以上」とは解されず、
当該事業は暫定任意適用事業に該当するものとされる。 平15 択
・事業主が適用事業に該当する部門(適用部門)と暫定任意適用事業に該当する部門(非適
用部門)とを兼営している場合は、次によって取り扱う（行政手引 20106）。
①それぞれの部門が独立した事業と認められる場合
→適用部門のみが適用事業となる。 平15 択
②それぞれの部門が独立した事業と認められない場合であって、主たる業務が適用部
門であるとき
→事業全体が適用事業となる。

過去問＆例題
□

常時５人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、
任意適用事業とされている。 平25 択
→×

法人である事業主の事業のほか、「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるもの
の事業」についても、暫定任意適用事業とはされていない。

□

国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業は、いかなる場合も適用事業とならな
い。 平22 択
→×

■３

国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業は、適用事業となる。

被保険者（法 4 条 1 項）

重要度 AAA

雇用保険の適用は事業所単位で行われるが、その「適用事業」に雇用される労働者であ
って、適用除外に該当する者以外のものが、雇用保険の「被保険者」となる。 平23 択

参考

平24 択

「労働者」の意義（行政手引 20004）

・雇用保険法における「労働者」とは、事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者、
及び事業主に雇用されることによって生活しようとする者であって現在その意に反して就業することができない
ものをいう。

6
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適用事業等

ＬＥＣ東京リーガルマインド

2019 年

パーフェクト社労士テキスト

雇用保険法

無断複製・頒布を禁じます

〔１〕被保険者になるか否かの具体例（行政手引 20351・20352 ほか）
①個人事業主
被保険者とならない。 平23 択
②法人の代表取締役
被保険者とならない。 平23 択

平24 択

③法人の取締役、合名会社・合資会社の社員
原則として被保険者とならないが、代表者以外の役員であって同時に会社の部長・支店
長・工場長等従業員としての身分を有し、労働の対償として給料が支給されるなど、労働
者的性格が強く、雇用関係があると認められるものは、被保険者となる。平17 択

平27 択

④監査役
被保険者とならない。ただし、名目的に監査役に就任しているに過ぎず、常態的に従業
員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合には、被保険者となる。

参考

「雇用関係」の意義（行政手引 20004）

・雇用保険法における「雇用関係」とは、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提
供した労働の対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう。

⑤生命保険の外務員等
原則として被保険者とならないが、その職務内容、服務の実態、給与の算出方法等から
総合的に、雇用関係が明確に認められる者は、被保険者となる。 平27 択
⑥家事使用人
原則として被保険者とならないが、適用事業の事業主に雇用され、主として家事以外の
労働に従事することを本来の職務とする者は、例外的に家事に使用されることがあっても
被保険者となる。 平17 択
⑦同居の親族
原則として被保険者とならないが、次の要件をすべて満たす場合は、被保険者となる。平21 択
(a)事業主の指揮命令に従っていることが明らかであること
(b)就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払
われていること
(c)事業主と利益を一にする地位（取締役等）にはないこと

第１章

総則／

7
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パーフェクト社労士テキスト

雇用保険法

無断複製・頒布を禁じます

参考

・前記⑦(b)については、特に、①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、②賃金の決定、計算及び

支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところ
により、その管理が他の労働者と同様になされていることが必要である。

⑧長期欠勤者
労働者が長期欠勤している場合であっても、当該事業主との間で雇用関係が存続する限
り、賃金の支払を受けているかいないかにかかわらず被保険者となる。

平19 択

平24 択

⑨派遣労働者（日雇派遣労働者以外の者）
(a)常用型
派遣元で被保険者となる。 平21 択
(b)登録型
同一の派遣元で 31 日以上の雇用見込みがある者であって、１週間当たりの所定労働時
間が 20 時間以上である場合に、派遣元で被保険者となる。
⑩国外で就労する者
国内から出張・派遣・出向によって、国外で就労する者であっても、国内事業主との雇
用関係が継続している限り、その期間も被保険者となる（ただし、現地で採用される者は
被保険者とならない）。 平19 択

平24 択

⑪２以上の事業主の適用事業に雇用される者
原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係につい
てのみ被保険者となる。 平19 択

平25 択

⑫在宅勤務者
事業所勤務労働者との同一性が確認できれば、原則として、被保険者となりうる。なお、
事業所勤務労働者との同一性とは、原則として、所属事業所において勤務する他の労働者
と同一の就業規則等の諸規定（その性質上在宅勤務者に適用できない条項を除く）が適用
されること（在宅勤務者に関する特別の就業規則等が適用される場合を含む）をいう。
⑬在日外国人
日本に在住する外国人は、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていること
が立証された者を除き、原則として、国籍（無国籍を含む）のいかんを問わず被保険者と
なる。 平25 択

8
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パーフェクト社労士テキスト

雇用保険法

無断複製・頒布を禁じます

被保険者の種類（法 37 条の 2 第 1 項ほか）
高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険

①一般被保険者

②高年齢被保険者

者以外の被保険者
65 歳以上の被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働
被保険者を除く） 平23 択
被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち、次のい
ずれにも該当しない者（日雇労働被保険者を除く）

③短期雇用特例被保険者

(a)４箇月以内の期間を定めて雇用される者
(b)１週間の所定労働時間が 20 時間以上であって厚生労働
大臣の定める時間数（30 時間未満）である者
被保険者である日雇労働者（日々雇用される者又は 30 日以

④日雇労働被保険者

内の期間を定めて雇用される者）であって、一定の要件を満
たすもの

参考

前記③の短期雇用特例被保険者となるか否かの判断

・前表の(a)及び(b)のいずれかに該当すると短期雇用特例被保険者とならない。例えば、季節的に雇用される者で
あって、４箇月以内の雇用（週 35 時間労働）の場合、前記(b)には該当していないが、(a)には該当するため、短
期雇用特例被保険者とはならない。

過去問＆例題
□

一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受け
ていると否とを問わず被保険者となる。
→○

■４

適用除外（法 6 条）

重要度 AAA

次の(1)～(6)に掲げる者は、適用事業に雇用されていても、雇用保険法が適用されず、
被保険者とならない。
(1)１週間の所定労働時間が 20 時間未満である者（日雇労働被保険者に該当することとな
る者を除く） 平22 択
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(2)同一の事業主の適用事業に継続して 31 日以上雇用されることが見込まれない者（前２
月の各月において 18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働被保険
者に該当することとなる者を除く） 平23 択

参考

平27 択

前記(1)及び(2)についての反対解釈

・前記(1)及び(2)を反対に解釈することにより、「１週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、かつ、同一の事業主の適
用事業に継続して 31 日以上雇用されることが見込まれる者」については、その者の１週間の所定労働時間が、同一の適
用事業に雇用される通常の労働者の１週間の所定労働時間よりも短いもの等であっても、原則として、雇用保険の被保
険者となると判断することができる。 平21 択

平23 択

(3)季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するもの
①４箇月以内の期間を定めて雇用される者
②１週間の所定労働時間が 20 時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数（30 時間）
未満である者
ただし、日雇労働被保険者に該当する者は、被保険者となる。

参考

前記(3)に該当するか否かの例

例 冬季３箇月間に、週 25 時間労働で、水産加工の業務に雇用される者→ 適用除外
例 冬季５箇月間に、週 40 時間労働で、水産加工の業務に雇用される者→ 短期雇用特例被保険者となる

Point

・４箇月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、所定の期間を超えて引き続き同一の
事業主に雇用されるに至った場合は、その超えた日から被保険者となる。ただし、所定の
期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、所定の期間と新たに予定された雇用期
間が通算して４箇月を超えない場合には、被保険者とならない（行政手引 20555）。

(4)学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校の学生又は生徒であって、次に掲げ
る者以外の者

平15 択

平22 択

平25 択

平27 択

①卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事
業に雇用されることとなっているもの
②休学中の者
③定時制の課程に在学する者
④前記①～③に準ずる者として職業安定局長が定めるもの
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(5)船員法第１条に規定する船員（船員職業安定法等一定の法律の規定により船員法に規定
する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という）であって、漁船（政令で定
めるものに限る）に乗り組むため雇用される者（１年を通じて船員として適用事業に雇
用される場合を除く） 平17 択

平25 択

(6)国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職し
た場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職
者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定め
るもの

平17 択

平22 択

平27 択

【厚生労働省令で定めるもの（則 4 条）】
適用除外申請
①国等の事業に雇用される者（常時
勤務に服することを要する国家公
務員以外の者であって、国家公務
員退職手当法の規定により職員と
みなされないものを除く）
②都道府県等の事業に雇用される者

不要

承

認

－

平17 択

都道府県等の長

厚生労働大臣

市町村等の長

（厚生労働大臣の定め

都道府県労働局長

③市町村等の事業に雇用される者

る基準によって行う）

参考

・前記②又は③の承認の申請がなされた場合には、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請が
なされた日から適用除外となる。ただし、適用除外とすることについて承認をしない旨の決定があったときは、
その承認の申請がなされた日にさかのぼって雇用保険法が適用される（則 4 条 2 項）。 平24 択

過去問＆例題
□

65 歳に達した日以後に雇用される者は、高年齢被保険者に該当する場合を除き、被保険者と
なることはない。 平23 択
→×

高年齢被保険者に該当する場合のほか、短期雇用特例被保険者に該当する場合や日雇
労働被保険者に該当する場合についても被保険者となり得る。

□

短期大学の学生は、定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する者であっても、適
用事業に雇用される場合はすべて被保険者となる。 平22 択
→×

定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する短期大学の学生は、原則とし
て適用除外とされている（則 3 条の 2 ほか）。
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2019年合格目標 Ｐｅｒｆｅｃｔテキスト健保法より抜粋 〔横断テーマ09「適用除外」用〕
■３

適用事業所の一括（法 34 条）

重要度 C

２以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承
認を受けて、当該２以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。

Point

・一括の承認があったときは、当該２以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったも
のとみなされる（全体で一の適用事業所とみなされる）。 平17 択

■４

当然被保険者（法 3 条 1 項）

重要度 AA

適用事業所に使用される者は、適用除外の者を除き、法律上当然に被保険者となる。 平22 択

Point

被保険者資格の取扱い

・個人事業所の事業主は、「適用事業所に使用される者」ではないため、被保険者とな
らない。 平14 択
・法人の理事、監事、取締役、代表社員、無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者
であっても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される
者として被保険者の資格を取得する（昭 24.7.28 保発 74 号）。 平14 択

平17 択

平22 択

・被保険者に国籍要件は問われないため、日本国籍を有しない者であっても、適用事業
所に使用されれば被保険者となる。 平14 択

平18 択

・派遣労働者は、派遣元事業所において健康保険の被保険者となる。 平24 択
・日本にある外国公館（大使館）に勤務している者は、強制適用の対象とならないが、
当該外国公館が事業主として健康保険法及び厚生年金保険法の規定に基づく任意適用
の認可を申請したときは、保険料の納付、資格得喪届の提出等健康保険法及び厚生年
金保険法上の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件
として、これを認可し、その使用する日本人職員等に両法を適用して被保険者として
取り扱う（昭 30.7.25 省発保 123 の 2 号）。 平15 択

平24 択

・営業の譲渡、会社の合併等によって事業主が交代した場合であっても、旧事業主に解
雇されなければ、新事業主にそのまま使用されることとなるため、被保険者資格の取
得及び喪失の届出は不要である（昭 3.5.19 保理 1370 号）。
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・同一の事業所において雇用契約上（定年等により）いったん退職した者が１日の空白
もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払の有無又は身分関係若しくは職務
内容の変更の有無に関わらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続し
ているものであるから、被保険者の資格も継続する。ただし、60 歳以上の者で、退職
後継続して再雇用されるものについては、使用関係がいったん中断したものとみなし、
事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差
し支えない（平 25.1.25 保保発 0125 第 1 号ほか）。 平18 択

平24 択

・被保険者が、その使用される事業所の労働組合の専従役職員となりその職務に従事す
るときは、従前の事業主との関係では被保険者資格を喪失し、労働組合に使用される
者としてのみ被保険者となる（昭 24.7.7 職発 921 号）。 平25 択
・実質上の使用関係がないにもかかわらず、偽って資格を取得し、保険給付を受けた場
合は、違法行為として、さかのぼってその資格を取消し、それまで受けた保険給付に
要した費用は、これを返還させる（昭 26.12.3 保文発 5255 号）。
・卒業後就職予定先の事業所で職業実習を行う者は、事実上の就職と解され、その身分
並びに待遇等は一切就職する場合と同一に取り扱われるべき場合については、被保険
者となる（昭 16.12.22 社発 1580 号）。 平27 択
・工場の休業にかかわらず、事業主が休業手当を支給する期間中は被保険者資格を継続
させる（昭 25.4.14 保発 20 号）。

過去問＆例題
□

日本国籍を有しない者が、法人経営である料理店で働く場合は、被保険者となることができな
い。 平18 択
→×

日本国籍を有しない者であっても、適用事業所である法人に使用される者は、被保険
者となる。

■５

資格取得の時期（法 35 条）

重要度 B

当然被保険者は、次の①～③に掲げるに至ったときに被保険者の資格を取得する。
①適用事業に使用されるに至った日
②使用される事業所が適用事業所となった日
③適用除外の者に該当しなくなった日
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被保険者資格の取得に係る取扱い

・新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合において、雇
用契約が成立しており、かつ、休業手当又は労働協約等に基づく報酬が支払われる
ときは、その休業手当等の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得す
る（昭 50.3.29 保険発 25 号・庁保険発 8 号）。 平26 択
・試用期間中の者は、雇入れの当初から被保険者となる（昭 13.10.22 社庶 229 号）。
平16 択

■６

資格喪失の時期（法 36 条）

平22 択

平26 択

重要度 B

当然被保険者は、次の①～④のいずれかに該当するに至った日の翌日に資格を喪失する
（ただし、その事実があった日に更に当然被保険者の資格を取得するに至ったときは、そ
の日に資格を喪失する）。 平22 択
①死亡したとき

平24 択

②その事業所に使用されなくなったとき
③適用除外の者に該当するに至ったとき

平26 択

④任意適用事業所について任意適用取消の認可があったとき

Point

被保険者資格の喪失に係る取扱い

・雇用契約は存続していても、事実上の使用関係がなく、かつ、休業手当も支給され
ないものについては、被保険者資格を喪失させる（昭 25.4.14 保発 20 号）。
・被保険者は、適用事業所と常用的使用関係にある者であり、事業主との間の事実上
の使用関係が消滅した場合に被保険者の資格が喪失する。この使用関係の有無等は、
契約の文言のみを見て判断するのではなく、就労の実態に照らして個別具体的に判
断する必要があり、例えば、有期の雇用契約又は任用が１日ないし数日の間を空け
て再度行われる場合においても、雇用契約又は任用の終了時にあらかじめ、事業主
と被保険者との間で次の雇用契約又は任用の予定が明らかであるような事実が認め
られるなど、事実上の使用関係が中断することなく存続していることが就労の実態
に照らして判断される場合には、被保険者資格を喪失させることなく取り扱う必要
がある（平 26.1.17 保保発 0117 第 2 号）。
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・長期間にわたり海外支店に勤務し、国内において勤務していた会社における雇用関
係が消滅したと認められるときは、被保険者資格を喪失させることができる（昭
3.7.3 保発 480 号ほか）。
・解雇について係争中であっても、事業主から被保険者資格喪失届があったときは、
一応、被保険者の資格を喪失したものとしてこれを受理し、被保険者証の回収等所
定の手続をなす（昭 25.10.9 保発 68 号）。 平27 択
→この場合において裁判所等が解雇無効の判定をなし、かつ、その効力が発生した
ときは、当該判定に従い遡及して資格喪失の処理を取り消し、被保険者証を事業
主に返付する等の適切な措置がとられる。

■７

適用除外

重要度 AAA

〔１〕適用除外（法 3 条 1 項ただし書）
健康保険法の被保険者は、適用事業所に使用される者、任意継続被保険者、特例退職被
保険者及び日雇特例被保険者である。 平16 択
ただし、適用事業所に使用される者であっても、以下の①～⑧のいずれかに該当するも
のは、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
①船員保険の被保険者
→ただし、船員保険の疾病任意継続被保険者は、適用事業所に使用されるに至った場
合はその資格を喪失し、健康保険の被保険者となる。

平18 択

②臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
(a)日々雇い入れられる者
→ただし、１月を超え引き続き使用されるに至った場合は、その日から被保険者となる。
(b)２月以内の期間を定めて使用される者

平14 択

平19 択

平22 択

平23 択

→ただし、所定の期間を超え引き続き使用されるに至った場合は、その日から被保
険者となる。
③事業所で所在地が一定しないものに使用される者
例
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④季節的業務に使用される者
→ただし、継続して４月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる。
⑤臨時的事業の事業所に使用される者

平18 択

→ただし、継続して６月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる。
⑥国民健康保険組合の事業所に使用される者

平26 択

→国民健康保険組合から健康保険と同様の保険給付が行われるため適用除外となる。
⑦後期高齢者医療の被保険者等

平20 択

平21 択

⑧厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者（健康保険の被保険者で
ないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る）
⑨事業所に使用される者であって、その１週間の所定労働時間が同一の事業所に使用さ
れる通常の労働者の１週間の所定労働時間の４分の３未満である短時間労働者又はそ
の１月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の１月間の所定労
働日数の４分の３未満である短時間労働者に該当し、かつ、次の(a)～(d)までのいず
れかの要件に該当するもの
(a)１週間の所定労働時間が 20 時間未満であること。
(b)当該事業所に継続して１年以上使用されることが見込まれないこと。
(c)報酬について、資格取得時決定の例により算定した額が、88,000 円未満であること。
(d)学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生その他の厚生労働省令で定める
者であること。

Point

後期高齢者医療の被保険者等

・前記⑦の「後期高齢者医療の被保険者等」とは、次の①又は②に該当する者をいう。
①高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の被保険者
②高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の被保険者となるべき者であって、(a)
又は(b)のいずれかに該当することにより後期高齢者医療の被保険者とされないもの
(a)生活保護法により保護を受けている世帯に属する者（その保護を停止されている
世帯を除く）
(b)後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由のある一定の者
Point

高等学校の生徒、大学の学生等に含まれないもの（則 23 条の 6）

・卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該
適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在
学する者その他これらに準ずる者は、前記⑨(d)の生徒、学生等に含まれない。
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2019年合格目標 Ｐｅｒｆｅｃｔテキスト労災法より抜粋 〔横断テーマ19「遺族の範囲」用〕
・労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、
労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなされる（法 16 条
の 2 第 2 項）。 平19 択
・労働者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合において、その子が厚生労働省
令で定める障害の状態にあっても、「労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障
害の状態」にあるとはみなされない。したがって、このような子は、18 歳に達した
日以後の最初の３月 31 日が終了したときは、受給権者でなくなり、また、受給資格
者でもなくなる。
・「妻」及び「夫」については、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事
情にあった者（いわゆる内縁関係にあった者）も含まれる（法 16 条の 2 かっこ書）。
・被災者が重婚的内縁関係にあった場合には、原則として、届出による婚姻関係にあ
った者が受給権者となるものとされている。もっとも、届出による婚姻関係がその
実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みが
なかった場合に限り、事実上の婚姻関係にあった者が受給権者となる（平 10.10.30
基発 627 号）。 平15 択

平17 択

平18 択

参考

・前記の「厚生労働省令で定める障害の状態」とは、身体に障害等級第５級以上に該当する障害がある状態又は負
傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度
の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態をいう。 平19 択

〔３〕遺族補償年金の受給権者
遺族補償年金を受けるべき受給資格者の順位は、次表のとおりであり、そのうちの最先
順位の者が、遺族補償年金の受給権者となる。 平18 択

98 ／第五節

死亡に関する保険給付

ＬＥＣ東京リーガルマインド

順位

遺族

１

配偶者

２

子

３

父母

４

孫

５

祖父母

６

兄弟姉妹

７
８
９

夫
父母
祖父母

10

兄弟姉妹

Point

2019 年
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要件（労働者の死亡の当時）
労
働
者
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
こ
と

妻：年齢要件・障害要件不要
夫：60 歳以上であるか、又は厚生労働省令で定める障害の
状態にあること
18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にあるか、
又は厚生労働省令で定める障害の状態にあること
60 歳以上であるか、又は厚生労働省令で定める障害の状態
にあること
18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にあるか、
又は厚生労働省令で定める障害の状態にあること
60 歳以上であるか、又は厚生労働省令で定める障害の状態
にあること
18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にあるか、
60 歳以上であること、又は厚生労働省令で定める障害の状
態にあること

55 歳以上 60 歳未満であること

若年支給停止

・前表中７～10 に該当する 55 歳以上 60 歳未満の夫、父母、祖父母又は兄弟姉妹は、
最先順位者として受給権者になった場合であっても、60 歳に達する月までの間は、
遺族補償年金が支給停止される。
Point

転給（法 16 条の 4 第 1 項）

・受給権者が失権した場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順
位者が受給権者となる。これを転給という。
Point

・最先順位者が２人以上いる場合には、その全員が受給権者となるが、これらの者は、
そのうち１人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければな
らない（則 15 条の 5 第 1 項）。
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Point

・遺族補償年金が支給されるときは、国民年金法 30 条の４の規定による 20 歳前の傷病
による障害に基づく障害基礎年金や児童扶養手当法の規定による児童扶養手当につい
ては、原則として支給されない 。
・遺族補償年金がその全額につき支給停止される場合には、20 歳前の傷病による障害に基づ
く障害基礎年金や児童扶養手当が支給される。ただし、遺族補償年金前払一時金の支給を
受けたことによって遺族補償年金が全額支給停止されている場合には、上記にかかわら
ず、20 歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金や児童扶養手当は支給されない。

過去問＆例題
□

労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた遺族が 56 歳の父のみであった場
合、当該父が 60 歳に達するまでの間、遺族補償年金の支給は停止されるが、遺族補償年金前
払一時金は、その請求に基づき支給される。

平4択

→○

■４

遺族補償一時金（法 16 条の 6 第 1 項）

選択注意!!

重要度 AAA

〔１〕遺族補償一時金の支給要件・支給額（法 16 条の 6 第 1 項ほか）
（法 16 条の 6 第 1 項

抄）

遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
①労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
②遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺
族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給
された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において①に掲げる場合
に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額
に満たないとき。
趣旨

本条では、一時金たる遺族補償給付である遺族補償一時金の支給事由について規定してい
る。遺族補償一時金は、遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合又は遺族補償年金
の受給権者が失権し、かつ、受給資格者がすべて失格した場合に、労働基準法における遺族補償
の額（平均賃金の 1,000 日分）を保障するために設けられた制度である。
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【遺族補償一時金の支給要件及び支給額】
支給要件

遺族補償一時金の額

①労働者の死亡の当時遺族補償
年金を受けることができる遺

給付基礎日額の 1,000 日分

族がいないとき
②遺族補償年金の受給権者が失
権し、かつ、受給資格者がすべ
て失格した場合において、既に
支給された遺族補償年金及び

給付基礎日額の
－
1,000 日分

遺族補償年金の額
＋
遺族補償年金前払一時金の額

遺族補償年金前払一時金の額
平15 択

の合計額が給付基礎日額の
1,000 日分に満たないとき

Point

・受給権者が２人以上いる場合には、その額をその人数で除して得た額が遺族補償一時
金の額となる（法 16 条の 8 第 2 項）。 平22 択

〔２〕遺族補償一時金の受給資格者・受給権者（法 16 条の 7 第 1 項・2 項）
遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の①～③に掲げる遺族である。平18 択

平19 択

また、遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、①～③の順（②及び③の中にあって
はそれぞれに掲げる順）とされ、そのうちの最先順位の者が受給権者となる。
① 配偶者
② 労働者の死亡の当時その者の収入によって生計を維持していた子、
父母、
孫及び祖父母
③ 上記②に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

平25 択

平17 択

労働者の死亡当時その者の
収入によって生計を維持していた
１

２

３

４

５

配偶者

子

父母

孫

祖父母

６

７

８

９

10

子

父母

孫

祖父母

兄弟姉妹

労働者の死亡当時その者の
収入によって生計を維持していなかった
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遺族補償一時金の受給権者の順位

・配偶者は、生計維持関係の有無にかかわらず最先順位者である。
・兄弟姉妹は、生計維持関係の有無にかかわらず最後順位者である。
・遺族の身分は、労働者の死亡の当時の身分による。したがって、労働者の死亡の当時
その身分を有した者であれば、遺族補償一時金の受給資格者となる。つまり、遺族補
償年金の受給権者又は受給資格者が婚姻、養子縁組、離縁等を理由に失権又は失格し
た場合であっても、遺族補償一時金の受給権者となることがある。
・最先順位者が２人以上いる場合には、その全員が受給権者となるが、これらの者は、
そのうち１人を遺族補償一時金の請求及び受領についての代表者に選任しなければな
らない（則 16 条 4 項）。

過去問＆例題
□

遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者（婚姻の届出をしていな
いが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む）であって、労働者の死亡の当時その収
入によって生計を維持していたものでなければならない。 平18 択
→×

遺族補償給付を受ける事ができる遺族は、配偶者に限られていない。また、遺族補償
給付のうち「遺族補償一時金」の支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡の
当時その収入によって生計を維持していた者に限られない。

□

遺族補償年金を受ける権利を有する死亡労働者の妻が再婚をした場合であっても、他に遺族補
償年金の受給権者がいないときには、当該再婚をした妻は遺族補償一時金の請求権を有するこ
とがある。 平10 択
→○

■５

遺族補償給付の受給資格の欠格（法 16 条の 9）

重要度 B

趣旨

本条は、他人を故意に死亡させることによって遺族補償給付につき利益を受ける者を排除
しようとしたものである。利益を受ける者は一般に、自己に利益をもたらそうとして不正を働く
ことがあり、これを防止する公益上、道徳上の必要がある。なお、民法上においても、同様の趣
旨をもつ相続欠格の規定がある（民法 891 条）。

①労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。 平17 択
②労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順
位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けること
ができる遺族としない。 平23 択
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③遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受
けることができる遺族としない。労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補
償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
④遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位
又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けるこ
とができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を
有する者であるときは、その権利は消滅する。 平27 択

Point

・前記④のうち、死亡させた者が受給権者であり、その受給権が消滅した場合において、
同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金が支給される（法
16 条の 9 第 5 項）。

■６

重要度 B

葬祭料（法 17 条）

〔１〕葬祭料の受給権者（法 12 条の 8 第 2 項ほか）
葬祭料は、労働者が業務上死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて
支給される。

Point

・「葬祭を行う者」とは、社会通念上、葬祭を行うと認められる者をいい、現実に葬祭を行
った者であることを必要としない。遺族補償給付の受給権者となった遺族があるときは、
その者を葬祭を行う者と推定すべき場合が多いが、その者が葬祭を行う者と認められない
場合には、その者以外の遺族で葬祭を行うべきものがこれに該当し、遺族がない場合には、
遺族に代わって葬祭を行うにふさわしい立場にある者が葬祭を行うものに該当する。
・葬祭料の支給要件に「生計維持」はない。
・社葬を行った場合、葬祭料を葬祭を行った会社に支給すべきか否かは、社葬の性質に
よって決定すべきである。社葬を行うことが会社の恩恵的あるいは厚意的性質に基づ
くときは葬祭料は遺族に支給すべきであり、葬祭を行う遺族がない場合に社葬として
会社において葬祭を行ったような場合は、葬祭料は当該会社に対して支給される（昭
23.11.29 基災収 2965 号）。
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2018年合格目標 Ｐｅｒｆｅｃｔテキスト国年法より抜粋 〔横断テーマ19「遺族の範囲」用〕
■２

重要度 AA

遺族の範囲（法 37 条の 2）

（法 37 条の 2 第 1 項）

遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であった
者の配偶者又は子（以下単に「配偶者」又は「子」という）であって、被保険者又は被
保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に
該当したものとする。 平14 択

平19 択

平24 択

平25 択

①配偶者については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって
生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること
平21 択

平23 択

②子については、18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にあるか又は 20 歳
未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない
こと

平14 択

平16 択

Point

・被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、
将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者
によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子
と生計を同じくしていたものとみなされる(法 37 条の 2 第 2 項)。 平14 択
・遺族基礎年金の遺族とされる「配偶者又は子」とは、「被保険者等にとっての配偶
者」であり、「被保険者等にとっての子」である。したがって、配偶者と子の血縁
関係は規定されていない。

参考

「子」について

・ここでいう「子」とは、以下の①～③の者をいう。
①死亡した被保険者又は被保険者であった者の実子又は養子
②死亡した被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であったその者の子
③死亡した被保険者又は被保険者であった者とその離婚した配偶者との間に生まれた別居中の子（※）
→この場合、養育費などの仕送りが継続されていることにより、生計維持関係が認められることが必要となり、
また、その子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合であっても、離婚した配偶者と生計を同一にしている
間については、遺族基礎年金は実際には支給停止となる。
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離婚した配偶者との間に別居中の子がある場合

生計同一
死亡

夫

妻

（離婚）

(被保険者）
（養育費などの仕送り）
生計維持

子
受給権者
（支給停止）

※上図中の「夫」と「妻」が逆の場合にも当てはまることとなる。

【遺族の範囲（典型例）】
（死亡）
被保険者
生計維持
又は
被保険者であった者
生計維持
子

Point

生計同一

配偶者
遺族

（配偶者と子の血縁関係は問われない）

生計維持関係の認定に係る基準（令 6 条の 4、平 23.3.23 年発 0323 第 1 号ほか）

・生計維持関係の認定に係る基準は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、
原則として、その者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額

（年額 850 万円）以上の収入を将来にわたって有する者以外のものであることとさ
れている。なお具体的には、生計維持関係が認められるためには、(1)の「収入要件」
と(2)の「生計同一要件」の両方を満たしていることが必要である。 平18 択
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(1)収入要件
次の(a)～(d)に該当する者は、「厚生労働大臣の定める金額（年額 850 万円）
以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者」に該当するものと
されている。
(a)前年の収入（前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入）が年
額 850 万円未満であること
(b)前年の所得（前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得）が年
額 655.5 万円未満であること

平20 択

(c)一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記(a)又は(b)に該当すること
(d)前記の(a)、(b)又は(c)に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来
（おおむね５年以内）収入が年額 850 万円未満又は所得が年額 655.5 万円未
満となると認められること
(2)生計同一要件
次の①～③のいずれかに該当する場合は、「生計を同じくしていた者」とされる。
①住民票上同一世帯に属しているとき
②住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき

平22 択

③住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
(a)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められ
るとき
(b)単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上
異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、
起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
(ｲ)生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(ﾛ)定期的に音信、訪問が行われていること

過去問＆例題
□

被保険者であった者であって、日本国内に住所を有していない 60 歳以上 65 歳未満の者が死亡
したとき、その者が老齢基礎年金の受給権者（保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対
象期間を合算した期間が 25 年以上あるものとする）であれば、遺族基礎年金の支給要件のう
ち保険料納付に係る要件は問わない。 平20 択
→○
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2018年合格目標 Ｐｅｒｆｅｃｔテキスト厚年法より抜粋 〔横断テーマ19「遺族の範囲」用〕
■２

重要度 AA

遺族（法 59 条）

〔１〕遺族の範囲（法 59 条１項）
（法 59 条 1 項）

遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶
者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖
父母」という)であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時（失踪の宣告を
受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時。以下この条において同
じ）その者によって生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあっては、次に
掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
①夫、父母又は祖父母については、55 歳以上であること。 平16 択
②子又は孫については、18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にあるか、又
は 20 歳未満で障害等級の１級若しくは２級に該当する障害の状態にあり、かつ、現
に婚姻をしていないこと。 平17 択
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、
子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時（失踪
の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時）その者によって
生計を維持したものとされる。
ただし、妻以外の者にあっては、生計維持要件のほか、次表に掲げる年齢又は障害の状
態に関する要件も満たしていることが必要である。
【遺族厚生年金の遺族となるための年齢又は障害の状態に関する要件】
年齢

子・孫

障害の程度

18 歳に達する日以後の最初の 20 歳未満で障害等級１級
３月 31 日までの間にあり、か 又は２級に該当する障害
の状態であり、かつ、現に
つ、現に婚姻していないこと
平17 択
婚姻していないこと

夫・父母・ 55 歳以上であること
祖父母

平16 択

―――――

Point

・生計維持の要件は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時でみる。
・配偶者のうち妻のみについては、年齢要件はなく、生計維持関係のみを要件としている。
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・兄弟姉妹は遺族の範囲に含まれていない。
・被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、
将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者
によって生計を維持していた子とみなされる（法 59 条 3 項）。 平27 択
・夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、被保険者等の死亡の当時にこれらの
者が 55 歳以上であり、生計維持要件を満たしていれば、受給権が発生するが、原則
として、受給権者が 60 歳に達するまでの期間、その支給が停止（若年支給停止）さ
れる（法 65 条の 2）。
・平成８年４月１日前に死亡した者の死亡については、夫、父母又は祖父母が 55 歳未満
の場合であっても、障害等級１級又は２級に該当する障害の状態にあれば、生計維持
要件を満たすことにより、遺族の要件に該当していることとされる。なお、この場合、
夫、父母又は祖父母が 60 歳未満である間であっても、障害等級 1 級又は 2 級に該当す
る障害の状態にある間は、若年支給停止は行われず、この場合の遺族厚生年金の受給
権は、障害等級 1 級又は 2 級に該当する障害の状態にある夫、父母又は祖父母につい
て、その事情がやんだとき（当該遺族厚生年金の受給権を取得した当時 55 歳以上であ
ったときを除く）は、消滅する（昭 60 法附則 72 条 2 項～4 項）。 平23 択

生計維持関係の認定に係る基準

参考

・生計維持関係の認定に係る基準は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、原則として、その者と生計
を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額（年額 850 万円）以上の収入を将来にわたって有する者
以外のものであることとされている。 平15 択

平25 択

なお、次の(a)～(d)のいずれかに該当する者は、「厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有す
ると認められる者以外のもの」に該当するものとされる。
(a)前年の収入（前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入）が年額 850 万円未満であること
(b)前年の所得（前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得）が年額 655.5 万円未満であること
(c)一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記(a)又は(b)に該当すること
(d)前記(a)、(b)又は(c)に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来（おおむね５年以内）収入が年額 850
万円未満又は所得が年額 655.5 万円未満となると認められること
参考

旧適用法人共済組合の退職共済年金等の受給権者の死亡に係る特例（平 8 法附則 11 条）

(1)夫、父母又は祖父母に係る遺族厚生年金の遺族の範囲の特例
平成 19 年４月１日前に死亡した旧適用法人共済組合（ＪＴ、ＪＲ、ＮＴＴの３共済）の退職共済年金等の受
給権者の死亡については、55 歳未満の夫、父母又は祖父母であっても、その死亡の当時夫、父母又は祖父母が障
害等級１級又は２級に該当する程度の障害の状態にあれば、生計維持要件を満たすことにより、当該夫、父母又
は祖父母は遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族とされる。 平18 択

平25 択

(2)支給停止の特例
上記(1)の特例に係る遺族厚生年金については、夫、父母又は祖父母が 60 歳未満である間であっても、障害等
級１級又は２級に該当する障害の状態にある間は、若年支給停止は行われない。
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(3)失権
上記(1)の特例に係る遺族厚生年金の受給権は、障害等級１級又は２級に該当する障害の状態にある夫、父母
又は祖父母について、その事情がやんだときは、消滅する。ただし、当該遺族厚生年金の受給権を取得した当時
55 歳以上であったときは、その事情がやんだときであっても、消滅しない。 平25 択

(2)遺族の順位（法 59 条 2 項）
遺族厚生年金を受けることができる遺族の要件を満たした者が複数いる場合、遺族厚生
年金の支給を受けるべき者の順位は、①配偶者、子、②父母、③孫及び④祖父母の順によ
る。 平16 択

平17 択

平23 択

平24 択

【遺族の順位】

１

２

３

４

配偶者
又は子

父母

孫

祖父母

先順位者が受給権を取得したときは、遺族厚
生年金を受けることができる遺族とされない

Point

・遺族厚生年金は、労働者災害補償保険法による遺族補償年金のような転給制度はな
い。そのため、先順位者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、後順位者は当
該遺族厚生年金を受けることができる遺族とされない。 平23 択

平27 択

過去問＆例題
□

配偶者の死亡に係る遺族厚生年金の遺族の取扱いについて、離婚の届出がなされ、戸籍簿上も
離婚の処理がなされている場合には、その後に事実上婚姻関係と同様の事情にあり、当事者間
に、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があ
り、その事実関係が存在するときであっても、配偶者の死亡に係る遺族厚生年金の遺族とはし
ない。 平23 択
→×

設問の場合には、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められ、遺族とされる。
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