労災保険の手続き
適用事業場であること
被災者が労働者か特別加入者であること
業務上災害か通勤災害であること

現認者がいるか
医療機関で治療をうけているか

事故報告書等の作成
① 社内：事故災害、現認書の作成
② 死傷病報告(労働基準監督署へ提出)
休業 4 日以上の災害（安様式 23 号）遅滞なく
休業 4 日未満の災害（安様式 24 号）3 か月以内ごと
③ 事故報告(労働基準監督署へ提出)安様式 22 号)
火災爆発、倒壊崩壊、車両逸走等の事故
④ 第 3 者行為災害届(労働基準監督署へ提出)
事故の相手方、加害者がいる場合

治療 療養

療養（補償）給付の申請(労働基準監督署へ提出)

業務災害（労保様式 5 号） 療養給付の申請

病院へ提出

通勤災害（労保様式 16 号の 3）療養（補償）給付の申請
業務災害（労保様式 7 号） 療養給付の申請
通勤災害（労保様式 16 号の 5） 療養（補償）給付の申請

労働基準監督署へ提出

療養のための休業
休業（補償）給付の申請 (労働基準監督署へ提出)
業務災害（労保様式 8 号）休業給付の申請
通勤災害（労保様式 16 号の 6） 休業補償給付の申請


休業期間 1 か月ごとに労働基準監督署に請求



休業初日から 3 日までは会社が補償



通勤災害は、休業補償不要。ただし、有給休暇の利用可。



休業 4 日目から、労災補償保険の給付を請求する。

傷病（補償）給付
請求せず。労働基準監督署が決定する。

障害（補償）給付の申請 （年金/一時金）
(労働基準監督署へ提出)
業務災害（労保様式 10 号）障害年金一時金給付の申請
通勤災害（労保様式 16 号の 7） 障害年金一時金給付の申請

遺族（補償）給付の申請 （年金/一時金）(労働基準監督署へ提出)
業務災害（労保様式 12 号）障害年金給付の申請
業務災害（労保様式 15 号）障害一時金給付の申請
遺族年金
遺族一時金
葬祭料
を請求する

通勤災害（労保様式 16 号の 8） 障害年金給付の申請
通勤災害（労保様式 16 号の 9） 障害補償一時金給付の申請

葬祭料・葬祭給付の申請） (労働基準監督署へ提出)
業務災害（労保様式 16 号）葬祭料・葬祭給付の申請
通勤災害（労保様式 16 号の 10） 葬祭料・葬祭給付の申請

様式第 5 号
様式第 6 号
様式第 16 号の 3
様式第 16 号の 4
様式第 7 号（1）
様式第 7 号（2）
様式第 7 号（3）
様式第 7 号（4）
様式第 7 号（5）
様式第 16 号の 5（1）
様式第 16 号の 5（2）
様式第 16 号の 5（3）
様式第 16 号の 5（4）
様式第 16 号の 5（5）
診機様式第 1 号の 3
様式第 8 号
様式第 16 号の 6
様式第 10 号
様式第 10 号
様式第 10 号
様式第 10 号
様式第 16 号の 7
様式第 16 号の 7
様式第 16 号の 7
様式第 16 号の 7

療養給付たる療養の給付請求書
療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届
療養給付たる療養の給付請求書
療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届
療養給付たる療養の費用請求書
療養給付たる療養の費用請求書（薬局）
療養給付たる療養の費用請求書（柔整）
療養給付たる療養の費用請求書（はり・きゅう）
療養給付たる療養の費用請求書（訪看）
療養給付たる療養の費用請求書
療養給付たる療養の費用請求書（薬局）
療養給付たる療養の費用請求書（柔整）
療養給付たる療養の費用請求書（はり・きゅう）
療養給付たる療養の費用請求書（訪看）
検査に要した費用等請求書（非指定医療機関用）
休業補償給付支給請求書
休業給付支給請求書
障害補償給付支給請求書(診断書を必ず添付)
障害特別支給金支給申請書(診断書を必ず添付)
障害特別年金支給申請書(診断書を必ず添付)
障害特別一時金支給申請書 (診断書を必ず添付)
障害給付支給請求書(診断書を必ず添付)
障害特別支給金支給申請書(診断書を必ず添付)
障害特別年金支給申請書(診断書を必ず添付)
障害特別一時金支給申請書 (診断書を必ず添付)
診断書（障害（補償）等給付請求用）（様式第10 号・第16 号の７用）

様式第 16 号の 7
年金申請様式第 10 号
年金申請様式第 10 号
様式第 37 号の 2
様式第 37 号の 2
様式第 12 号
様式第 12 号
様式第 12 号
様式第 12 号
様式第 16 号の 8
様式第 16 号の 8
様式第 15 号
様式第 15 号
様式第 16 号の 9
様式第 16 号の 9
年金申請様式第 1 号
様式第 13 号
様式第 13 号
様式第 13 号
様式第 16 号
様式第 16 号の 10
様式第 16 号の 10
様式第 16 号の 2 の 2
様式第 19 号
OCR 様式
様式第 1 号

通勤災害に関する事項（様式第 16 号の 7（別紙））
障害補償年金前払一時金請求書
障害年金前払一時金請求書
障害（補償）等年金差額一時金支給請求書
障害特別年金差額一時金支給申請書
遺族補償年金支給請求書
遺族年金支給請求書
遺族特別支給金支給申請書
遺族特別年金支給申請書
遺族年金支給請求書
通勤災害に関する事項（様式第 16 号の 8（別紙）
遺族補償一時金支給請求書
遺族一時金支給請求書
遺族一時金支給請求書
通勤災害に関する事項（様式第 16 号の 9（別紙））
遺族補償年金・遺族年金 前払一時金請求書
遺族補償年金請求書
遺族年金・遺族年金転給等請求書
遺族特別年金転給等申請書
葬祭料 葬祭給付請求書
葬祭給付請求書
通勤災害に関する事項（様式第 16 号の 10（別紙）
介護給付支給請求書
介護に要した費用の額の証明書
年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名 年金の払渡金融機関等変更届
特別遺族年金の受給権者の住所・氏名・特別遺族年金の払渡金融機関等変更届

労災就学等援護費支給・変更申請書

業務災害
業務災害
通勤災害
通勤災害
業務災害
業務災害
業務災害
業務災害
業務災害
通勤災害
通勤災害
通勤災害
通勤災害
通勤災害
業務災害
通勤災害
業務災害
業務災害
業務災害
業務災害
通勤災害
通勤災害
通勤災害
通勤災害
業務通勤
通勤災害
業務災害
通勤災害
業務通勤
業務通勤
業務災害
業務災害
業務災害
業務災害
通勤災害
通勤災害
業務災害
業務災害
通勤災害
通勤災害
通勤災害
業務災害
業務災害
業務災害
業務災害
通勤災害
通勤災害
通勤災害

