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補正表／ 1 

 

2020年合格目標工藤プロジェクトスイングバイセミナー 

使用教材の補正のご案内 

（20/5/25現在） 

2020年合格目標 工藤プロジェクトスイングバイセミナー使用教材「メインテキスト 

ツールボックス・Authentic」の内容を、次のとおり補正させていただきます。 

お手数をお掛けいたしますが、補正のうえ同書をご利用いただけますよう宜しくお願い

申し上げます。 

 

「メインテキスト ツールボックスⅠ」（RU20251）（20/5/25更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.96  平成 30 年

版厚生労働白書 

下から４行目 
※厚労省より訂正 

（在宅の身体障害者の障害

種類については、肢体不自

由が 170.9 万人で最も多

い） 

（在宅の身体障害者の障害

種類については、肢体不自

由が 193.1 万人で最も多

い） 

 

 

「メインテキスト ツールボックスⅡ」（RU20252）（20/5/25更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.34   

（改正法の背景、

趣旨等） 

下から５行目 

…これに伴い、本法律は、

雇用対策法第４条… 

…これに伴い、本法律は、

雇用対策法（現労働施策総

合推進法）第４条… 

02 

訂正 

P.84   

(2)③事業主 

２行目 

…、進んで身体障害者又は

知的障害者の 

…、進んで対象障害者の 

03 

訂正 

P.99 

５ 適用除外 

⑨ 

事業所に使用される者であ

って、その１週間の所定労

働時間が同一の事業所に使

用される短時間労働者の雇

用管理の改善等に関する法

律第２条に規定する通常の

労働者（以下この号におい

て「通常の労働者」とい

う。） 

事業所に使用される者であ

って、その１週間の所定労

働時間が同一の事業所に使

用される短時間労働者及び

有期雇用労働者の雇用管理

の改善等に関する法律第２

条に規定する通常の労働者

（以下この号において「通

常の労働者」という。） 

 



Kudo Project “Swing-by” seminar 2020     Maintext Tool  Box・Authentic 補正表 

2 ／補正表 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

04 

訂正 

P.103   

６ 国民健康保険法

の適用と被保険者 

⑪(※１） 

後掲の【別添１】の内容に差替え 

※長文となりますので、訂正該当部分である p103表下部

分の「（※1）法第６条第 11 号の厚生労働省令で定める

者」の内容を削除のうえ、【別添１】を 

前頁（p102）又は次頁（p104）の余白に貼付して下さ

い。 

05 

改正 

P.109   

（発効済） 

「⑱フィリピン」の下に 

右２か国を追加 

⑲スロバキア 

令和元年７月１日発効 

⑳中国 

令和元年９月１日発効 

06 

訂正 

P.116   

厚生年金保険法 

特例任意加入被保

険者 ２行目 

・厚生労働大臣への申し出

が受理された日 

・実施機関への申し出が受

理された日 

07 

改正 

P.252   

(2)拠出金の額 
1,000 分の 3.4 1,000 分の 3.6 

08 

改正 

P.254   

下から３行目 

なお、基礎賦課額の賦課

限度額は、61 万円、後期高

齢者支援金等賦課額の賦課

限度額は、19 万円、介護納

付金賦課額の賦課限度額

は、16 万円とされている

（国民健康保険法施行令 29

条の７）。 

なお、基礎賦課額の賦課

限度額は、63 万円、後期高

齢者支援金等賦課額の賦課

限度額は、19 万円、介護納

付金賦課額の賦課限度額

は、17 万円とされている

（国民健康保険法施行令 29

条の７）。 

09 

改正 

P.268 (3)延滞金 

(※1)延滞金の割合

の特例 

（１行目） 

〔  平成31年〕 

（４行目） 

なお、平成31年の特例基

準割合は、… 

（７行目） 

※平成31年：1.6％＋7.3％ 

（11行目） 

※平成31年：1.6％＋１％ 

〔  令和２年〕 
 

 

なお、令和２年の特例基

準割合は、… 
 

※令和２年：1.6％＋7.3％ 

 

※令和２年：1.6％＋１％ 

10 

改正 

P.272   

３ 雇用保険法にお

ける時効 

失業等給付の支給を受け、

又はその返還を受ける権利

及び返還命令等の規定によ

り納付をすべきことを命ぜ

られた金額を徴収する権利

は、２年を経過したとき

は、時効によって消滅す

る。 

失業等給付の支給を受け、

又はその返還を受ける権利

及び返還命令等の規定によ

り納付をすべきことを命ぜ

られた金額を徴収する権利

は、これらを行使すること

ができる時から２年を経過

したときは、時効によって

消滅する。 
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補正表／ 3 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

11 

改正 

P.272   

４ 労働保険徴収法

における時効 

1) 労働保険料その他この

法律の規定による徴収金

を徴収し、又はその還付

を受ける権利は、２年を

経過したときは、時効に

よって消滅する。 

1) 労働保険料その他この

法律の規定による徴収金

を徴収し、又はその還付

を受ける権利は、これら

を行使することができる

時から２年を経過したと

きは、時効によって消滅

する。 

12 

改正 

P.272  

２つ目の・ 

・時効の中断とは、中断事由

が生ずるとそれまでに経過

した時効期間が効力を失う

ことをいい、中断事由が終

了すれば再び時効は進行す

るが、中断前の時効期間は

通算されない。 

・「時効の更新」とは、新た

な時効の進行（時効期間の

リセット）のことである。

つまり、更新事由が生ずる

と、それまでに経過した時

効期間がなかったことにな

り、更新事由が終了すれ

ば、新たに時効が進行する

こととなる。 

13 

改正 

P.273   

５ 健康保険法にお

ける時効 

1) 保険料等を徴収し、又

はその還付を受ける権利

及び保険給付を受ける権

利は、２年を経過したと

きは、時効によって消滅

する。 

 

 

2) 保険料等の納入の告知

又は督促は、民法第 153

条の規定にかかわらず、

時効中断の効力を有す

る。 

1) 保険料等を徴収し、又

はその還付を受ける権利

及び保険給付を受ける権

利は、これらを行使する

ことができる時から２年

を経過したときは、時効

によって消滅する。 

 

2) 保険料等の納入の告知

又は督促は、時効の更新

の効力を有する。 

14 

改正 

P.274   

６ 国民年金法にお

ける時効 

1) 年金給付を受ける権利

（当該権利に基づき支払

期月ごとに又は一時金と

して支払うものとされる

給付の支給を受ける権利

を含む）は、その支給事

由が生じた日から５年を

経過したときは、時効に

よって、消滅する。 

 

 

 

 

 

 

1) 年金給付を受ける権利

は、その支給すべき事由

が生じた日から５年を経

過したとき、当該権利に

基づき支払期月ごとに支

払うものとされる年金給

付の支給を受ける権利

は、当該日の属する月の

翌月以後に到来する当該

年金給付の支給に係る第

18 条第３項本文に規定す

る支払期月の翌月の初日

から５年を経過したとき

は、時効によって、消滅

する。 
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4 ／補正表 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

14 

改正 

の 

続き 

P.274   

６ 国民年金法にお

ける時効 

3) 給付を受ける権利につ

いては、会計法の規定を

適用しない。 

 

 

 

 

 

4) 保険料その他この法律

の規定による徴収金を徴

収し、又はその還付を受

ける権利及び死亡一時金

を受ける権利は、２年を

経過したときは、時効に

よって消滅する。 

 

 

 

5) 保険料その他この法律

の規定による徴収金につ

いての督促は、民法第

153 条の規定にかかわら

ず、時効中断の効力を有

する。 

3) 第 1 項に規定する年金

給付を受ける権利又は当

該権利に基づき支払期月

ごとに支払うものとされ

る年金給付の支給を受け

る権利については、会計

法の規定を適用しない。 

 

4) 保険料その他この法律

の規定による徴収金を徴

収し、又はその還付を受

ける権利及び死亡一時金

を受ける権利は、これら

を行使することができる

時から２年を経過したと

きは、時効によって消滅

する。 

 

5) 保険料その他この法律

の規定による徴収金につ

いての督促は、時効の更

新の効力を有する。 

15 

改正 

P.274 １つ目の 

 ３行目 

なお、支分権の時効の起算

日は支払日と解される。 

、基本権の発生によりその

支給すべき事由が生じた日

の属する月の翌月以後に到

来する当該年金給付の支給

に係る第 18 条第３項本文に

規定する支払期月の翌月の

初日である。 
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補正表／ 5 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

16 

改正 

P.275   

７ 厚生年金保険法

における時効 

1) 保険料その他この法律

の規定による徴収金を徴

収し、又はその還付を受

ける権利は、２年を経過

したとき、保険給付を受

ける権利（当該権利に基

づき支払期月ごとに又は

一時金として支払うもの

とされる保険給付の支給

を受ける権利を含む）

は、５年を経過したとき

は、時効によって、消滅

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 保険料その他この法律

の規定による徴収金の納

入の告知又は督促は、民

法第 153 条の規定にかか

わらず、時効中断の効力

を有する。 

 

4) 保険給付を受ける権利

については、会計法の規

定を適用しない。 

1) 保険料その他この法律

の規定による徴収金を徴

収し、又はその還付を受

ける権利は、これらを行

使することができる時か

ら２年を経過したとき、

保険給付を受ける権利

は、その支給すべき事由

が生じた日から５年を経

過したとき、当該権利に

基づき支払期月ごとに支

払うものとされる保険給

付の支給を受ける権利

は、当該日の属する月の

翌月以後に到来する当該

保険給付の支給に係る第

36 条第３項本文に規定す

る支払期月の翌月の初日

から５年を経過したとき

は、時効によって、消滅

する。 

 

3) 保険料その他この法律

の規定による徴収金の納

入の告知又は督促は、時

効の更新の効力を有す

る。 

 

 

4) 第１項に規定する保険

給付を受ける権利又は当

該権利に基づき支払期月

ごとに支払うものとされ

る保険給付の支給を受け

る権利については、会計

法の規定を適用しない。 
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6 ／補正表 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

17 

改正 

P.276 

８ その他法律にお

ける時効 

(1)国民健康保険法

(法 110条) 

1) 保険料その他この法律の

規定による徴収金を徴収

し、又はその還付を受ける

権利及び保険給付を受ける

権利は、２年を経過したと

きは、時効によって消滅す

る。 

 

 

2) 保険料その他この法律の

規定による徴収金の徴収の

告知又は督促は、民法第

153 条の規定にかかわら

ず、時効中断の効力を有す

る。 

1) 保険料その他この法律の

規定による徴収金を徴収

し、又はその還付を受ける

権利及び保険給付を受ける

権利は、これらを行使する

ことができる時から２年を

経過したときは、時効によ

って消滅する。 

 

2) 保険料その他この法律の

規定による徴収金の徴収の

告知又は督促は、時効の更

新の効力を生ずる。 

18 

改正 

P.276 

(2)高齢者の医療の

確保に関する法律

(法 160条) 

1) 保険料その他この法律の

規定による徴収金を徴収

し、又はその還付を受ける

権利及び後期高齢者医療給

付を受ける権利は、２年を

経過したときは、時効によ

って消滅する。 

 

 

2) 保険料その他この法律の

規定による徴収金の徴収の

告知又は督促は、民法第

153 条の規定にかかわら

ず、時効中断の効力を生ず

る。 

1) 保険料その他この法律の

規定による徴収金を徴収

し、又はその還付を受ける

権利及び後期高齢者医療給

付を受ける権利は、これら

を行使することができる時

から２年を経過したとき

は、時効によって消滅する 

 

2) 保険料その他この法律の

規定による徴収金の徴収の

告知又は督促は、時効の更

新の効力を生ずる。 

19 

改正 

P.276 

(3)介護保険法(法

200条) 

1) 保険料、納付金その他こ

の法律の規定による徴収金

を徴収し、又はその還付を

受ける権利及び保険給付を

受ける権利は、２年を経過

したときは、時効によって

消滅する。 

 

 

2) 保険料その他この法律の

規定による徴収金の督促

は、民法第 153 条の規定に

かかわらず、時効中断の効

力を生ずる。 

1) 保険料、納付金その他こ

の法律の規定による徴収金

を徴収し、又はその還付を

受ける権利及び保険給付を

受ける権利は、これらを行

使することができる時から

２年を経過したときは、時

効によって消滅する。 

 

2) 保険料その他この法律の

規定による徴収金の督促

は、時効の更新の効力を生

ずる。 
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補正表／ 7 

 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

20 

改正 

P.277 

(5)児童手当法(法

23 条) 

1) 児童手当の支給を受け

る権利及び第 14 条第１項

（不正利得の徴収）の規

定による徴収金を徴収す

る権利は、２年を経過し

たときは、時効によって

消滅する。 

 

 

2) 児童手当の支給に関す

る処分についての不服申

立ては、時効の中断に関

しては、裁判上の請求と

みなす。 

 

3) 第 14 条第１項の規定に

よる徴収金の納入の告知

又は督促は、民法第 153

条の規定にかかわらず、

時効中断の効力を有す

る。 

1) 児童手当の支給を受け

る権利及び第 14 条第１項

（不正利得の徴収）の規

定による徴収金を徴収す

る権利は、これらを行使

することができる時から

２年を経過したときは、

時効によって消滅する。 

 

2) 児童手当の支給に関す

る処分についての不服申

立ては、時効の完成猶予

及び更新に関しては、裁

判上の請求とみなす。 

 

3) 第 14 条第１項の規定に

よる徴収金の納入の告知

又は督促は、時効の更新

の効力を有する。 

21 

改正 

P.277 

(6)子ども・子育て

支援法(法 78条) 

1) 子どものための教育・

保育給付を受ける権利及

び拠出金等その他この法

律の規定による徴収金を

徴収する権利は、２年を

経過したときは、時効に

よって消滅する。 

 

 

 

2) 子どものための教育・

保育給付の支給に関する

処分についての不服申立

ては、時効の中断に関し

ては、裁判上の請求とみ

なす。 

 

3) 拠出金等その他この法

律の規定による徴収金の

納入の告知又は催促は、

民法第 153 条の規定にか

かわらず、時効中断の効

力を有する。 

1) 子どものための教育・

保育給付を受ける権利及

び拠出金等その他この法

律の規定による徴収金を

徴収する権利は、これら

を行使することができる

時から２年を経過したと

きは、時効によって消滅

する。 

 

2) 子どものための教育・

保育給付の支給に関する

処分についての不服申立

ては、時効の完成猶予及

び更新に関しては、裁判

上の請求とみなす。 

 

3) 拠出金等その他この法

律の規定による徴収金の

納入の告知又は催促は、

時効の更新の効力を有す

る。 
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8 ／補正表 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

22 

改正 

P.279 

１ 労働者災害補償

保険法(法 38条) 

１つ目の□ 

□ 審査請求及び再審査請

求は、時効の中断に関し

ては、これを裁判上の請

求とみなす。 

□ 審査請求及び再審査請

求は、時効の完成猶予及

び更新に関しては、これ

を裁判上の請求とみな

す。 

23 

改正 

P.280 

２  雇 用 保 険 法 

(法 69条) 

２つ目の□ 

□ 審査請求及び再審査請

求は、時効の中断に関し

ては、これを裁判上の請

求とみなす。 

□ 審査請求及び再審査請

求は、時効の完成猶予及

び更新に関しては、これ

を裁判上の請求とみな

す。 

24 

訂正 

P.285 

  
厚生年金保険法 

3)１行目 

3) 第１項の審査請求をし

た日から 60 日以内に決定

がないときは、… 

3) 第１項の審査請求をし

た日から２月以内に決定

がないときは、… 

25 

改正 

P.285 

  
厚生年金保険法 

 

4) 第１項及び第２項の審

査請求並びに第１項及び

前項の再審査請求は、時

効の中断に関しては、裁

判上の請求とみなす。 

4) 第１項及び第２項の審

査請求並びに第１項及び

前項の再審査請求は、時

効の完成猶予及び更新に

関しては、裁判上の請求

とみなす。 

 

「健康保険法」（RU20253）（20/5/25更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.80 健保 042 

要点整理  

《随時改定のイメ

ージ》図中 

３間の報酬の総額の平均額 ３月間の報酬の総額の平均

額 

02 

訂正 

P.140 健保 062 

特記事項 ３番目

３行目 

…そのうち、「症状の程度

が重篤な者又は常時の若し

くは集中的な医学的処置、

手術その他の治療を要する

者として厚生労働大臣が定

めるもの」については、… 

…そのうち、前表⑥指定難

病患者及び⑦境界層該当者

については、… 

03 

改正 

P.275 健保 127 

要点整理  

 平成31年の特例基準

割合について 
 

 

・平成31年１月１日から平

成31年12月31日の間の… 

 令和２年の特例基準

割合について 
 

 

・令和２年１月１日から令

和２年12月31日の間の… 
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補正表／ 9 

「社会保険一般常識」（RU20254）（20/5/25更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.6 国保 005 

要点整理 

２行目 

＊ 国民健康保険の被保険者

は、次の(1)又は(2)であ

る。 

＊ 国民健康保険の被保険者

は、次の①又は②である。 

02 

訂正 

P.8 国保 006 

要点整理(2) 

⑪その他特別の理

由がある者で厚生

労働省令で定める

もの（※1）の囲み

部分 

後掲の【別添２】の内容に差替え 

※長文となりますので、訂正該当部分である p8(2)⑪下の

囲み部分を削除のうえ、【別添２】を次頁（p9）の余白

に貼付して下さい。 

03 

改正 

P.48 国保 027 

要点整理  

 市町村の

保険料の賦課に関

する基準の表 

①世帯主の世帯に属する被

保険者につき算定した基

礎賦課額 61万円 

 

③世帯主の世帯に属する被

保険者のうち介護納付金

賦課被保険者につき算定

した介護納付金賦課額 

16万円 

①世帯主の世帯に属する被

保険者につき算定した基

礎賦課額 63万円 

 

③世帯主の世帯に属する被

保険者のうち介護納付金

賦課被保険者につき算定

した介護納付金賦課額 

17 万円 

04 

改正 

P.98 高医 022 

要点整理 

 ２行目 

・賦課限度額は62万円を超

えることができない（令

18条１項６号）。 

・賦課限度額は 64 万円を超

えることができない（令

18 条１項６号）。 

05 

改正 

P.195 児童 008 

要点整理  

(2)拠出金の額  

３行目 

…これに一定の拠出金率

（1,000分の3.4）を乗じて

得た額の総額とされる。 

…これに一定の拠出金率

（1,000 分の 3.6）を乗じて

得た額の総額とされる。 

 

「年金法Ⅰ」（RU20255）（20/5/25更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.4 

第１節 我が国の

公的年金のしくみ 

趣旨 １行目 

…昭和 16 年６月には労働者

年金保険法が施行され、 

…昭和 17 年６月には労働者

年金保険法が施行され、 

02 

訂正 

P.39 国年 008 

解説 

時効（国民年金

法 102条１項） 

後掲の【別添３】の内容に差替え 

※長文となりますので、訂正該当部分である p39  の 

囲み部分を削除のうえ、【別添３】を貼付して下さい。 

03 

訂正 

P.207 厚年 043 

要点整理の表 

③提出期限 

指定された者は、指定され

た年において、指定日(※1)

までに、指定日前１月以内

に作成された… 

指定された者は、指定され

た年において、指定日(※1)

までに、指定日前３月以内

に作成された… 
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10 ／補正表 

「年金法Ⅱ」（RU20256）（20/5/25更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

改正 

P.294 厚年 064 

要点整理 

図下 

（令和２年度） 

支給停止調整開始額 28万円 

支給停止調整変更額 47万円 

02 

改正 

P.298 厚年 065 

要点整理 

(1)高年齢雇用継続

給付との調整によ

る支給停止 

➌ ２箇所 

支給限度額 

（363,359円） 

支給限度額 

（363,344円） 

03 

改正 

P.299 厚年 065 

要点整理 

 ６行目 

給付の支給限度額（363,359

円）以上であるとき 

給付の支給限度額（363,344

円）以上であるとき 

04 

改正 

P.300 厚年 065 

要点整理 

 前記(b)①の 

事例 

2.（確認）１箇所 

支給限度額 

（363,359円） 

支給限度額 

（363,344円） 

05 

改正 

P.300 厚年 065 

要点整理 

 前記(b)③の 

による確認  

２箇所 

支給限度額 

（363,359円） 

支給限度額 

（363,344円） 

06 

改正 

P.301 厚年 065 

要点整理 

 前記(b)③の事

例 ５箇所 

支給限度額 

（363,359円） 

支給限度額 

（363,344円） 

07 

改正 

P.301 厚年 065 

要点整理 

 前記(b)③の事

例 

2.雇用保険法の規

定による高年齢雇

用継続給付の支給 

式 

363,359円－320,000円 

＝43,359 円 

363,344円－320,000円 

＝43,344 円 

08 

改正 

P.301 厚年 065 

要点整理 

 前記(b)③の事

例 

3.高年齢雇用継続

給付をうけたこと

による調整 

一番下の式 

363,359円－320,000円 

＝43,359 円 ×   

≒17,344 円 

363,334円－320,000円 

＝43,334 円 ×   

≒17,338 円 

※上記 08 改正については、（20/06/22 更新）版により再補正致しました。 

後掲（P.34）の内容にて、補正願います。 
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補正表／ 11 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

09 

改正 

P.302 厚年 065 

要点整理  

図中の数値 

下図の網掛け囲み部分 

（上から） 

43,359 

363,359 

426,015 

135,959 

17,344 

 

 

43,344 

363,344 

426,006 

137,338 

17,338 

【補正後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

改正 

P.305 厚年 066 

要点整理 (2) 

 最終行 

なお、令和２年度における支給停止調整額は 47 万円と

されている。 

11 

訂正 

P.361 厚年 077 

要点整理 

(4)② 

②改定又は決定された標準

報酬月額（法 78 条の６第

４項） 

②改定又は決定された標準

報酬月額（法 78 条の 14

第５項） 

12 

訂正 

P.363 厚年 078 

要点整理 

２行目 

→ただし、被保険者期間の

月数が 300 に満たないこ

とによりこれを 300 とみ

なして年金額が計算され

た障害厚生年金について

は、離婚時みなし被保険

者期間は、その計算の基

礎としない 

→ただし、被保険者期間の

月数が 300 に満たないこ

とによりこれを 300 とみ

なして年金額が計算され

た障害厚生年金について

は、被扶養配偶者みなし

被保険者期間は、その計

算の基礎としない 

 

6
0
歳
到
達
時
等
賃

金
 

（
み
な
し

賃
金
日

額
×

3
0
）

 

61％ 
低下 

ｂ 

標
準
報
酬

月
額

 
基
本
月
額

 

ｂ 
標
準
報
酬

月
額

 

2.高年齢雇用継続給付 

（ｂ×15％相当額） 

3.調整（支給停止） 

 

基
本
月
額

 

1.調整（支給停止） 

 ※在職老齢年金の仕組みによる 

 

支給停止 

53万円 

32
万

円
 

20
万

円
 

43,344円 

 

120,000円 

17,338円 

137,338円 

426,006円 

支給限度額（363,344円） 
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12 ／補正表 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

13 

訂正 

P.363 厚年 078 

解説(*2) 

２行目 

「被保険者期間の月数が

300 に満たないことにより

これを 300 とみなして年金

額が計算された障害厚生年

金については、離婚時みな

し被保険者期間は、 

「被保険者期間の月数が 30

に満たないことによりこれ

を 300 とみなして年金額が

計算された障害厚生年金に

ついては、被扶養配偶者み

なし被保険者期間は、 

14 

訂正 

P.364 厚年 078 

解説(*2) 

下から５行目 

上記の事例のように、離婚

時みなし被保険者期間をそ

の計算の基礎に含めてし 

まうと、 

上記の事例のように、被扶

養配偶者みなし被保険者期

間をその計算の基礎に含め

てし 

まうと、 

15 

改正 

P.396 厚年 086 

要点整理 

２つ目の  

４行目 

（平成 31年度法定価格） 

585,100円×２ 

＝1,170,200 円 

（令和２年度法定価格） 

586,300円×２ 

＝1,172,600 円 

 

「年金法Ⅲ」（RU20257）（20/5/25更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.434 国年 059 

要点整理 

 ２行目 

②出生の当時胎児であった

子  

②死亡の当時胎児であった

子  

02 

訂正 

P.446 国年 064 

要点整理 

(3)遺族基礎年金の

支給停止により死

亡一時金が支給さ

れる場合（法 52条

の２第３項） 

１行目冒頭分 

５行目 

 

 

 

死亡一時金の支給要件を満

たして死亡した者の子がそ

の者の死亡により遺族基礎

年金の受給権を取得した場

合… 

（中略） 

上記(2)の規定は適用され

ず、 

 

 

死亡一時金

が支給される。 

死亡一時金の支給に係る遺

族が死亡した者の配偶者及

び子である場合において、

死亡一時金の支給要件を満

たして死亡した者の子がそ

の者の死亡により遺族基礎

年金の受給権を取得した場

合… 

（中略） 

上記(2)の規定は適用され

ず、死亡した者の配偶者で

あって、その者の死亡の当

時その者と生計を同じくし

ていたものに、死亡一時金

が支給される。 
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補正表／ 13 

 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

03 

訂正 

P.449 第５章 

第３節 

２行目 

…重要となる「短期要件」

より… 

…重要となる「短期要件」

により… 

04 

訂正 

P.508 共通 005 

要点整理   

(2)厚生年金保険に

おける調整 

１行目 

①年金たる保険給付は、そ

の受給権が… 

①年金たる保険給付は、そ

の受給権者が… 

05 

訂正 

P.574 国年 085 

要点整理   

 ２行目 

学生等の保険料納付特例、

50 歳未満の納付猶予制度に

係る保険料のうち、… 

学生等の保険料納付特例、

若年者納付猶予制度、50 歳

未満の納付猶予制度に係る

保険料のうち、… 

06 

訂正 

P.574 国年 085 

要点整理   

 ２行目 

学生等の保険料納付特例、

50 歳未満の納付猶予制度に

係る保険料のうち、… 

学生等の保険料納付特例、

若年者納付猶予制度、50 歳

未満の納付猶予制度に係る

保険料のうち、… 

07 

訂正 

P.600 国年 091   

解説(*1)４行目 

③時効中断の効力を有す

る。 

③時効の更新の効力を有す

る。 

08 

改正 

P.608 国年 092 

要点整理   

５行目 

（  平成 31年 1 月１日

から令和元年 12月 31 日：

8.9％） 

（  令和２年１月１日

から令和２年 12月 31 日：

8.9％） 

09 

改正 

P.608 国年 092 

要点整理   

８行目 

（  平成 31年 1 月１日

から令和元年 12月 31 日：

2.6％） 

（  令和２年１月１日

から令和２年 12月 31 日：

2.6％） 

10 

訂正 

P.656 厚年 138 

要点整理   

(1)社会保険審査官

に対する審査請求 

4）１行目 

第１項及び第２項の審査請

求並びに第１項の再審査請

求は、時効の完成及び更新

に… 

第１項及び第２項の審査請

求並びに第１項の再審査請

求は、時効の完成猶予及び

更新に… 

11 

訂正 

P.664 共通 

要点整理 

１行目 

《時効期間のまとめ（国民

年金法）》 

《時効期間のまとめ（厚生

年金保険法）》 
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14 ／補正表 

「労働保険一般常識Ⅰ」（RU20258）（20/5/25更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.103 育介 002 

要点整理  

(5)育児休業申出が

あった場合におけ

る事業主の義務等 

 ②(※1) 

(※1) １歳から１歳６か月

に達するまでの子に係る育

児休業の申出にあっては６

月 

(※1) １歳から１歳６か月

に達するまでの子に係る育

児休業及び１歳６か月から

２歳に達するまでの子に係

る育児休業の申出にあって

は６月 

02 

訂正 

P.103 育介 002 

要点整理  

(5)育児休業申出が

あった場合におけ

る事業主の義務等 

 (※1) 

(※1) １歳から１歳６か月

に達するまでの子に係る育

児休業の申出にあっては、

２週間 

(※1) １歳から１歳６か月

に達するまでの子に係る育

児休業及び１歳６か月から

２歳に達するまでの子に係

る育児休業の申出にあって

は、２週間 

03 

訂正 

P.122 育介 007 

特記事項 １つ目 
前頁最終行の内容と重複のため削除 

04 

訂正 

P.267 障雇 002 

条文  

●障害者活躍推進

計画の作成等 

(法７条の２) (法７条の３) 

 

「労働保険一般常識Ⅱ」（RU20259）（20/5/25更新） 

 ページ・行 補正前 補正後 

01 

改正 

P.362 社労 008 

条文 

●欠格事由 

②成年被後見人又は被保佐

人  

②の内容を削除のうえ、③

～⑨を②～⑧に繰上げ 

02 

訂正 

P.385 社労 034 

要点整理 

 ② 

②労働者派遣法に規定する

一般労働者派遣事業の許

可を受け、又は同法に規

定する特定労働者派遣事

業の届出をして、 

②労働者派遣法に規定する

労働者派遣事業の許可を

受け、 
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補正表／ 15 

「労働基準法」（RU20260）（20/5/25更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.22 労基 011 

要点整理 

６つ目 

・都道府県労働委員会の委

員は、都道府県知事が任

免し知事が手当を支給し

法令より公務に… 

・都道府県労働委員会の委

員は、都道府県知事が任

免し知事が手当を支給し

法令により公務に… 

02 

訂正 

P.26 労基 012 

要点整理 

 出向の場

合の使用者 

①在籍型出向の場

合 ６行目 

…それによって定められた

出向先の使用者が負う。 

…それによって定められた

権限と責任に応じて出向元

の使用者又は出向先の使用

者が出向労働者について労

働基準法における使用者と

しての責任を負う。 

03 

訂正 

P.34 労基 014 

要点整理 (4) 

 前記(4)①

関係 

タイトル及び 

2 つ目の・ 

 前記(4)① 関係 

 

・控除される期間のうち(a)

～(d)の期間が３箇月以上

にわたる場合又は 

 前記 (4)➊ 関係 

 

・控除される期間のうち①～④

の期間が３箇月以上にわたる

場合又は 

04 

訂正 

P.34 労基 014 

要点整理 (4) 

 前記(4)②

関係 

タイトル 

 前記(4)② 関係  前記 (4)➋ 関係 

 

05 

訂正 

P.223 労基 060 

趣旨 ２行目 

平成 31 年４月１日より施行

される。 

平成 31 年４月１日より施行

されている。 

06 

訂正 

P.272 労基 082 

要点整理 

 1つ目 

前頁最後の・の記載と重複のため削除 

07 

改正 

P.302 労基 099 

条文 

●記録の保存（法

109条） 

使用者は、労働者名簿、賃

金台帳及び雇入、解雇、災

害補償、賃金その他労働関

係に関する重要な書類を３

年間保存しなければならな

い。 

使用者は、労働者名簿、賃

金台帳及び雇入、解雇、災

害補償、賃金その他労働関

係に関する重要な書類を５

年間保存しなければならな

い。 

08 

改正 

P.302 労基 099 

条文  
●記録の保存（法

109条）と【罰則】

の間に追加 

（法附則 143条１項） 

法 109条の記録の保存の規定の適用については、当分の

間、「５年間」とあるのは、「３年間」とされる。 

09 

改正 

P.302 労基 099 

要点整理 

(1)記録の保存 

表中 ②賃金台帳 

起算日 

最後の記入をした日 最後の記入をした日（当該

記録に係る賃金の支払い期

日が当該最後の記入をした

日より遅い場合は、支払期

日） 
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番号 ページ・行 補正前 補正後 

10 

改正 

P.302 労基 099 

要点整理 

(1)記録の保存 

表中 

⑤賃金その他労働

関係に関する重要

な書類 起算日 

その完結の日 その完結の日（当該記録に

係る賃金の支払い期日が当

該完結の日より遅い場合

は、支払期日） 

11 

改正 

P.304 労基 101 

要点整理 

(1)付加金の支払い

（法 114 条） 

８行目 

ただし、この請求は、違反

のあった時から２年以内に

しなければならない。 

ただし、この請求は、違反

のあった時から５年（当分

の間３年）以内にしなけれ

ばならない。 

12 

改正 

P.305 労基 102 

要点整理 

(1)権利の消滅時効 

後掲の【別添４】の内容に差替え 

※長文となりますので、訂正該当部分に【別添４】を貼付

して下さい。 
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補正表／ 17 

「労働者災害補償保険法」（RU20261）（20/5/25更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.27 労災 012 

(1)業務上の疾病 

③ １行面 

「その他業務に起因するこ

との明らかな疾病」は、前

記(1)及び(2)に掲げられて

いる… 

「その他業務に起因するこ

との明らかな疾病」は、前

記①及び②に掲げられてい

る… 

02 

訂正 

P.53 労災 016 

(1)給付基礎日額 

 ➊ (※1) 

下から１行面 

(※1) 平均賃金の算定期間

中に親族の疾病又は

負傷等の看護のため

休業した期間がある

場合は、(1)の場合に

準じて給付基礎日額

を算定する… 

(※1) 平均賃金の算定期間

中に親族の疾病又は

負傷等の看護のため

休業した期間がある

場合は、➊の場合に

準じて給付基礎日額

を算定する… 

03 

改正 

P.103 労災 029 

 障害補償年

金の支給停止期間

（則附則 30 項） 

３行目 

年５分の単利で割り引いて

計算した額の合算額が… 

算定事由発生日における法

定利率の単利で割り引いて

計算した額の合算額が… 

04 

改正 

P.105 労災 029 

解説（*1） 

４行目 

…障害補償年金の額を年利

５分(単利)で割り引く方法

により計算した額の合計額

が障害補償年金前払一時金

の額に達するまでの期間と

された(ちなみに適用期間別

の割引計算に用いる調整係

数は次表のとおりである)。 

…障害補償年金の額を算定

事由発生日における法定利

率(単利)で割り引く方法に

より計算した額の合計額が

障害補償年金前払一時金の

額に達するまでの期間とさ

れた(ちなみに算定事由発生

日における法定利率が年５

分であった場合の適用期間

別の割引計算に用いる調整

係数は次表のとおりであ

る)。 

05 

改正 

P.111 労災 031 

要点整理 
(2)介護補償給付の額 

【常時介護の場合】

表中 

①（上限額 165,150円） 

②70,790 円（３か所） 

①（上限額 166,950円） 

②72,990 円 

06 

改正 

P.111 労災 031 

要点整理 
(2)介護補償給付の額 

【常時介護の場合】

表下 ※ 

（上限額：82,580円、 

最低保障額：35,400円） 

（上限額：83,480円、 

最低保障額：36,500円） 

07 

改正 

P.111 労災 031 

要点整理 
(2)介護補償給付の額 

【常時介護の場合】 

 

70,790円（２か所） 

35,400円（２か所） 

72,990円 

36,500円 
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18 ／補正表 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

08 

改正 

P.162 労災 049 

要点整理 

(1)保険給付に関す

る届出・報告③ 

年金たる保険給付を受けて

いるとき 

年金たる保険給付を受けて

いるとき(障害補償年金若し

くは障害年金又は傷病補償

年金若しくは傷病年金の受

給権者のうち、厚生労働大

臣が番号利用法（マイナン

バー法）の規定により当該

報告書と同一の内容を含む

特定個人情報の提供を受け

ることができるときは不

要） 

09 

改正 

P.182 労災 057 

要点整理 

(1)民事損害賠償側

での調整 

①履行の猶予 

囲み部分 

【履行猶予額の算

定方法】 

当該履行猶予額につき損害

発生時から前払一時金を受

けるべき時までの法定利率

（年５分）により計算され

る額 

当該履行猶予額につき損害

発生時から前払一時金を受

けるべき時までの法定利率

により計算される額 

10 

改正 

P.182 労災 057 

要点整理 

(1)民事損害賠償側

での調整 

②免責 

囲み部分 

【免責額の限度額

の算定方法】 

損害発生時から当該年金又

は前払一時金の支給が行わ

れた時までの法定利率（年

５分）により計算される額 

損害発生時から当該年金又

は前払一時金の支給が行わ

れた時までの法定利率によ

り計算される額 

11 

改正 

P.186 労災 057 

要点整理 

(2)労災保険給付側

での調整 
《労災保険（政府）と事

業主（民事損害賠償）の

調整のイメージ》の図下 

Ｎ：損害発生時から当該年

金又は前払一時金の支

給が行われた時までの

法定利率(年５分)によ

り計算される額 

Ｎ：損害発生時から当該年

金又は前払一時金の支

給が行われた時までの

法定利率により計算さ

れる額 

12 

改正 

P.191 労災 058 

要点整理 

【社会復帰促進等

事業】表 

後掲の【別添５】の内容に差替え 

※訂正該当部分に【別添４】を貼付して下さい。 

13 

訂正 

P.199 労災 060 

 ２つ目 
 ①２行目 

→ 障害特別支給金補償年

金 186 万円（＝300 万円－

114万円） 

→ 障害特別支給金補償年

金 186 万円（＝300 万円－

114万円） 

14 

改正 

P.238 労災 078 

特記事項 
□ 審査請求及び再審査請

求は、時効の中断に関

しては、… 

□ 審査請求及び再審査請

求は、時効の完成猶予

及び更新に関しては、

… 
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補正表／ 19 

「雇用保険法」（RU20262）（20/5/25更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.9 雇用 006 

趣旨 

３行目 

強制加入としているのは、次の

２つが大きなも理由である。 

強制加入としているのは、次の

２つが大きな理由である。 

02 

訂正 

P.40 雇用 017 

５ 公課の禁止 

趣旨 

以下に差替 

本条は、受給者が失業等給付等として支給を受けた金銭に対し

ては租税その他の公課が課されないことを規定したものである。 

03 

訂正 

P.77 雇用 025 

要点整理 

算定対象期間 

(４) (５) 

04 

訂正 

P.92 雇用 027 

➎地域延長給付 

①地域延長給付の

支給要件 1 行目 

地域延長給付を受けるため

には、受給資格に係る離職

の日が平成 34 年３月 31 日

以前である… 

地域延長給付を受けるため

には、受給資格に係る離職

の日が令和４年３月 31 日以

前である… 

05 

訂正 

P.106 雇用 032 

 
前頁  と重複のため削除 

06 

訂正 

P.108 第３章 

要点整理 

第３節 １行目 

一般被保険者以外の被保険

者に係る求職者給について

は、 

一般被保険者以外の被保険

者に係る求職者給付につい

ては、 

07 

訂正 

P.123 雇用 037 

要点整理 
(2)日雇労働被保険者 

２つ目の  

②の２つ目の→ 

→ ただし、適用事業の事

業所の所在地を管轄す

る公共職業安定所の長

又は管轄公共職業安定

所の長の資格継続の認

可を受けたときは、 

→ ただし、適用事業の事

業所の所在地を管轄す

る公共職業安定所の長

又は管轄公共職業安定

所の長に、日雇労働被

保険者資格継続認可申

請書に日雇労働被保険

者手帳を添えて、原則

として当該事業所の事

業主を経由して提出す

ることにより、資格継

続の認可を受けたとき

は、 

07 

訂正 

P.189 雇用 050 

要点整理 
《高年齢雇用継続給

付の支給要件①の賃

金低下のイメージ》 

図中 

支給限度額未満 

（359,899円） 

支給限度額未満 

（363,344円） 

08 

訂正 

P.202 雇用 053 

要点整理 

(1)介護休業給付金

の支給要件 ① 

被保険者(※1)が対象家族

(※2)を養育するための 

被保険者(※1)が対象家族

(※2)を介護するための 
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20 ／補正表 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

09 

改正 

P.219 雇用 055 

要点整理 

(2)育児休業給付金

の額  

→ 休業開始時賃金日額(※

1)に支給日数(※2)を乗

じて得た額の 100 分の

40(※3)に相当する額と

なる。 

→ 休業開始時賃金日額(※

1)に 支給日数(※2)を

乗じて得た額の 100 分

の 50(※3)に相当する

額となる。 

10 

改正 

P.219 雇用 055 

要点整理 

(2)育児休業給付金

の額  (※3) 

(※3) 育児休業給付金の給

付乗率（法附則 12

条） 

法の本則上において

は、育児休業給付金

の額の算定に用いら

れる給付乗率は、

「100 分の 40」とさ

れているが、当分の

間、当該給付乗率

は、「100分の 50

（当該休業を開始し

た日から起算し当該

育児休業給付金の支

給に係る休業日数が

通算して 180日に達

するまでの間に限

り、100分の 67）に

相当する額」とする

こととされている。 

(※3) 当該休業を開始した

日から起算し当該育

児休業給付金の支給

に係る休業日数が通

算して 180日に達す

るまでの間に限り、

100分の 67 

11 

改正 

P.222 雇用 055 

要点整理 

１つ目の 

(4)支給申請手続 

６行分 

(4) 支給申請手続（則 101

条の 13） 

①被保険者は、…（中略）

…労働者名簿、賃金台帳

その他所定の書類を添え

て、 

削除 

12 

訂正 

P.239 雇用 061 

要点整理 

【国庫負担が行わ

れないもの】 

表中⑤の② 

②二事業による助成金等の

より企業が一定の利益を

受ける。 

②二事業による助成金等に

より企業が一定の利益を

受ける。 
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補正表／ 21 

「労働保険徴収法」（RU20263）（20/5/25更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.28 徴収 013 

 一括有期事業

の例 図中 

一括有期事業開始届 10箇所削除 

02 

訂正 

P.30 徴収 013 

特記事項 

２つ目の□ 

□ 有期事業の一括は、…

（中略）…（公共職業

安定所長は関係ない）｡ 

改正により削除 

03 

改正 

P.61 徴収 022 

要点整理 

(1)②の下(※1)⑤ 

⑤法 15条の２に規定する高

年齢労働者のうち…（中

略）…高年齢者賃金総額

の見込 

⑤の内容を削除のうえ、 

⑥及び⑦を 

⑤及び⑥に繰上げ 

04 

改正 

P.63 徴収 022 

要点整理 

１つ目の   

・賃金総額、特別加入保険

料算定基礎額の総額又は

高年齢者賃金総額の見込

額に 1,000円未満の端数

があるときは、・・・ 

・賃金総額、特別加入保険

料算定基礎額の総額の見

込額に 1,000円未満の端

数があるときは、・・・ 

05 

訂正 

P.141 徴収 051 

(2) ③ 

③時効中断の効力を有する ③時効の更新の効力を有す

る。 

06 

改正 

P.153 徴収 057 

要点整理 

(2)  ➋  ２ つ 目

 ⑨ 

⑨委託事業主は、…（中

略）…全委託事業主の 20％

以内である場合には、認可

をして差し支えないこと 

改正により、削除 

↓ 
当該地域要件の削除により、他

の要件を満たす限り、労働保険

事務組合及び事業主の所在する

都道府県にかかわりなく、労働

保険事務の処理を委託すること

が可能となった。 

07 

訂正 

P.155 徴収 058 

(2)委託できる労働

保険事務の範囲 

表中 

委託できる労働保

険事務 

⑤その他働保険について… ⑤その他労働保険について

…  

 

「労働安全衛生法」（RU20264）（20/5/25更新） 

 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.129 安衛 064 

趣旨 

後掲の【別添６】の内容に差替え 

※訂正該当部分に【別添６】を貼付して下さい。 

訂正 

P.170 安衛 091 

要点整理 

(3)面接指導結果の

記録保存の作成及

び保存 

重複のため削除 
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(余白ページ) 
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補正表／ 23 

【別添１】 

「メインテキスト ツールボックスⅡ」（RU20252）（20/5/25 更新） 

番号 04 

 

（※1）法第６条第 11 号の厚生労働省令で定める者（則１条） 

国民健康保険法６条 11 号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とす

る。 

①日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法に規定する外国人住民以外のもの

（入管法に定める在留資格を有する者であって既に被保険者の資格を取得しているもの

及び厚生労働大臣が別に定める者を除く） 

②日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく入管法別表第１の５の表の下

欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病

若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害に

ついて継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の

世話をする活動を行うもの（前号に該当する者を除く） 

③日本の国籍を有しない者であって、入管法に基づく入管法別表第１の５の表の下欄に掲

げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において１年を超えない期間滞在

し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの（18 歳以上の者に限り、第１号

に該当する者を除く） 

④日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であって、

入管法の規定に基づく入管法別表第１の５の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定

める活動のうち、本邦において１年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに

類似する活動を行うもの（①及び③に該当する者を除く。） 

⑤その他特別の事由がある者で条例で定めるもの 
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補正表／ 25 

【別添２】 

「社会保険一般常識」（RU20254）（20/5/25更新） 

番号 02 

 

(※1) 「法第６条第 11号の厚生労働省令で定める者」とは、次の①～⑤に該当するものをいう

（則１条）。 

①日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法に規定する外国人住民以外のもの（入管法

に定める在留資格を有する者であって既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大

臣が別に定める者を除く） 

②日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく入管法別表第１の５の表の下欄に掲

げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害

について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療

を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの

（前号に該当する者を除く） 

③日本の国籍を有しない者であって、入管法に基づく入管法別表第１の５の表の下欄に掲げる活

動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において１年を超えない期間滞在し、観光、保養

その他これらに類似する活動を行うもの（18歳以上の者に限り、第１号に該当する者を除く） 

④日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であって、入管法

の規定に基づく入管法別表第１の５の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のう

ち、本邦において１年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行う

もの（①及び③に該当する者を除く。） 

⑤その他特別の事由がある者で条例で定めるもの 

 

【別添３】 

「年金法Ⅰ」（RU20255）（20/5/25更新） 

番号 02 

 

 時効（国民年金法 102条１項） 

年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から５年を経過したと

き、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける

権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る第 18条

第３項本文に規定する支払期月の翌月の初日から５年を経過したときは、時効によ

って、消滅する。 
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補正表／ 27 

【別添４】 

「労働基準法」（RU20260）（20/5/25更新） 

番号 12 

 

労基－102 ７ 時効（法115条） 

重要度 B 選択・択一 ／ ／ ／ ／ ／    

  要点整理 Archive  Archive 
(1) 権利の消滅時効（法 115 条、法附則 143条３項） 

 

 

この法律の規定による退職手当の請求権はこれを行使することができる時から５
年間、この法律の規定による賃金（退職手当を除く）の請求権はこれを行使するこ

とができる時から３年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権（賃金の

請求権を除く）はこれを行使することができる時から２年間行わない場合において

は、時効によって消滅する。 

《消滅時効のまとめ》 

 
時効期間 

本則 経過措置 

①退職手当の請求権 ５年間 － 

②賃金（退職手当を除く）の請求権 ５年間 （３年間） 

③災害補償その他の請求権（賃金の請求権を除く） ２年間 － 

 

 
・退職時等の証明書の請求権、年次有給休暇の権利の時効についても、本条の規定（災害

補償その他の請求権）により、２年間とされている（平11.3.31 基発169号、昭22.12.15 

基発501号）。 

・解雇予告手当については、一般に時効の問題は生じない（昭27.5.17基収1906号）。 
 

 
    

 

 

 



Kudo Project “Swing-by” seminar 2020     Maintext Tool  Box・Authentic 補正表 

28 ／補正表 

(余白ページ) 
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補正表／ 29 

【別添５】 

「労働者災害補償保険法」（RU20261）（20/5/25更新） 

番号 12 

 

【社会復帰促進等事業（厚生労働省令に規定される事業）】 

事 業 事業内容 

➊社会復帰促進事業 

（則 24条） 

①義肢等補装具費の支給（則 25条） 

②外科後処置（則 26条） 

③労災はり・きゅう施術特別援護措置（則 27条） 

④アフターケア（則 28条） 

⑤アフターケア通院費の支給（則 29条） 

⑥振動障害者社会復帰援護金の支給（則 30条） 

⑦頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護（則 31条） 

➋被災労働者等援護事業 

（則 32条） 

①労災就学援護費の支給（則 33条） 

②労災就労保育援護費の支給（則 34条） 

③休業補償特別援護金の支給（則 35条） 

④長期家族介護者援護金の支給（則 36条） 

⑤労災療養援護金の支給（則 37条） 

➌安全衛生・労働条件等 

確保事業（則 38条） 

①働き方改革推進支援助成金の支給（則 39条） 

②受動喫煙防止対策助成金（則 40条） 

   

 

【別添６】 

「労働安全衛生法」（RU20264）（20/5/25更新） 

番号 01 

 

安衛－064 ４ 危険又は有害業務従事者に対する教育（法 60 条の２） 

重要度 C 選択・択一 ／ ／ ／ ／ ／    

趣旨 条文 要点整理 Archive 特記事項 Archive 
危険な業務に現に就いている者は、技術革新に伴う新規の機械の導入や作業態様の変

化に対応するため、常に知識を更新する必要がある。 

本条は、一定の者に関し業務に関する安全衛生教育の積極的に行い、その能力の向上

を図ることによって、安全衛生をより高めることを目的としたものである。 
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補正表／ 31 

 

2020年合格目標工藤プロジェクトスイングバイセミナー 

使用教材の補正のご案内 

（20/6/22現在） 

2020年合格目標 工藤プロジェクトスイングバイセミナー使用教材「メインテキスト

Authentic」及び「公開講座Ⅰ・Ⅱ」、「改正法攻略講座テキスト」、「2020年合格目標

工藤プロジェクトスイングバイセミナー使用教材の補正のご案内（20/5/25現在）」の内

容を、次のとおり補正させていただきます。 

お手数をお掛けいたしますが、補正のうえ同書をご利用いただけますよう宜しくお願い

申し上げます。 

 

「年金法Ⅰ」（RU20255）（20/6/22更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

改正 

P.185 

《受給権者の行う

届出のまとめ》 

表中⑤ 提出期限 

毎年指定日(※1)までに、 

指定日前１月以内に作成さ

れた所得状況届等を提出 

毎年指定日（７月 31日）ま

でに、指定日前１月以内に

作成された所得状況届等を

提出 

02 

改正 

P.186 

(※1)指定日  

②を削除 

①受給権者の誕生日の属する月

の末日 

②20歳前の傷病による障害に

基づく障害基礎年金又は母子

福祉年金若しくは準母子福祉

年金の裁定替えによる遺族基

礎年金の受給権者 → ７

月 31 日 

・受給権者の誕生日の属する月

の末日 

 

「年金法Ⅱ」（RU20021）（20/6/22現在） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.379 国年 050 

要点整理 

②受給権者の前年

の所得が、政令で

定める額(※1)を超

えるときは・・・ 

４行目「なお書」 

なお、子の加算額が加算さ

れた障害基礎年金について

は、その額から加算額を控

除した額の２分の１ 

(※2) 子の加算額が加算さ

れた障害基礎年金に

ついては、その額か

ら加算額を控除した

額の２分の１ 
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「労働保険徴収法」（RU20263）（20/6/22更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.51 徴収 019 

(1)雇用保険率の表

中「農林水産業・

清酒製造業等」 

②事業主負担 

失業等給付の率 

３ 

 
二事業率 

４ 

失業等給付の率 

４ 

 
二事業率 

３ 

 

「公開講座Ⅰ 計算・事例問題 問題」（RU20285）（20/6/22更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.10 

厚生年金保険法 

【問題】 

下から１行目 

ここで、…（中略）…であ

った場合に支給される老齢

厚生年金の額は、152万円と

なる。 

ここで、…（中略）…であ

った場合に支給される老齢

厚生年金の額は、112万円と

なる。 

 

「公開講座Ⅰ 計算・事例問題 解答」（RU20286）（20/6/22更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.18 

厚生年金保険法 

【問題】 

下から１行目 

ここで、…（中略）…であ

った場合に支給される老齢

厚生年金の額は、152万円と

なる。 

ここで、…（中略）…であ

った場合に支給される老齢

厚生年金の額は、112万円と

なる。 

02 

訂正 

P.19 

厚生年金保険法 

【解答・解説】 

下から３行目から

文末 

報酬比例部分の支給額は112

万 円 （ ＝ 160 万 円 -48 万

円）、…（中略）…当該被

保険者に支給される老齢厚

生年金の額は152万円とな

る。 

報酬比例部分の支給額は72

万 円 （ ＝ 120 万 円 -48 万

円）、…（中略）…当該被

保険者に支給される老齢厚

生年金の額は112万円とな

る。 

 

「公開講座Ⅱ 一般常識深堀講義」（RU20287）（20/6/22更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.5 

《老齢年金生活者

支 援 給 付 金 の 額

（月額）》（令和

２年度価額）の図 

の上 

②保険料免除期間

に基づく額 

保険料納付済期間の月数×1/6 保険料免除期間の月数×1/6 

02 

訂正 

P.11 

保険料納付済期

間 120 月、保険

料 全 額 免 除 期 間

240 月、… 

２行目 

＝保険料納付済期間に基づく額

（ 1,250 円）×  調整支給率

（0.4） ＝ 500円 

＝保険料納付済期間に基づく額

（1,258円）× 調整支給率

（0.4） ≒ 503円 
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補正表／ 33 

「改正法攻略講座 講義テキスト」（RU20450）（20/6/22更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.20 参考 

特定一般教育訓練

に係る教育訓練給

付金の支給対象と

なる費用の範囲

（則 101 条の２の

６） 

一般教育訓練に係る教育訓

練給付金同様、特定一般教

育訓練に係る教育訓練給付

金の支給の対象となる費用

の範囲は、次に掲げるもの

とされる。 

①入学料及び受講料（短期

訓練受講費の支給を受けて

いるものを除く） 

②特定一般教育訓練の受講

開始日前１年以内にキャリ

アコンサルタントが行うキ

ャリアコンサルティングを

受けた場合のその費用（そ

の額が２万円を超えるとき

は、２万円） 

特定一般教育訓練に係る教

育訓練給付金の支給対象と

なる費用の範囲は、入学料

及び受講料（短期訓練受講

費の支給を受けているもの

を除く）である。 

 

［P20 の訂正理由］ 

特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給対象となる費用の範囲に、②特

定一般教育訓練の受講開始日１年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリ

アコンサルティングを受けた場合のその費用（その額が２万円を超えるとき

は、２万円）は含まれないため。 

02 

改正 

P.26 

④特例基準割合の

改定と⑤時効に関

する改正の間 

 【別添１】を挿入 
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「2020年合格目標工藤プロジェクトスイングバイセミナー使用教材の補正

のご案内（20/5/25現在）」 

「年金法Ⅱ」（RU20021）（20/5/25現在）（P.10） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

08 

改正 

P.301 厚年 065 

要点整理 

 前記(b)③の事

例 

3.高年齢雇用継続

給付をうけたこと

による調整 

一番下の式 

363,359円－320,000円 

＝43,359 円 ×   

≒17,344 円 

363,334円－320,000円 

＝43,334 円 ×   

≒17,338 円 

↓ 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

08 

改正 

P.301 厚年 065 

要点整理 

 前記(b)③の事

例 

3.高年齢雇用継続

給付をうけたこと

による調整 

一番下の式 

363,359円－320,000円 

＝43,359 円 ×   

≒17,344 円 

363,344円－320,000円 

＝43,344 円 ×   

≒17,338 円 

 

「年金法Ⅲ」（RU20257）（20/5/25更新）（P.13） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

11 

訂正 

P.664 共通 

要点整理 

１行目 

《時効期間のまとめ（国民

年金法）》 

《時効期間のまとめ（厚生

年金保険法）》 

↓ 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

11 

訂正 

P.664 共通 

要点整理 

１行目及び表中 

《時効期間のまとめ（国民

年金法）》 

（中略） 

③保険料その他国民年金法

の規定による徴収金を徴

収し、又は還付を受ける

権利及び死亡一時金を受

ける権利 

《時効期間のまとめ（厚生

年金保険法）》 

（中略） 

③保険料その他国民年金法

の規定による徴収金を徴収

し、又は還付を受ける権利 
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補正表／ 35 

【別添１】 

「改正法攻略講座 講義テキスト」（RU20450）（20/6/22更新） 番号 02 

 

4-2 労働保険事務組合の認可要件の改正 

従来、労働保険事務組合の認可要件の１つとして、委託事業主は、原則として、労働

保険事務組合の主たる事務所がある都道府県と同一都道府県内の事業主（例外的に全体

の委託事業主の 20％以内であれば隣接都道府県内の事業主も委託事業主として認め

る）とすることという要件（地域要件）があった。 

改正により、この地域要件は削除された。したがって、他の要件を満たす限り、労働

保険事務組合及び事業主の所在する都道府県にかかわりなく、労働保険事務の処理を委

託することが可能となった。 

 

改正前 平 25.3.29 基発 0329第７号 

事務組合に労働保険事務を委託する事業主の地域的範囲については、次の場合を除き

事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に、主たる事務所を持つ事業の事業主とす

る。 

①委託事業主の利便を考慮し、事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に隣接する

都道府県に主たる事務所が所在する事業の事業主が全委託事業主の 20％以内である場

合には認可して差し支えない。 

（以下略） 

↓ 

改正後 令 2.2.28 基発 0228 第１号 

 

（削除） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


