
 
 
 

第15号議案 

 

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に係る補償基礎額等を定め 

る規則の一部を改正する規則制定 

 

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に係る補償基礎額等を定める規則の一

部を改正する規則を別紙のとおり制定する。 
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                                                                   別 紙 
 

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に係る補償基礎額等を定め

る規則の一部を改正する規則の制定について 

１ 制定の理由 

(1) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師（以下「学校医等」という。）の公務

災害補償の実施については、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害

補償に関する法律により、政令で定める基準に従い、条例で定めることとされている。 

(2) このことについて、国は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補

償の基準を定める政令（以下「政令」という。）を制定し、これを受けて、本県におい

ても学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例及び学校医、学校

歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に係る補償基礎額等を定める規則を制定してい

る。 

(3) このたび、学校医等の補償基礎額を政令に定める額とし、長期療養者の休業補償及び

年金たる補償（傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金をいう。以下同じ。）に

係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額を政令の規定により文部科学大臣が定め

る額とする等、所要の整備を行う。 

２ 制定の概要 

(1) 補償基礎額について、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によ

って死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確

定した日における該当学校医、学校歯科医又は学校薬剤師のそれぞれ医師、歯科医師又

は薬剤師としての経験年数に応じて、政令別表（現行別表第１）に定める額とする（第

２条関係）。 

(2) 長期療養者の休業補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額について、長期

療養者の休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の４月１日における年齢

に応じ政令の規定により文部科学大臣が最低限度額及び最高限度額として定める額（現

行別表第２の中欄及び右欄に定める額）とする（第３条及び別表関係）。 

(3) 年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額について、年金たる補償

を支給すべき月の属する年度の４月１日における年齢に応じ政令の規定により文部科

学大臣が最低限度額及び最高限度額として定める額（現行別表第２の中欄及び右欄に定

める額）とする（第４条及び別表関係）。 

(4) その他規定の整備を行う（第２条、第６条及び別表関係）。 

３ 施行期日 

公布の日 
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   新旧対照表 

現   行 

（補償基礎額） 

第２条 条例第４条第２項の補償基礎額は、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した

日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病

の発生が確定した日（以下これらの日を「被災日」という。）における該当学校医、学校歯

科医又は学校薬剤師のそれぞれ医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数に応じて、別

表第１に定める額とする。 

 

２ 次の各号のいずれかに該当する者で、学校医、学校歯科医又は学校薬剤師（以下「学校医等」

という。）の被災日において、他に生計の方途がなく主として学校医等の扶養を受けているも

のを扶養親族とし、扶養親族のある学校医等については、前項の規定による金額に、第１号及

び第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につき 217 円を、第２

号に該当する扶養親族については１人につき 334 円を、それぞれ加算して得た額をもって補償

基礎額とする。 

(１) 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。） 

(２) 22 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にある子 

(３) 22 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にある孫 

(４) 60 歳以上の父母及び祖父母 

(５) 22 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にある弟妹 

(６) 精神又は身体に著しい障害のある者 

３ 扶養親族たる子のうちに 15 歳に達する日後の最初の４月１日から 22歳に達する日以後の最

初の３月 31 日までの間（以下この項において「特定期間」という。）にある子がいる場合にお

ける扶養加算額は、前項の規定にかかわらず、167 円に特定期間にある当該扶養親族たる子の

数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。 

 

（学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に係る補償基礎額等を定める規則） 

改 正 案 

（補償基礎額） 

第２条 条例第４条第２項の補償基礎額は、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した

日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病

の発生が確定した日（次項において「事故発生日」という。）における該当学校医、学校歯

科医又は学校薬剤師のそれぞれ医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数に応じて、公

立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令（昭和 32

年政令第 283 号。次条及び第４条において「政令」という。）別表に定める額とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者で、学校医、学校歯科医又は学校薬剤師（以下「学校医等」

という。）の事故発生日において、他に生計の方途がなく主として学校医等の扶養を受けてい

るものを扶養親族とし、扶養親族のある学校医等については、前項の規定による金額に、第１

号及び第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につき 217 円を、

第２号に該当する扶養親族については１人につき 334 円を、それぞれ加算して得た額をもって

補償基礎額とする。 

(１) 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。） 

(２) 22 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にある子 

(３) 22 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にある孫 

(４) 60 歳以上の父母及び祖父母 

(５) 22 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にある弟妹 

(６) 精神又は身体に著しい障害のある者 

３ 扶養親族たる子のうちに 15 歳に達する日後の最初の４月１日から 22歳に達する日以後の最

初の３月 31 日までの間（以下この項において「特定期間」という。）にある子がいる場合にお

ける扶養加算額は、前項の規定にかかわらず、167 円に特定期間にある当該扶養親族たる子の

数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。 
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新旧対照表 

現   行 

（補償基礎額の限度額） 

第３条 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後１年６月を

経過した日以後の日である場合における休業補償（以下この条において「長期療養者の休業補

償」という。）に係る前条の規定による補償基礎額が、長期療養者の休業補償を受けるべき学

校医等の休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度（４月１日から翌年３月 31 日ま

でをいう。以下同じ。）の４月１日における年齢に応じて別表第２の左欄に掲げる年齢階層ご

とに最低限度額として同表の中欄に掲げる額に満たないとき又は最高限度額として同表の右

欄に掲げる額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその掲げる額を長期療養者

の休業補償に係る補償基礎額とする。 

 

第４条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金（以下「年金たる補償」という。）に係

る第２条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき学校医等の年金たる補償を支

給すべき月の属する年度の４月１日（以下この条において「基準日」という。）における年齢

（遺族補償年金を支給すべき場合にあっては、学校医等の死亡がなかったものとして計算した

場合に得られる当該学校医等の基準日における年齢）に応じて別表第２の左欄に掲げる年齢階

層ごとに最低限度額として同表の中欄に掲げる額に満たないとき又は最高限度額として同表

の右欄に掲げる額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその掲げる額を年金た

る補償に係る補償基礎額とする。 

 

 

（介護補償） 

第６条 条例第８条の２第１項の規則で定める障害は、別表第３の左欄に掲げる介護を要する状

態の区分に応じ、同表の右欄に掲げる障害とする。 

 

（学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に係る補償基礎額等を定める規則） 

改 正 案 

（補償基礎額の限度額） 

第３条 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後１年６月を

経過した日以後の日である場合における休業補償（以下この条において「長期療養者の休業補

償」という。）に係る前条の規定による補償基礎額が、長期療養者の休業補償を受けるべき学

校医等の休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度（４月１日から翌年３月 31 日ま

でをいう。以下同じ。）の４月１日における年齢に応じ政令第１条の２第１項の規定により文

部科学大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超

えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその掲げる額を長期療養者の休業補償に係る

補償基礎額とする。 

 

第４条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金（以下「年金たる補償」という。）に係

る第２条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき学校医等の年金たる補償を支

給すべき月の属する年度の４月１日（以下この条において「基準日」という。）における年齢

（遺族補償年金を支給すべき場合にあっては、学校医等の死亡がなかったものとして計算した

場合に得られる当該学校医等の基準日における年齢）に応じ政令第１条の３第１項の規定によ

り文部科学大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額

を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその掲げる額を年金たる補償に係る補償

基礎額とする。 

 

 

（介護補償） 

第６条 条例第８条の２第１項の規則で定める障害は、別表の左欄に掲げる介護を要する状態の

区分に応じ、同表の右欄に掲げる障害とする。 
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新旧対照表 

現   行 

別表第１（第２条関係） 

医師、歯科医師

又は薬剤師とし

ての経験年数 

５年未満 
５年以上

10年未満 

10年以上

15年未満 

15 年 以 上

20年未満 

20 年 以 上

25年未満 
25年以上 

学校医及び学校

歯科医の補償基

礎額 

6,198 円 7,955 円 9,580 円 10,810 円 11,645 円 12,388 円 

学校薬剤師の補

償基礎額 
5,225 円 6,203 円 6,880 円 8,028 円 8,908 円 9,370 円 

備考 

１ 医師、歯科医師又は薬剤師（以下「医師等」という。）としての経験年数は、医師等

の免許を取得した後のものとする。 

２ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）による大学院において博士の学位の授与を受け

るに必要な能力を与えるための課程を修了した者にあっては、医師等としての経験年数

に４年を加えた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用する。 

３ 前項に該当しない者については、教育委員会の定めるところにより、前項に準じて医

師等としての経験年数を加減する。 

 

 

 

（学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に係る補償基礎額等を定める規則） 

改 正 案 
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新旧対照表 

現   行 

別表第２（第３条、第４条関係） 

年齢階層 最低限度額 最高限度額 

25歳未満 5,484円 13,285円

25歳以上30歳未満 6,010円 14,249円

30歳以上35歳未満 6,389円 17,285円

35歳以上40歳未満 6,760円 19,052円

40歳以上45歳未満 7,042円 21,399円

45歳以上50歳未満 7,086円 23,304円

50歳以上55歳未満 6,913円 25,232円

55歳以上60歳未満 6,424円 24,797円

60歳以上65歳未満 5,221円 19,769円

65歳以上70歳未満 3,960円 14,997円

70歳以上 3,960円 13,285円

 

別表第３（第６条関係） （略） 

 

（学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に係る補償基礎額等を定める規則） 

改 正 案 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第６条関係） （略） 
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別 紙 

 
福利厚生課 

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に係る 

補償基礎額等を定める規則の一部改正について 

 

１ 公務災害補償とは 

  学校医等による児童生徒の健康診断等の公務において、災害（負傷、疾病、障害及び死亡）に

より生じた損害を補償 

 

２ 改正の内容 

① 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令を 

  一部改正 

 

       【県条例】学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例 

（補償基礎額は教育委員会規則で定めるものとしている） 
   

  ② 教育委員会規則 

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に係る補償基礎額等を定める 

規則を一部改正 

（１）補償基礎額の改正 

〔現行〕 

別表第１に定める額とする。別表第１は以下のとおり。 

内容は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令別表

と同一  

医師、歯科医師又は 

薬剤師としての経験年数 

５年未満 ５年以上 

10年未満 

10年以上 

15年未満 

15年以上 

20年未満 

20年以上 

25年未満 

25年以上 

学校医及び学校歯科

医の補償基礎額 
6,198円 7,955円 9,580円 10,810円 11,645円 12,388円 

学校薬剤師の補償基

礎額 
5,225円 6,203円 6,880円 8,028円 8,908円 9,370円 

                                  

〔改正後〕 

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令別表に定め

る額とする。（別表第１は削除） 

※参考 改正後の政令別表 

医師、歯科医師又は 

薬剤師としての経験年数 

５年未満 ５年以上 

10年未満 

10年以上 

15年未満 

15年以上 

20年未満 

20年以上 

25年未満 

25年以上 

学校医及び学校歯科

医の補償基礎額 
6,245円 8,003円 9,608円 10,810円 11,645円 12,388円 

学校薬剤師の補償基

礎額 
5,263円 6,240円 6,900円 8,028円 8,908円 9,370円 
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（２）長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額の

改正 

 

〔現行〕 

別表第２に掲げる額。別表第２は以下のとおり。 

内容は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第

１条の２第１項及び第１条の３第１項の規定により文部科学大臣が定める額（文科省告示）と

同一 

年齢階層 最低限度額 最高限度額 

25歳未満 5,484円 13,285円 

25歳以上30歳未満 6,010円 14,249円 
30歳以上35歳未満 6,389円 17,285円 
35歳以上40歳未満 6,760円 19,052円 
40歳以上45歳未満 7,042円 21,399円 
45歳以上50歳未満 7,086円 23,304円 
50歳以上55歳未満 6,913円 25,232円 
55歳以上60歳未満 6,424円 24,797円 
60歳以上65歳未満 5,221円 19,769円 
65歳以上70歳未満 3,960円 14,997円 
70歳以上 3,960円 13,285円 

 

 

 

〔改正後〕 

政令第１条の２第１項及び第１条の３第１項の規定により文部科学大臣が定める額（別表第２

は削除） 

※参考 改正後の文科省告示による額 

年齢階層 最低限度額 最高限度額 

25歳未満 5,543円 13,342円 

25歳以上30歳未満 6,051円 14,157円 
30歳以上35歳未満 6,475円 17,104円 
35歳以上40歳未満 6,783円 19,320円 
40歳以上45歳未満 7,031円 21,235円 
45歳以上50歳未満 7,086円 23,266円 
50歳以上55歳未満 6,995円 25,503円 
55歳以上60歳未満 6,543円 25,515円 
60歳以上65歳未満 5,315円 20,511円 
65歳以上70歳未満 3,970円 14,980円 
70歳以上 3,970円 13,342円 
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参 考 

学校医等の公務災害補償について 

 

１ 補償一覧（補償基礎額を算定に用いた補償のみ） 

補償の種類 補償の事由 

休業補償 
公務により負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務できない場合

で、給与を受けないとき 

傷病補償 

（年金） 

公務により負傷し、又は疾病にかかり、療養の開始後１年６か月を経

過しても治らず、一定の傷病等級に該当する場合 

障害補償 

（年金） 

公務により負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに一定の障害等級

に該当する場合 

遺族補償 

（年金又は一時金） 

公務により死亡した場合 

葬祭補償 公務により死亡した場合 葬祭を行う者に対して支給  

障害補償年金 

差額一時金 

障害補償年金の受給権者が死亡した場合、その遺族に支給 

 
２ 補償の例 

   医師としての経験年数が５年未満、年齢が 35 歳以上 40 歳未満であり配偶者を扶養している者

の休業補償の場合（休業補償の額は補償基礎額の 60/100 に相当する額） 
 ・休業補償の期間が１年６か月までの間 
  補償基礎額 6,245 円（政令別表の額）＋217 円（配偶者扶養加算分）＝6,462 円 
  休業補償の額 6,462 円×60/100＝3,877 円 
 ・休業補償の期間が１年６か月を超えた場合 
  補償基礎額 6,783 円（最低限度額 6,783 円 最高限度額 19,320 円のため） 
  休業補償の額 6,783 円×60/100＝4,069 円 
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