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～脳・心臓疾患の労災認定基準が約 20年ぶりの見直しへ～ 

 

厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する

専門検討会」は、脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する

報告書を取りまとめて公表しました。 

報告書では、業務の過重性の評価（業務と発症の関連性）

について、「長期間にわたる疲労の蓄積」と「発症に近接

した時期の急性の負荷」が発症に影響を及ぼすとする現行

基準の考え方は妥当」との旨が記されました。 

脳・心臓疾患の労災認定基準の見直しは約 20年ぶりと

なります。 

 

報告書のポイント 

① 業務の過重性の評価について「長期間にわたる疲労の蓄積」と「発症に近接した時期

の急性の負荷」が発症に影響を及ぼすとする現行基準の考え方は妥当 

 

② 「長期間にわたる疲労の蓄積」（「長期間の過重業務」）について、現行基準に加えて、

労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らないが、これ

♢1．労災認定基準の見直し ♢   Pegasus 

♦ 9月の行事  

社会保険料（等級）変更月 

当月控除⇒９月支給給与から 

翌月控除⇒10 月支給給与から 

 
 

♢今月のテーマ♢               Pegasus     
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に近い時間外労働が認められ、これに加えて一定の

労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と

発症との関連性が強いと評価できることを明示 

 

③ 労働時間以外の負荷要因として、「休日のない連続

勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」及び「身

体的負荷を伴う業務」を新たに規定し、他の負荷要

因も整理 

 

④ 「発症に近接した時期の急性の負荷」（「異常な出来事」と「短期間の過重業務」）につ

いて業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化 

例： 発症前おおむね１週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の

長時間労働が認められる場合 

 

⑤ 認定基準の対象疾病に、「重篤な心不全」を追加 

 

厚生労働省では、この報告書を受け、速やかに脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、

業務により脳・心臓疾患を発症された方に対して、適正な労災補償を行っていくとのこと

です。 

 

人口動態統計による主要疾患死亡率の変動をみると、心疾患が悪性新生物に次いで死因

の第２位を占めています。脳血管疾患は、老衰に次いで死因の第４位であり、これらの脳・

心臓疾患は依然として高い水準を占めています。 

 

労災で従業員の方が亡くなってしまうケースでは、

会社の責任が問われ、多額の賠償金を請求される事案

も少なくありません。 

特に、今回新たに基準に規定された、労働時間以外

の負荷要因としての「休日のない連続勤務」、「勤務間

インターバルが短い勤務」及び「身体的負荷を伴う業

務」については、従来では労災とならなかったケース

も労災として認められるようになる可能性があり、注

意が必要です。（藁科）  
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 『経営力向上計画』は人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など自

社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は税制や金融支援等

を受けることができます。 

   

 

 

 

                

 

 

①所得拡大促進税制            
 

♦適用要件（図１参照）  

  雇用者給与等支給額が前年度と比べて 1.5％以上増加した場合に税額

控除が受けられます。  

  ⇒控除対象雇用者給与等支給増加額×15％を法人税又は所得税から

控除  
    

※適用年度の終了の日までに①中小企業等経営強化法に基づき経営力向上

の認定を受けており、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行わ

れた事につき証明されている事と②雇用者給与等の支給額が前年と比べ

て 2.5％以上増加している２点を満たせば、上乗せ要件として税額控除

が 15％⇒25％になります！  

【税額控除の計算】税金から直接引けます。      

 通常時   ：50 万×15％＝7.5 万  

 上乗せ要件：50 万×25％＝12.5 万  
 

※税額控除は法人税額又は所得税額の 20％が上限

となります。  

 

 

自社の現状把握と問題点の洗い出し！事業分野別指針を踏まえて、今後の改善目

標を作成！数値目標も掲げることで会社の成長に繋がります！ 

（※認定支援機関である私共が、策定のお手伝いをさせていただきます。） 

税制の優遇って何？ 

具体的にはどんなメリットがあるの？ 

例）3 月決算法人  

R1 年度（R1.4～R2.3）  

⇒比較雇用者給与  300 万  

R2 年度（R2.4～R3.3）  

⇒雇用者給与    350 万  

控除対象雇用者給与等増加額  

⇒50 万  

 

♢２．経営力向上計画策定のススメ♢ Pegasus 

300

万 

350

万 

R1 比較雇用者給与 R2 雇用者給与 

控除対象雇用者給与支給増加額 

350 万－300 万＝50 万 

雇用している全ての人が対象 

図１ 
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 また、新型コロナウイルスの影響で雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金など、助

成金を給与等に充てた場合は除外して計算します。   

 

②中小企業経営強化税制  
青色申告書を提出する中小企業者等が、※指定期間内に中小企業等経営

強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取

得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は、取得価額の 10％

（資本金 3000 万超 1 億円以下の法人は 7％）の税額控除を選択適用

することができます。  

※平成 29 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの期間  

 

 

 

 

【税額控除の計算】  

 100 万×10％＝10 万  

【即時償却】  

 特別償却として当期に全額償却  

 

③事業承継等に係る登録免許税、不動産取得税の特例  
中小企業等が適用期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営

力向上計画に基づき、合併、会社分割又は事業譲渡を通じて他の中小

企業者から不動産を含む事業用資産等を取得する場合、不動産の権利

移転について生じる登録免許税、不動産取得税を軽減することができ

ます。  

 ※税制についての詳細は当事務所までお問い合わせください。  （富田）  

コ ラ ム 

ここからは、粟津がコラムのコーナーをお送りします。今回は、頂き物の芋焼

酎について、ご紹介させていただきます。今回、ご紹介させていただくのは、京

屋酒造様の「吟の一滴」です。 

まず、このボトルデザインが素晴らしいです。私の残念な撮影技術では、伝

わりきっていないかと思いますが、夏にぴったりの涼しげな色合いで、見ている

だけで気分が涼しくなります。 

芋の皮を剥いて仕込んだ高温蒸留の原酒と、皮付きのまま低温蒸留した原

酒をブレンドしており、芳醇な香りが特徴です。 

芋焼酎は、お湯割りが定番かと思いますが、こちらは、氷たっぷりのロックだ

ったり、氷を入れたソーダ割にしたりすると、非常に美味しかったです。 

夏に芋焼酎もありだなと感じさせてくれるいいお酒でした。ご興味のある方

は、是非とも涼しくなる前にお試しいただけるとよいかと思います。  

例）当期にエアコンを 100 万で購入をした。  

 エアコンは工業会から証明書を発行してもらった。  

 

 

選択 
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～新型コロナ感染症の影響を受け、雇用調整助成金が４兆円を超え、財源が逼迫～ 

 

厚生労働省が、雇用保険の保険料率を引き上げる検討に

入りました。 

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、雇用調整助成

金について、支給要件緩和や助成拡充の特例が設けられ、多

くの事業所で活用がされてきました。2020 年 3 月以降の支給

決定額は実に 4 兆円を超えています。そのため、財源が不足

し、国の一般会計から約 1 兆 1 千億円を繰り入れ、失業者向

け事業の積立金からも約 1兆 7千億を借り入れています。 

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、雇用保険には、主に次の二つの事業があります。 

① 仕事を失った人が生活に困らないようにする事業 

② 雇用安定や能力開発のための事業 

上記②の雇用安定の事業の一部が、雇用調整助成金です。 

これらの事業は、事業所などからの保険料収入を財源とし、積立金も活用して、給付が行われて

おり、16 年以降は、積立金に余裕があったため、保険料率を下げていましたが、健全化に向けて、

22 年度から引き上げられる予定で、上げ幅は、給付の対象者数や経済状況を勘案して決定され

るようです。 

料率の見直しについては、22 年の通常国会に雇用保険法改正案が提出される運びです。最新

の情報が出ましたら、追ってお伝えさせていただきます。       （加藤） 

 

 

 

 「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例に関する法律」

に基づき、雇用保険の基本手当（いわゆる失業手当）の給付日数の延長に関する特例が設けら

れています。なお、令和 3年 8月 20日現在の情報のため、随時変更となる可能性があります。 

■対象となる方 

 令和２年６月１２日以降に基本手当の所定給付日数を受け終わり、三度目の緊急事態宣言発令

（静岡県は令和３年 8月 17日を起算）以後に、基本手当の所定給付日数分の支給が終了する認

定日を迎える方が対象となります。 

｝ 

0

2

4

6

R2.5 R3.5

支給決定額が４兆円超え

支給決定額累計

♢３．雇用保険料率の引き上げ検討♢ Pegasus 

♢４．基本手当給付日数の延長に関する特例♢ Pegasus 
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離職日 対象者 

緊急事態宣言発令以前  

～令和 3年 8月 17日 

離職理由を問わない（全受給者）※ただし、令

和 3年 8月 17日時点で受給資格者の方のみ 

緊急事態宣言発令期間中  

令和 3年 8月 17日～緊急事態措置終了日（予

定では令和 3年 9月 12日） 

特定受給資格者※1及び特定理由離職者※2 

緊急事態宣言解除後  

緊急事態措置終了日後 

新型コロナウイルス感染症の影響により離職を 

余儀なくされた特定受給資格者※1 及び特定

理由離職者※2（雇止めの場合に限る） 

 ※1特定受給資格者：倒産・解雇等の理由により離職を余儀なくされた者 

 ※2特定理由離職者：①期間の定めのある労働契約が、更新を希望したにも関わらず更

新されなかったことにより離職した者②転居、婚姻等による自己都合離職者 

※3特例延長給付を受けている方が再度特例延長給付を受けることは出来ません。  

※4就職困難者の方は、当初から所定給付日数が長いため、対象となりません。 

 

■延長される日数 ６０日（一部３０日※） 

 ※３５歳以上４５歳未満の方で所定給付日数２７０日の方 

  または４５歳以上６０歳未満の方で所定給付日数３３０日の方 

 

■対象とならない場合 

  特例延長給付は、積極的に求職活動を行っている方が対象となるため、次の①～④の

いずれに該当する場合は、特例延長給付の対象となりません。 

① 所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合 

② やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受

けたことがある場合 

③ 雇用失業情勢や労働市場などから、現実的ではない求職条件に固執される方等 

④ 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓

練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合 

 

 ■離職証明書の記載について 

  ●新型コロナウイルス感染症の影響による離職の場合は、「具体的事業記載欄（事業主

用）」に記載した離職理由の末尾に『（コロナ関係）』と記載して下さい。 （加藤） 

https://3.bp.blogspot.com/-aH_J7gfE_AQ/Uab3qJEWCjI/AAAAAAAAURc/GlY2LWOHgkQ/s800/hellowork_mendan.png


7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペガサスコンサルティンググループ 

伊藤社会保険労務士事務所 

(有)静岡経営労務管理センター 

社会保険労務士法人ペガサス 

税理士法人ペガサス 

〒426-0061 静岡県藤枝市田沼 3 丁目 23-35 

TEL：054-637-3131FAX:054-636-3399 

HP：http://www.roumu-110.co.jp/ 


