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注意事項

この裁決集は、すでに頒布しました平成20・21・22年版その他の旧年版と同様、担

当行政庁より適法に入手した行政文書です。

担当行政庁が、内部用参考資料として個人情報等に配慮して編集し、１冊にまと

めた行政文書です。

担当行政庁は当版でも前版同様、従来の１年ごとの編集をやめて、平成23年、24

年の２年分の主要裁決を１冊に編みました。従って、２年間の全裁決を掲載している

わけではありません。

平成18年版まで掲載していた「裁決要旨」や「原処分行政庁」、「当事者」の記載

を取りやめ、さらに「審査資料」や「事実認定」の詳細を省略した点は平成19年版と同

じです。

これらのことから、平成18年版より各裁決の判断過程の透明性が低下し、活用しに

くくなっているかもしれません。さらに個別裁決事案の詳細を知りたい場合にはそれぞれ

の裁決書を入手する必要があるかもしれません。あらかじめご承知ください。

当事務所では、裁決の項目別にＰＤＦファイルを分割し、表紙ページの項目をクリック

すると各ＰＤＦファイルが開くよう設定して利用の便を図りました。

◆

ご利用に当たって、次の点に同意頂いたものとして頒布します。よろしくお願い致しま

す。

① 当資料は、担当行政庁が編集・作成した行政文書です。ご利用は購入者ご自

身の責任でお願いします。当所では当資料を利用したことによる個々の問題について

の責任を負いません。

② 当資料はPDF形式ファイルであり、文書内容の抽出等一部制限をかけてあります

が、印刷は可能です。PDFファイルの取扱いに関する疑問は、関係アプリケーションソフ

トのマニュアルをご参照頂くなど、ご自身にてご対応ください。当所からのサポートは致し

ません。

なお、一般に、PDF関係アプリケーションソフトと、パソコンのOSまたはプリンタドライバと

の関係で、ごくまれに多数ページの一括印刷ができない場合があるようです。その際に

は、ページ指定印刷で、数枚ずつ印刷してください。



③ 当資料PDFファイルのご利用は、購入されたご本人に限らせて頂きます。従って、

当資料PDFファイルの第三者への無断コピー配布等はなさらないでください。

◆

厚生労働省の「社会保険審査会」のホームページについて。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/index.html 

上記アドレスから「社会保険審査会」のホームページが閲覧できます。組織概要、審

査制度解説に加え、取扱状況と主な裁決例も掲載されています。

長年公開を要求してきた方々の努力のたまものでしょう。関係職員みなさんのご尽力

を評価しつつ、今後の更なる充実と、裁決の全件公開を求めます。

◆

最後に、社会保険審査会裁決のみならず、労働保険審査会裁決など行政不服

審査の判断は、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り国民の権利利益の保

護に資するため、積極的に公表されるべきと考えます。賛同して頂ける方は、関係行

政庁に対し、さらなる積極的な公表を進めるよう要請するなど、できる範囲でのご協力

をお願いします。

以上

                  2014 年 9 月 榊原社労士事務所 榊原 悟志
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平成２０年（健）第６５５号

平成２３年３月３１日裁決

主文

　全国健康保険協会○○支部長が請求人に対

してした後記第２の２記載の原処分は、これ

を取り消す。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、主文と同旨の裁決

を求めるということである。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、平成○年○月○日（受付）、

全国健康保険協会（以下「保険者」と

いう。）○○支部長（以下「協会支部長」

という。）に対し、右アキレス腱断裂の

療養のため労務に服することができな

かったとして、平成○年○月○日から同

年○月○日までの期間（以下「本件係争

期間Ａ」という。）について、健康保険

法（以下「法」という。）第９９条の規

定による傷病手当金（以下、単に「傷病

手当金」という。）の請求をした。

２　協会支部長は、平成○年○月○日付

で、請求人に対し、「１：療養のための

労務不能となった日から○日間は、待機

期間として支給対象外となります。２：

事業主から報酬（給料・手当等）が支給

されているため、傷病手当金の支給額を

調整します。」との理由により、本件係

争期間Ａのうち平成○年○月○日から同

年○月○日までの期間（以下「本件係争

期間Ｂ」という。）について、事業主か

ら報酬の一部が支給されているとして

これを調整したことによる○万○○○

○円を傷病手当金として支給する旨の

処分（以下「原処分」という。）をした。

なお、原処分に係る支給決定通知書上の

記載内容は上記のとおりであるが、協会

支部長の後記審査官に対する意見書の記

載によると、原処分が本件係争期間Ｂに

係る傷病手当金の額を○万○○○○円と

したのは、同期間に係る○日の満額支給

額は、○○○○円（標準報酬日額○○○

○円×２/３）であるが、同期間につい

ては請求人に対する給与のうちの特別手

当○○万円（以下「本件特別手当」とい

う。）が支給されており、これは奨学金

であることを承知していたが、貸与の清

算が完了していないことや、給与台帳に

特別手当として計上されていることにか

んがみ、法第１０８条第１項の規定する

報酬の一部に該当するものと判断したと

して、同条項の規定により、○日につき、

○○○○円を減額したことによるもので

あると認められる（計算式は、（○，○

○○円－○，○○○円）×○○日＝　　

　○○，○○○円）。

３　請求人は、原処分を不服とし、○○社

会保険事務局社会保険審査官（以下「審

査官」という。）に対する審査請求を経て、

当審査会に対し、再審査請求をした。不

服の理由は、再審査請求は郵便はがきに

よるもので、それには「○○県の審査官

の決定を受けましたが、なお、不服があ

るため、再審査請求をいたします。」と

しか記載されていないので、審査請求書

の「審査請求の趣旨および理由」欄の記

載をそのまま掲記すると、以下のとおり

である。私は病院で働きながら学校へ行

くという勤務形態で働いており事業所と

奨学金貸与契約を結んでおります。その

為、毎月○万円ずつお借りしているので

すが、社会保険庁へ提出した賃金台帳に

は特別手当として計上されています。そ

れが報酬として捉えられ、傷病手当金の

額を減額されてしまいました。奨学金貸

与契約書の写しも添付したのですが、賃

金台帳に手当として計上されている以上

は無理だと言われました。あくまで○万

円は貸与であり、事業所と私が貸借契約

を結んだものであるので、支給されてい

るものではないので、総支給額から奨学

金を差し引いた金額に対して計算された

傷病手当金を支給して頂きたいと思いま

す。

第３　問題点
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１　法第９９条第１項は、傷病手当金の

支給要件及び支給額について、「被保険

者・・・が療養のため労務に服すること

ができないときは、その労務に服するこ

とができなくなった日から起算して３日

を経過した日から労務に服することがで

きない期間、傷病手当金として、１日に

つき、標準報酬日額（標準報酬月額の

３０分の１に相当する金額（その額に、

５円未満の端数があるときはこれを切り

捨てるものとし、５円以上１０円未満の

端数があるときはこれを１０円に切り

上げるものとする。）をいう。・・・）の

３分の２に相当する金額（その金額に、

５０銭未満の端数があるときはこれを切

り捨てるものとし、５０銭以上１円未満

の端数があるときはこれを１円に切り上

げるものとする。）を支給する。」と規定

し、法第１０８条第１項は、傷病手当金

と報酬との調整について、「疾病にかか

り、負傷・・・した場合において報酬の

全部又は一部を受けることができる者に

対しては、これを受けることができる期

間は、傷病手当金・・・を支給しない。

ただし、その受けることができる報酬の

額が、傷病手当金・・・の額より少ない

ときは、その差額を支給する。」と規定

している。

また、法第３条第５項は、報酬の定義

として、「この法律において、「報酬」と

は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その

他いかなる名称であるかを問わず、労働

者が、労働の対償として受けるすべての

ものをいう。ただし、臨時に受けるもの

及び３月を超える期間ごとに受けるもの

は、この限りでない。」と規定している。

２　本件において、請求人に傷病手当金が

支給されるべき期間が本件係争期間Ａか

ら最初の３日間を除いた期間である本件

係争期間Ｂであることについては、請求

人もこれを争ってはいないものと認めら

れ、請求人は、前記第２の３に記載した

ように、協会支部長が請求人に支給され

た本件特別手当を報酬の一部とし、法第

１０８条第１項の規定を適用してこれを

差し引いた金額を傷病手当金として支給

するとしたことを不服としているものと

解されるから、本件における問題点は、

上記１の関係法令の規定に照らして、原

処分の上記のような処理が適法かつ妥当

といえるかどうかということである。

第４･･審査資料

「（略）」

第５･･事実の認定及び判断

１　「略」

２　以上の認定事実に基づいて、本件の問

題点について検討し、判断する。

(1)　前記１の (6) ないし (8) に記載し

たように、保険者は、請求人に支給さ

れた月○○万円の特別手当を報酬と認

め、法第１０８条第１項の規定を適用

して傷病手当金の支給額を減額した

が、前記１の (1) ないし (5) の認定事

実を総合勘案すれば、本件特別手当が

一見したところ給与の一部として請求

人に支給され、毎月課税処理されてい

た事実は否定できないが、それは、前

記１の (4) に記載したように、多額の

一括課税を避けるための便法であった

としかいいようがなく、その当否はと

もかくとして、同人が特別手当として

支給された総額○○○万円の奨学金を

平成○年○月○日に返還している事実

に照らせば、本件特別手当は同人に貸

与されたものであって、同人が労働の

対償として受けたものではないことは

明らかであるから、本件特別手当は法

第３条第５項に規定する報酬とはいえ

ない。

保険者の代理人は、前記１の (8) に

記載したように、法第４１条の規定に

よる請求人の標準報酬月額の定時決定

（平成○年○月）において、本件特別

手当が報酬として取り扱われ、同人の

報酬月額が○○万○○○○円と算出さ

れ、標準報酬月額が○○万円と決定さ

れたと考えられるから、法第４１条と

報酬の取扱いを同様とする法第１０８

条の適用においても本件特別手当は報

酬にあたる旨主張しているが、そもそ
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も当該定時決定において、本件特別手

当を報酬として取り扱ったことが適切

な処理であったとはいいがたいから、

保険者の代理人の前記主張には理由が

なく、また、本件係争期間Ｂについて

請求人にいったん支給された特別手当

は既に返還されていることをしんしゃ

くすれば、同期間についての特別手当

の支給はなかったものとみなすことも

でき、そのような解釈をとった場合に

は、法第１０８条第１項を適用する余

地がなくなる。

(2)　以上みてきたように、原処分は適

法かつ正しい計算によって行われてい

るものとは認められないから、その取

消しは免れない。

以上の理由によって、主文のとおり裁決す

る。

　




