
労災保険特別加入制度のご案内

労災保険特別加入制度は
あなたと家族を守ります



労災保険特別加入制度とは
労災保険特別加入制度とは、労働者（会社等に勤めている者）以外の方のうち、業務の実態や、
災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、
一定の要件の下にて労災保険に特別に加入することを認めている制度で、分かりやすく言
えば個人事業主であるあはき師が業務上や通勤途中の怪我などの労働災害にあった場合に、
勤務者と同様に労災保険の適用を受ける事ができる制度です。
補償内容は一般的な労災保険制度とほぼ同じですが、大きな違いは給与額により保険料や
補償額が自動的に決まるのではなく自分で掛け金（保険料）選ぶ点です。

主な補償内容

治療費、入院費、看護費、移送費に
ついて、原則としてその傷病が治癒
するまでの間、無料で療養を受ける
ことができる

休業の４日目以降から、１日につき
給付基礎日額の 80％（特別支給金
20％を含む）が支給される。

傷病が治癒し、身体に障害が残った
場合に、その障害の度合いにより年
金または一時金として支給される。

（障害等級 1 ～ 7 級の場合は年金と
して給付基礎日額の 131 ～ 313 日分、
障害等級 8 ～ 14 級の場合は一時金
として給付基礎日額の 56 ～ 503 日
分を給付）

死亡に至った場合、死亡当時その労働
者の収入によって生計を維持されてい
た一定の遺族に対して、年金または一
時金として支給される。（遺族数 1 ～
４名の場合に年金として基礎日額の
153 ～ 245 日分、又は一時金として給
付基礎日額の 1,000 日分を給付、葬儀
費用として 31 万 5 千円に給付基礎日
額の 30 日分を加えた額または給付基
礎日額の 60 日分のいずれか高い方）



例えば、１日あたり 24 円
「給付基礎日額8,000円」
を選んで労災保険特別加入制度

に申し込んだ Aさんが

業務中に常時中腰の姿勢が続いたため
に腰痛が悪化して 30日間休業した場合
は・・・

療養補償給付
治療費（入院費を含む）の全額を支給

休業補償給付
172,800 円＋ご自身が入っている所得

補償保険等からの休業補償

例えば、１日あたり 30 円
「給付基礎日額 10,000円」
を選んで労災保険特別加入制度

に申し込んだ Bさんが

勤務中に追突事故に合いむち打ち症状が
酷く60日間休業した、また前歯が三本
折れ歯科補綴し後遺障害１４等級と認定
された場合は・・・

療養補償給付
治療費（入院費を含む）の全額を支給

休業補償給付
456,000 円＋自賠責保険からの慰謝料※ 2

や民間保険からの休業補償※３など

障害補償給付
640,000 円 ( 一時金 ) ＋自賠責保険から
の慰謝料やご民間保険等からの障害補償

例えば、１日あたり 36 円
「給付基礎日額 12,000円」
を選んで労災保険特別加入制度

に申し込んだ Cさんが

自転車で通勤中に歩行者をよけて電柱に
激突して頭部を強く打ち両目の視力が
0.06以下になり後遺障害４等級と認定
され90日間休業した場合は・・・

療養補償給付
治療費（入院費を含む）の全額を支給

休業補償給付
853,200 円＋ご自身が入っている所得補
償保険等からの休業補償

障害補償給付
62,556,000 円 / 年（年金）と 2,640,000
円（一時金）＋ご自身が入っている傷害
保険からの障害補償など

例えば、１日あたり 60 円
「給付基礎日額 20,000円」
を選んで労災保険特別加入制度

に申し込んだ Dさんが

往療先への運転中に事故に遭い１年間入
院された後に死亡した場合は・・・

療養補償給付
治療費（入院費を含む）の全額を支給

休業補償給付
5,840, ０00 円＋自賠責保険からの慰謝
料※２や民間保険からの休業補償※３など

遺族補償給付＋葬祭料 (915,000 円 )
4,460,000 円 / 年※４（年金）と
3,000,000 円（一時金）＋自賠責保険
からの慰謝料やご自身が入っている生命
保険からの給付など

※２　労災保険と自賠責保険では補償が重複しない部分
             についてのみ併給が可能
※３　契約している保険によって補償内容が異なります。　　    
             また休業補償にも上限がある事が多い
※４　ご遺族 3 人の場合（民間保険の場合は事故発生日
              から 180 日を経過すると支払われない事が多い）



労災保険と自賠責保険について

労災保険と自賠責保険は併用できないのが基本ですが、
補償項目が被らない部分については、どちらの保険にも
請求することができます。また、どちらの保険を使うか
について優先順位はないため、補償される部分とされな
い部分を理解したうえで、自分にとってメリットのある
方を選択しましょう。

労災保険は厚生労働省管轄の保険

自賠責保険は国土交通省管轄の自動車保険

労働者が通勤途中や業務中に負ったケガや
障害、病気についてその損害を補償

自動車の交通事故について、最低限の損害
賠償

労災保険と自賠責保険では労災保険と自賠責保険では
補償が重複しない部分についてのみ補償が重複しない部分についてのみ

供給が可能供給が可能

労災保険のメリット 労災保険のデメリット

治療費の負担が少ない
　自由診療分も全額補償。自賠責保険や任意保険では　
　健康保険は利用できるものの自由診療分は全額負担。

限度額がない
　自賠責保険には 120 万円という限度額があるので、
    治療が長引いて治療費がかさんでくると、任意保険
    会社が自社で負担しなければならないため、治療費
    の打ち切りを打診してくる場合がある。

過失相殺をされない
    交通事故では被害者であっても、一定の過失が認め
    ら れればその部分は自己負担というのが原則。
    そのため自賠責保険では、被害者の過失割合が大きい
    場合、損害賠償金が過失相殺によって減額される。

等級認定手続きにおいて顧問医が被害者と
直接面談を行う
    自賠責保険の後遺障害は書類審査のみのため、書類
    上から読み取れる等級と実際の等級で差異があっても
    適切な等級認定がされない可能性がある。

後遺障害年金がある
　労災保険で 7 級以上の後遺障害が認定されると補償
　年金が支給されるが、自賠責保険では障害等級に関係
　なく一時金のみ※ 5 しか支払われない。

遺族年金がある
　労災保険は遺族への年金が支給されるが、自賠責保険
　では遺族への一時金のみ※ 5 しか支払われない。

※ 5　ただし一時金の額は労災保険より大幅に高い

慰謝料がない
　ただし自賠責保険や任意保険に別途請求可能なので
　実質は変わらない。

休業補償額が低い
　休業補償が給付基礎日額の 80％（休業補償給 60％
　＋休業特別支給金 20％）
　免責 3 日間（60 日間仕事を休んでも休業補償給付で　　
　計算される日数は 57 日）



メリット、デメリットのまとめ

・交通事故に遭った場合に労災保険と自賠責保険は重複
   しないものは併給されるので、両方入っていたほうが
   実際に支給される額は多くなる。

・交通事故の過失割合が相手よりも自分の方が大きい
   場合は自賠責保険より労災保険の方がよい。

・相手が無保険だった場合は自賠責保険が使えないので
   労災保険を利用するしかない。

ご自身とご家族を守るためにはご自身とご家族を守るためには
両方入っていた方が良い。両方入っていた方が良い。



自賠責保険と労災保険の比較例
昨年の申告所得（収入額－必要経費）が
365万円 /年だったので、給付基礎日額を
10,000で労災保険特別加入したAさん

勤務中に追突事故に合いむち打ち症状が酷く
通院日数 10日で 60日間休業した、また前
歯が三本折れ歯科補綴し後遺障害
１４等級と認定された場合

自賠責保険を利用

労災保険を利用

治療費    　全額補償※ 6（ただし自由診療分は自己負担）
　　　         84,000 円（傷害慰謝料）

休業補償　600,000 円＋ 114,000 円
                                                 （労災の特別給付金）

後遺障害　835,850 円※ 7

　　　　　（逸失利益＝ 365 万円× 5％× 4.580）＋
　　　　　320,000 円（後遺障害慰謝料）＋
　　　　　80,000 円（労災の特別支給金）

※ 6　120 万円を超えたら加害者に請求
　　　（通常は任意保険会社に請求）
※ 7     14 等級の一般的な例です
　　　（労働能力喪失率 5％　ライプニッツ係数 5 年）

治療費　　　全額補償（自由診療分も補償）
休業補償　　456,000 円＋
　　　　　　84,000 円（自賠責の傷害慰謝料）
後遺障害　　640,000 円＋
　　　　　　320,000 円（自賠責の後遺障害慰謝料）

昨昨年の申告所得（収入額－必要経費）が40
万円 /年だったが、今年は売り上げが伸びて
４０万円 /月になったので、給付基礎日額を
20,000で労災保険特別加入した Bさん
勤務中に追突事故に合いむち打ち症状が酷く
通院日数 10日で 60日間休業した、また前
歯が三本折れ歯科補綴し後遺障害
１４等級と認定された場合

自賠責保険を利用

労災保険を利用

治療費    　全額補償※ 6（ただし自由診療分は自己負担）
　　　         84,000 円（傷害慰謝料）

休業補償　394,520 円＋ 228,000 円
                                                （労災の特別給付金）

後遺障害　549,600 円※ 7

　　　　　（逸失利益＝ 240 万円× 5％× 4.580）＋
　　　　　320,000（後遺障害慰謝料）＋
　　　　　80,000 円（労災の特別支給金）
※ 6 　120 万円を超えたら加害者に請求
　　　（通常は任意保険会社に請求）
※ 7      14 等級の一般的な例です
　　　（労働能力喪失率 5％　ライプニッツ係数 5 年）

治療費　　　全額補償（自由診療分も補償）
休業補償　　912,000 円＋
　　　　　　84,000 円（自賠責の傷害慰謝料）
後遺障害　　1,200,000 円＋
　　　　　　320,000 円（自賠責の後遺障害慰謝料）



全日本鍼灸マッサージ師会の会員なら※ 8　1 年間（令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年
3 月 31 日まで）事務手数料が無料！！　（入会申し込みフォームは下段にあります）
一般の組合員なら半年間（令和 4 年 4 月 1 日～令和 4 年 9 月 30 日まで）事務手
数料が無料！！　

※ 8． 労災保険特別加入へのお申込み前に全日本鍼灸マッサージ師会の入会手続
              が完了されている方が対象になります

労災保険特別加入制度手続きの流れ



※ 9．初回のみ必要。すでに出資済の方は
            必要ありません。協同組合を退会する
            際、出資金は返金されます。
　　   但し、財務状況に応じた金額になる
            ため元本が保証されるものではありま
            せん。

※注
サイト内にある治療費、休業補償、後遺障害、遺族補償等の補償給付額は全て一例で実際の給付額は諸状況により
変動する可能性があります。



労災保険特別加入Q＆A
給付基礎日額は保険料と給付額に影響しますので、現在の所得水準に
見合った給付基礎日額（目安としてはご自分の年収を 365 で割った日
額に近いもの）をご選択いただくことをお勧めいたします。

　給付額の例（給付基礎日額１万円の場合）
　・休業補償給付（20 日間休業した場合）
　　休業 3 日目までは待機期間となります。
         休業 4 日目以降、休業 1 日につき給付基礎日額の
         80％相当額が支給されます。
　　①休業 ( 補償）等給付　
               1 万円× 60% ×（20 日 -3 日）＝ 10 万 2 千円
　　②休業特別支給金　
               1 万円× 20％×（20 日 -3 日）＝ 3 万 4 千円

　・療養（補償）給付は、給付基礎日額とは関係なく
         必要な治療が無料で受けられます。（労災指定病院
         以外で治療を受けた場合は、一旦費用を全額立替え
         ていただき、後日労基署へ療養の費用の請求をする
         ことになります。）

給付基礎日額はどのように選んだら良いですか？

給付基礎日額は変更できますか？ 給付基礎日額は保険年度毎（4 月から翌年 3 月）に
変更することができます。（保険年度の途中では給
付基礎日額を変更することができません。）
毎年 1 月下旬から 2 月頃に「更新のご案内」をさせ
ていただきます。

株式会社の代表取締役の方も、労働者を使用する日の
合計が 1 年間で 100 日未満であれば労災保険に特別
加入できます。

例）労働者 A さん　年間 50 日間使用、労働者 B さん
     　年間 49 日間使用の場合、年間 100 日未満のため、
          特別加入できます。

なお、労働者を年間 100 日以上使用している方でも、
労働者数が 100 人未満であれば中小事業主等 * として特別加入すること
ができます。 （参考：特別加入制度のしおり（中小事業主等用））
※中小企業主等の特別加入をご検討の方、お見積りをご希望の方は下記の

「お問い合わせ」よりご連絡ください。

* 労働者数 100 人以下（サービス業の場合）であれば中小企業主等として
加入できます。この場合代表者は数に含めません。

鍼灸院（株式会社）の代表取締役です。現在は
労働者は雇用していませんが、一人親方等とし
て労災保険に特別加入ができますか？



鍼灸院（自営業）と公務員（非常勤扱いのため労災加入）を
兼業しています。この場合、労災（補償）給付はどのよう
におこなわれるのでしょうか？

公務員（非常勤扱いのため労災加入）の部分の平均賃金と
特別加入で選択した給付日額を合算して給付日額が決まり
ます。

新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険の補償
対象となりますか？

労働基準監督署において、個別の事案ごとに業務の実情を調査の
上、業務との関連性（業務起因性）が認められる場合には、労災
保険給付の対象となります。

家族で仕事をしていますが、家族のうち誰か一人が加入
すれば家族全員が労災（補償）給付の対象となりますか

お一人様ごとに特別加入していただく必要があります。



更に日本鍼灸マッサージ協同組合員になれば・・・

1. 組合員割引適用でお得な保険制度

２. 共同購買でお得にショッピング※ 10

3. あはき師にとって有益な研修を開催します

団体割引適用の
組合特別料金で

賠償保険に加入できる
傷害保険に加入できる
生命保険に加入できる

組合員特別価格で様々な物品が購入できる。
※ 10     現在ネット上で商品購入ができるようにシステムを
　　  　構築中です。

次回予定は保険取り扱い講習会
「訪問マッサージ・あなたの保険請求大丈ですか！？」

講師：往田 和章
 （全日本鍼灸マッサージ師会副会長）
厚生労働省　社会保障審議会医療保険部会 委員
神奈川県国民健康保険団体連合会 療養費審査会 委員

更に更に全日本鍼灸マッサージ師会の会員になれば・・・

1. 圧倒的な情報量
厚労省の社会保障審議会の委員団体なので常に最新の情報
が手に入る。
会員の療養費取扱額が全国一なので会の活動に積極的に参
加すれば圧倒的な情報が入手可能。
会員数も日本一なのでセミナーや横のつながりで情報量だ
けではなく人材育成や経営的な指導まで受けられるかも。
会報「月刊東洋療法」を毎月発行し、業界内外の情報を提
供。また、ホームページでも情報発信。

2. 厚生労働大臣免許保有証の交付申請
    手続きがしやすい！
東洋療法研修試験財団が発行する「厚生労働大臣免許保
有証」の交付申請手続きができます。

・患者様や介護施設のスタッフへ安心感を与え
   られる。

・無免許者との差別化ができる

3.「安心のマーク」を活用しよう
このマークは、国家資格者のはり師、きゅう師、あん摩マッ
サージ指圧師の為に作成しました。
患者様や国民に対し、安心・安全な施術をアピール！

4. 充実の研修制度
・学術セミナー
・災害ボランティア研修
・地域健康つくり指導者研修会
・スポーツ鍼灸マッサージ指導者育成講習会
・全国各地の都道府県にある鍼灸マッサージ
   師会の研修に参加  できる

・認定訪問マッサージ師・機能訓練指導員の
    認定講習会を、会員価格で受講できます。
    （8 万円→ 4 万円）

・JLOM（東洋医学サミット会議）の構成団体
   として WHO 等の、国際最新情報を知る事
   ができます。

・他にも様々な研修制度がある

5. 東洋療法推進大会の開催年に 1 回全国
　規模の学術研修＆臨床発表＆交流会を開催）
諸問題を共に考え、スキルアップを目ざし、全国の仲間
と交流できます。

6. 単位取得で東洋療法研修試験財団から表彰
各都道府県師会でも、スキルアップ等を目的に（公財）
東洋療法研修試験財団の生涯研修会を開催。所定の必要
単位取得で修了証が授与されます。８年間に５回取得し
た者には、都度理事長表彰状も贈られます。

7. 最大のメリット、業界の発展に寄与できる！
最大のメリットは、はり・きゅう・マッサージ業界の発展
に寄与出来ること。
私たちの要望が国政に反映されるかも！！
　・今回の労災保険特別加入も※ 11 私達の要望
　　から実現しました。

※ 11．全日本鍼灸マッサージ師会、日本鍼灸師会、
              日本あん摩マッサージ指圧師会、日本視覚
　　     障害者団体連合の合同で要望。



日本鍼灸マッサージ協同組合

〒 160-0004 東京都新宿区四谷三丁目 12-17
TEL　03-3358-6363
FAX   03-6380-6032

営業時間 10:00 ～ 17:00

労災保険特別加入団体


