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１．労働保険の適用・徴収を行う組織 

厚生労働省 
都道府県労働局 

（47） 
労働基準監督署 

（325） 

労働保険適用・徴収部門 
   (653人） 

適用（保険料申告書の審査・  
    保険料額の決定等） 
  （413人） 

 労働保険適用指導官 
  （72人） 

労働保険適用指導官 
 （20人） 

（3,291人）  
  （4,950人） 

［人数は平成23年度末定員］ 

１ 

公共職業安定所
（545） 

 （11,773人） 

都道府県労働局の適用・徴収業務を
行う職員の総数 
    745人    適用 505人 
             徴収 240人 

 （5,216人) 

徴収（滞納整理等） 
   （240人） 

総務・予算・企画・事務指導 

システム管理 

労働保険徴収課 
          (23人） 

（注１）労働保険適用徴収業務は、主に、都道府県労働局において実施している（一部の労働基準監督署又は公共職業安定所では、 

   労働保険の適用事務のために労働保険適用指導官を配置しているが、順次、都道府県労働局への集約化を進めている）。 

（注２）労働基準監督署では主に監督・安全衛生・労災給付、公共職業安定所では主に職業紹介・失業等給付の業務を行っている。 



（参 考）  

平成22年度 保険料等別決算額 

２ 

構成比

億円 ％

7,841 25.3
23,056 74.4

83 0.3

30,981 100.0

労災保険料
雇用保険料

平成22年度

計

区　　分

一般拠出金

※一般拠出金は、石綿による健康被害の救済に関する法律 
  （平成１８年２月１０日法律第４号）第３５条第１項に基づき 
  徴収するもの。 

 労災保険料 
25.3% 

 雇用保険料 
74.4% 

 一般拠出金 
0.3% 

平成22年度 
3兆0,981億円 



厚生労働省、都道府県労働局等 

個別手続事業場 
（約165万事業） 

労働保険事務組合※（10,179組合） 

委託事業場（約129万事業） 

※ 中小零細事業主が、事務負担を軽減するため、労働保険料の申告・納付や各種届出等の労働保険事務を、厚生労働大臣の 

  認可を受けた事業主の団体（商工会、事業協同組合等）に委託できる制度 

原則年１回、その年度の保険料額*を事業
主が自ら申告・納付  （一定の場合は分割
納付も可能） 
○ 申告書送付（外部委託） ： 約168万枚 
○ 申告書の受付、審査（外部委託）、 
  保険料収納 
○ 年間総納付件数 ： 約264万件 

申告・納付 

委託 

申告・納付 （約3,774億円） 

（約2兆7,207億円） 

【数値は平成22年度】 

事業所への立入検査 
件数 ： 約5万2千件 

督促状発行 ：  
   約35万件・約545億円 
納付督励 ： 延べ約67万件 
領収額    ： 約152億円 

滞納処分 

差押等件数 

：約2万2千件 
差押等金額 

：約52億円 

○ 原則として労働者を１人以上雇用する全ての事業に適用（個人事業主を含む） 

    適用事業場数２９４万（平成２２年度末）、保険料等収納額３兆０，９８１億円（平成２２年度）、保険料収納率９７．５％（平成２２年度）                

＊ １年間に労働者に 
  支払った賃金の総額 
    に保険料率を乗じて 
    算出 

３ 

２．（１）労働保険の適用・徴収の流れと主な数値 



２．（２）労働保険の対象事業場・保険料計算 

（１）労働保険 

○ 労働保険とは、労災保険（労働者災害補償保険）と雇用保険を総称したもの。 

○ 原則として、労働者を１人以上雇用する全ての事業に適用される。 
 （注）平成22年度末の適用事業場数は約294万。 

（２）労働保険料 

○ 事業主が、１年間に労働者に支払った賃金の総額に保険料率を乗じて算出。 

 ① 労災保険料 ＝ 全労働者の賃金総額 × 労災保険率 

４ 

   雇用保険率・・15.5／1,000(一般の事業。24年度から13.5／1,000) 
          17.5／1,000(農林水産、清酒製造の事業。24年度から15.5／1,000) 
                 18.5／1,000(建設の事業。24年度から16.5／1,000) 

（３）石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 
 ○ 石綿健康被害者の救済費用に充てるため、労災保険の適用事業主から徴収。 

  一般拠出金 ＝ 全労働者の賃金総額 × 0.05／1,000 

   労災保険率・・「事業の種類」（55種類）により、3／1,000～103／1,000 

         （24年度から2.5／1,000～89／1,000） 

 ② 雇用保険料 ＝ 全労働者※の賃金総額 × 雇用保険率 
    

※ 雇用期間・労働時間等により、 

   適用除外となる者がいる。 



２．（３）労働保険料の申告・納付手続① 

○ 労働保険料の負担は、以下のとおり。 
  労災保険 事業主負担 
  雇用保険 失業等給付部分は労使折半、雇用保険二事業部分は事業主負担 

○ 原則年１回、事業主が自ら申告・納付。 

○ 原則として、労災保険料と雇用保険料、一体の労働保険料として徴収。 

○ 申告は、概算・確定方式を採用。 

  （①現年度の概算保険料、②前年度の保険料を精算するための確定保険料、 
  ③石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の申告を、同時に行う）。 

○ 概算保険料額が40万円以上の場合、最大３回に分けて納付することが可能。 

５ 労働局 

金融機関 

原則年１回 

申告・納付 
事業主 



２．（３）労働保険料の申告・納付手続② 

【有期事業】（対象事業数：56万事業（平成22年度）） 
○ 有期事業とは、建築工事等の「期間が予定されている事業」。 

○ 有期事業は、原則、その事業ごとに申告・納付。 

○ 小規模な建設の事業については、一括して申告・納付が可能。 

【特別加入制度】（加入者：170万人（平成22年度）） 
○ 労働者以外の者のうち、業務の実情、災害の発生状況などから見て、特に労働 
 者に準じて保護することが適当であると認められる一定の者に、特別に労災保険  
 への任意加入を認める制度。 

 ① 中小事業主等 
 ② 一人親方その他の自営業者、特定農作業従事者 
 ③ 海外派遣者 

  特別加入保険料 ＝ 給付基礎日額×365日×（特別加入月数/12月）×保険料率 
 （注）給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定するための基礎となる額 
    （原則として、3,500円～20,000円のうちで自ら選択） 

【労災保険のメリット制度】（対象事業数：12万事業（平成22年度）） 
○ 災害防止努力を促進させるため、一定規模以上の事業について、個々の事業 
 ごとに、労働災害の発生度合いに応じて、労災保険料の額を増減する制度。 
  

 
  

６ 



２．（４）労働保険事務組合について 

１．労働保険事務組合とは 
  中小零細事業主が、事務負担を軽減するため、労働保険料の申告・納付や各種届出等の 
 労働保険事務を、厚生労働大臣の認可を受けた事業主の団体（商工会、事業協同組合等） 
 に委託できる制度。 
 

中小零細事業主 厚生労働省 
労働保険 
事務組合 

労働保険料の 

申告・納付等 

の事務の委託 

労働保険料の 

申告・納付 

認  可 

利点：中小零細事業主における事務処理の負担軽減 

２．労働保険事務組合の現状（平成２２年度末） 
  

事 務 組 合 数 １０，１７９組合 

委 託 事 業 数 １２９万事業（全適用事業場に占める割合４３．９％） 

事務組合取扱保険料等 ３，７７４億円（保険料等収納額に占める割合１２．２％） 

７ 



（注） 事業場数は、全て年度末（３月末）時点の件数を計上。 

○ 適用事業場数は、３０年間で約１．４３倍に増加。 

２．（５）適用事業場数 

８ 

1,671  1,694  

1,860  

2,050  

2,165  

2,278  

2,360  

2,542  

2,719  

2,858  

2,939  

3,038  3,059  3,061  
2,999  

2,967  2,976  
2,958  2,944  
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（年 度） 

30年間で約1.43倍 2,050千件 2,944千件 

（千件） 



２．（６）事業場への立入検査① 

調査の準備 

事前通知 

質問・検査 

 ①申告書等の記載内容の分析結果、②過去の調査実施状
況などに基づき疑問点・着眼点を抽出し、調査事業場を決定。 

 事業場に対し、葉書等により①日時、②場所、③担当者、 
④調査に必要な書類を通知し、日程調整。 

職権による労働 
保険料額の決定 

 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」で定める立入
検査権に基づき、対象事業場に対し質問し、又は書類を検査
することにより、申告内容等を確認。 

 調査の結果、申告内容等に誤りを確認した場合には、職権に
より、正しい労働保険料等の額を決定し、調査結果を通知。 
 その際、その処分に対して異議申立ができることを教示。 

調査結果を交付した時点で調査は終了。 調査の終了 

９ 



２．（６）事業場への立入検査② 

1.6% 

1.8% 
1.7% 

1.4% 
1.3% 

1.5% 
1.6% 

1.7% 

1.9% 

0.0% 

0.5% 

1.0% 

1.5% 

2.0% 

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 

立入検査の推移（H14～22） 

（注）立入検査の件数を全事業場数で除したもの 
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３．（１）労働保険料の法的性格 
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 ※ 労働保険料の徴収は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に別段の規定があるものを除き、 

  国税徴収の例により徴収することとされている。 

  労働保険料の法的性格 

性  質 
  基本的に給付と負担は連動しており、保険給付に要する費用は、 
   事業主から徴収する保険料及び国庫負担により賄っている。 

債権の優先徴収権  労働保険料は、国税及び地方税に次ぐ、優先徴収権を有している。 

徴収権の消滅時効 ２年 

延滞金の取扱い 

 ○ 法定納期限まで納付がなされない場合は、督促状を発行する。 
  督促状に記載されている期限までに完納されない場合、延滞金を 
  課す。 

 ○ 延滞金の割合 

  ・納期限の翌日から２月を経過する日まで   年４．３％（平成２４年）  

  ・納期限の翌日から２月を経過した日以後   年１４．６％  

督促状の送付  
義務規定 

 期限（督促状を発する日から１０日以上経過した日）を指定して督促 
 しなければならない。 



３．（３）労働保険料の納付方法 

○ 納税者利便を向上させるために、電子納付を導入するなど、納付手段は多様化 
  している。 
 

○ 労働局の窓口における納付件数は、全体の４.３％（平成22年度）。   

納付手段別の納付件数 

（単位：件） 

納付手段 金融機関窓口 口座振替 労働局窓口 電子納付 合計 

納付件数 5,033,231  77,880  231,988  33,137  5,376,236  

割  合  93.6% 1.4% 4.3% 0.6% 100.0% 

12 



３．（３）滞納整理の実施手順 
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事 

業 

主 

等 

納期限 

督促 

財産調査 

捜索・差押 

督促指定期限 

督促状 

納付督励 来所通知書 

事業場へ臨場 納付督励文書 

  7月10日（第１期） 

10月31日（第２期） 

  1月31日（第３期） 

換価等 

差押予告 差押予告通知 

（滞納処分開始） 

分割納付等の相談 

※現年度内に完結する納付計画を 

  提出させる 

（第１期）1,684,890件 
（第２期）    467,263件 
（第３期）    471,020件 

（22年度）349,051件 

納付督励＋事業場へ臨場 

（22年度）672,164件 
（督促状の指定期限を過ぎても納付がない
事業場への延べ督励件数） 



３．（４）労働保険料の滞納発生状況 

○ 労働保険料はそのほとんどが期限内に収納されており、平成22年度の滞納発生 
   割合（金額ベース）は0.8％である。 

14 

 

 

保険料別滞納発生割合（平成 22 年度） 

                                       （単位：億円、％） 

区  分  徴収決定済額 (A) 新規発生滞納額 (B) 滞納発生割合 (B/A) 

労災保険料   7,859    77  1.0 

雇用保険料  23,129   167  0.7 

一般拠出金     84     1  0.6 

合計  31,072   245  0.8 

       

 



３．（５）労働保険料滞納の推移 

○ 労働保険料の滞納金額は平成14年度より減尐傾向にある。 
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※ 平成１４年度については、雇用保険料の追加徴収が行われた年度であるが、追加保険料のうち労働保険事務組合分 
 の納期限が翌年度５月とされたことにより、滞納額が一時的に増えたもの。（徴収決定済額のみ平成１４年度に計上され、 
 収納は翌年度となったことによるもの。） 



３．（６）滞納整理の状況 

○ 平成22年度において、新たに245億円の新規滞納が発生する一方、 
  279億円の滞納整理等を実施した結果、年度末における滞納残高は 
  694億円となっている。 

16 

22年度新規発生滞納 
245億円 

  

22年度滞納整理済額 
279億円 

21年度末滞納残高 
729億円 

合計 
973億円 

22年度末滞納残高 
694億円 



４．情報の収集・管理（情報交換の状況） 
○ 厚生労働省は、適正・公平な保険料負担の観点から、以下の機関から事業場 
 の労働保険の未手続情報を取得している。 

 （１）都道府県労働局内からの日常的な情報取得 
   ・ 事業場への監督業務時、保険給付（労災、雇用）時、助成金支給時 等 

 （２）他省庁・地方公共団体等からの情報取得 
   ・ 国土交通省、地方公共団体等 

      タクシー・バス・トラックの事業認可時や公共工事の発注時等に、事業場名、  

    所在地、労働保険への加入状況等の情報を取得。 

   ・ 日本年金機構 

      厚生年金保険の適用事業所情報（住所・名称・連絡先・被保険者数等）を取得。 

    ・  法務省 

     平成２４年度に、新たに法務省の保有する法人登記簿情報を入手できるよう 

   にする予定であり、この法人登記簿情報を活用し、労働保険の適用事業場情報 

   と突き合わせすることにより、新たな未適用事業場を把握することにしている。 

○ 厚生労働省は、次の情報を日本年金機構に提供している。 
   ・ 労働保険適用事業場データ（住所・名称・連絡先・事業場規模等） 
  

   
17 


