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第二部の出前授業の内容
第二部：社会保険とは

７．病気やけがで病院に行ったとき --- 医療保険

８．職場や通勤中にけがをしたとき --- 労災保険

９．失業したり退職したりしたとき --- 雇用保険

１０．年をとったときの生活は？ --- 年金保険

１１．困ったときの相談先は

最後に 社会保険労務士(社労士）とは
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第一部で ４．給与明細をよく見てみよう
で、法定控除の話をしました。
給与明細は「勤怠」、「支給」、「控除」の３つに分かれている

今回は控除のうち健康保険、厚生年金、雇用保険の話です。
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住宅手当 20,000

通勤交通費 12,000

時間外手当 6,645

支給額 208,645
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健康保険 9,960

厚生年金 18,182

雇用保険 835

所得税 3,620

住民税 7,500
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差引支給額 158,048
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•社会保険とは５種類の保険の総称です。公的な保
険であるため、全ての国民に加入義務があります
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第二部：社会保険とは

• 「万人は一人のために、一人は万人のために」
（マーネス）共助の精神

• 保険とは、将来起こるかもしれない危険に対し、予測
される事故発生の確率に見合った一定の保険料を加
入者が公平に分担し、万一の事故に対して備える相
互扶助の精神から生まれた助け合いの制度です。



病気やけがの場合治療費が3割の負担ですむ制度

日本では「国民皆保険」といい、すべての人が医療保険に
加入する制度になっています。医療保険にも制度の種類が
ありますので、下の表で確認しましょう。

保険の種類 対象になる人 保険料の支
払

保険者

健康保険 会社に雇用される人と、
その人に養われる人

本人と会社
が折半

健康保険組合・
協会けんぽ

国民健康保険 自営業者やその人に養
われる家族、無職の人

本人が全額 市町村、特別区、
国民健康保険組合

共済組合 公務員・学校の職員や、
その人に養われる家族

本人と国な
どが折半

国・地方自治体・
私学共済

後期高齢者医療 75歳以上の人など 本人が全額 後期高齢者医療広
域連合

７．病気やけがで病院に行ったときＰ２８～３１
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病気、けが、出産、働けないとき、死亡などのときに、
どのような給付があるのでしょうか

健康保険の内容

●病気やけがをしたとき

被保険者（保険に加入する人）証を提示して
窓口で治療費の3割を支払います。つまり、7割
は健康保険の保険料などから支払われます。

●出産で仕事を休むとき

出産で仕事を休むときに、会社から給与が支
給されない場合には給料の3分の2相当の金
額が支給されることになっています。期間は出
産日前42日と出産日以後から56日間です。
ただし、養われている家族は対象外です。
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●出産をしたとき

妊娠4ヶ月以上で出産したときは、「出産育
児一時金」として最大42万円が支給されます。
また、養われている家族が出産したときは、
「家族出産一時金」として最大42万円が支給
されます。

●病気やけがで働けないとき

けがや病気で働けず、会社から給料が出
ない場合には、働けなくなって休んでいる4
日目から「傷病手当金」として、給料の3分の
2相当の金額が支給されることになっていま
す。
期間は支給開始日から1年6か月以内の働
けなかった日です。
養われている家族は対象外です。
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●亡くなったとき

亡くなったときは「埋葬料」として5万円が遺族に支払われま
す。なお。遺族がいないときには、埋葬を行った人に「埋葬費」
として5万円を上限に実費が支払われます。
養われていた家族が亡くなったときは、「家族埋葬料」として5
万円が支給されます。

●治療費が高額になったとき

同じ人が同じ医療機関に対して1か月（1日から月末）間に
支払った治療費が一定の金額を超えたときは、その超えた
金額が「高額療養費」として払い戻しを受けることができます。
戻ってくる金額は所得によって異なります。
【1か月の治療費として30万円支払った場合】
一般的な会社員の場合、21万2570円が戻ってきますので、
実際の負担は8万7430円になります（目安ですので、実際の
金額とは異なる場合がありますし、適用外となる治療もあり
ます）。
全国健康保険協会のホームページで試算ができます。
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８．職場や通勤中にけがをしたときＰ３２～３５

斎藤君はレストランのキッチンでアルバイトをしていて、ポテト
を揚げていた油がこぼれ、足に３週間のやけどを負ってしまい
ました。
店長に相談したところ「アルバイトなので、斎藤君のお父さん
のはいっている『健康保険』で治療するように」と言われました。

労災保険は原則として一人でも労働者を雇ってい
れば、会社に加入の義務があります。働き方に関係
なく労働者として働いている限り、労災保険の対象
者となります。つまり、先ほどの店長のコメントは法
令上不適切で、労災保険で治療することになる可能
性が極めて高くなります。つまり、本人が治療費を
支払う必要はありません。

9

当然、アルバイトも労災保険の対象です。



仕事の行きかえりのけがは労災保険？

山田君は1日の仕事が終わり、電車のプラット
ホームに向かっていましたが、途中の階段でこ
ろげ落ちて足を骨折してしまいました。
仕事の帰り道のけがは、仕事中のけがではな
いので、「健康保険」での治療になるでしょうか。

労災保険は仕事中のみ使えるという勘違いが多く見られます。
しかし、通勤中のけがにも使えて、これを通勤災害といいます。
①家と働く場所との往復
②働く場所から、ほかの働く場所への移動
③単身赴任先の家と帰省先の家との間の移動
ただし、通勤の経路を外れたり（逸脱）、通勤と関係のない行
為を行ったり（中断）したときは経路に戻っても原則として労災
の適用は認められません。
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雇用保険の基本手当

９．失業したり退職したりしたときＰ36～39

会社を辞めたり、辞めさせられたりしたとき、何か保障がある
のでしょうか。そんなときは雇用保険からの給付があります。

●雇用保険は働いていれば、誰でも入れるのか？
加入する人

①31日以上の雇用見込みがある
②1週間に労働時間が20時間以上

加入しない人

①農業や漁業
②会社の社長、役員
③公務員
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●基本手当を受けるときは次の2つの条件が必要です

失業中の保障―基本手当

次のような状態にあるときは基本手当を受けることができません。

①病気やけがのため、すぐには就職できないとき
②妊娠・出産・育児のため、すぐに就職できないとき
③定年などで退職してしばらく休養しようと思っているとき
④結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

①ハローワークにいき、求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的
な意思があるにもかかわらず、職業に就くことができない失業の状態に
あること。
②会社を辞める日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が通算
して12か月以上あること。ただし、会社を辞め、理由が倒産や解雇の場
合は通算6か月以上の場合でも可能です。
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●基本手当のほか、基本手当の受給資格がある人が安定した職業に
就いた場合、基本手当の支給が残っている日数などに応じて支給され
る再就職手当や、就業手当などもあります。

その他手当

次のような状態にあるときは基本手当を受けることができません。

●教育訓練給付とは
働く人の能力を高めて雇用の安定を図るため、教育訓練
給付制度があります。一定の要件を満たした一般の被保険
者（要件を満たした一般の被保険者であった人も含む）が
厚生労働省の指定する講座を受講し、修了した場合に受け
取れるものです。支給額は冊子の図で確認してください。

教育訓練が受けられる講座の例

パソコン 語学 福祉・保健衛生
専門士業
（社会保険労務士、
弁護士など）

技術関係
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年金の仕組み：国民皆年金（２０歳以上６０歳未満）

10.年をとったときの生活は？Ｐ４０～４５

●国民年金に加入する人（被保険者）は3種類に分けられます

年金制度は将来にわたって維持して行かなければならない、
とても大切な制度です。ここではどうして年金制度があるのか、
そして将来もらえる年金はいくらになるのかなど、年金制度に
ついて勉強しましょう。

国民年金第２号被保険者
会社員・公務員

2
号

国民年金第１号被保険者
20歳以上の学生・

自営業者・その配偶者等

1
号

国民年金第３号被保険者
第2号被保険者に

扶養されている配偶者。

3
号
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年金制度

厚生年金（報酬比例）
代行部分

年金払い
退職給付

第1号被保険者
20歳以上の学生・
自営業者・
その配偶者等

第2号被保険者
会社員・公務員

第3号被保険者
第2号被保険者
に扶養されて
いる配偶者。

国民
年金
基金

確定拠出
年金（個
人型）

iDeco

確定拠出
年金（個
人型）

iDeco

確定
拠出
年金

（企業型）
厚生年金
基金

確定給付
企業年金

確定拠出年金
（企業型）
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確定拠
出
年金（個
人型）

iDeco

国民年金（基礎年金）



●パートタイマーやアルバイトの場合は何号被保険
者になるのか

田中君はレストランのキッチンで１日7時間、週5日アルバ
イトとして働いています。1日8時間、週5日働いている社員
は第2号被保険者として国民年金と厚生年金に加入してい
ますが、中田君は店長に「アルバイトなので厚生年金には
加入できず、国民年金になる」といわれました。アルバイト
の場合、何時間働いても第1号被保険者（国民年金）になる
のでしょうか？

パートタイマーやアルバイトが加入する基準は原則として「働
いている日数と時間が一般の社員の4分の3以上」となってい
ます。上のケースでは田中君を第2号被保険者として厚生年金
に加入させなければいけません。
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●国民年金保険料が払えない場合はどうするのか。

川村君は大学2年生ですが、9月で20歳の誕生日を迎えた
ことで、日本年金機構から納付書が送られてきました。
ケガをしてバイトができないことで非常に生活が厳しく、国
民年金の保険料を支払うことができそうにありません。
どうすればよいのでしょうか

学生であっても、仕事をしていなくても加入しなければいけま
せん。学生には、「学生納付特例」という制度があります。どう
しても国民年金の保険料が支払えない場合は保険料の支払
いが猶予されたり(若年者納付猶予)免除される(申請免除)制
度がありますので、必ず手続きをするようにしてください。
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年金保険の内容

支給要
件

国民年金の保険料を10年払っていること
※学生納付特例制度、全額免除制度などによって、保険料を猶予・免除して
いる期間を含みます。

国民年金［老齢基礎年金（満額）：1人分］64,941円（月）
＊国民年金の保険料を20歳から60歳まで40年間支払った場合。
支払っていない期間がある場合には、年金額が減少します。

厚生年金［夫婦２人分の老齢年金を含む標準的な年金額］221,277円（月）
＊夫が平均的収入（給料42.8万円程度）で第２号被保険者として４０年間働
き、妻がその期間すべて第３号被保険者として専業主婦であった世帯の目安

支給期間 65歳から亡くなるまで

年金額

●老齢になったとき

皆さんのおじいちゃん、おばあちゃんが支給されている
ケースが多い老齢年金がよく知られています。
しかし、これだけではありません。
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主な支給要件

①保険料をきちんと納付していること。
加入期間の３分の２以上を納付しているか、免除・猶予されていることが必要
である。
②障害等級1級または2級に該当していること。
③初めて医師の診療を受けたときから、1年6か月たったとき（その間に治った
とき）に障害にあるか、または65歳になるまでの間に障害の状態になったとき

年金額
【障害等級1級】81,177円（月）
【障害等級2級】64,942円（月）
＊一定の子どもがいる場合には金額の加算があります。

支給時期 障害等級に該当しなくなるまで、もしくは亡くなるまで

●障害の状態になったときの給付
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●亡くなったときの給付

亡くなったとき、その人に扶養されていた一定の家族に支払われるのが遺族年金
です。国民年金の「遺族基礎年金」と厚生年金の「遺族厚生年金」があります。



１１.困ったときの相談先Ｐ46～47

職場トラブルの相談は・・・

総合労働相談所（都道府県社会保険労務士会）
0570-064-794（ナビダイヤル）

愛知県労働局総合労働相談コーナー
052-972-0266

個別労働紛争の解決は・・・

社労士会労働紛争解決センター
0570-064-794（ナビダイヤル）

紛争調整委員会（都道府県労働局）
052-972-0266
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社会保険労務士（社労士）とは（Ｐ４８）

職場のトラブルを未然に防止し、労働者の皆さんが「いきい
きと職場で働く」ことのできる職場環境づくりをお手伝いしま
す。

●就業規則の作成、見直し

●給料や労働時間、休日など、労働条件の設計など

●労働保険、社会保険など、就職から退職までの各種手続
書類の作成、提出など

社会保険労務士は会社の経営者・労働者だ
けではなく、その家族を含めて、誕生から老
後まで、「ヒト」の一生を支える専門家です。
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ご清聴ありがとうございました！


