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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） 

2020年合格目標工藤プロジェクトスイングバイセミナーの使用教材「Archive」の

内容を、次のとおり補正させていただきます。お手数をおかけいたしますが、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。 

 

「健康保険法」（RU20273）（20/5/25更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.154 健保 061 

問題５ 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、生

活療養標準負担額のうち、

１日についての居住費分の

負担はない（発展問題）。 

…そのうち、「症状の程度

が重篤な者又は常時の若し

くは被保険者又はその被扶

養者が療養のあった月にお

いて生活保護法の要保護者

である者であって、指定難

病患者の低所得者Ⅰに該当

するものとして生活療養標

準負担額について減額があ

れば生活保護法の規定によ

る保護を要しなくなるもの

（境界層該当者）」につい

ては、生活療養標準負担額

のうち、１日についての居

住費分の負担はない（発展

問題）。 

 

「社会保険一般常識」（RU20274）（20/5/25更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

改正 

P.58 高医 021 

問題４ ２行目 

62 万円を… 64 万円を… 
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「年金法Ⅱ」（RU20276）（20/5/25更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.235 厚年 049 

解答５ ① 

平成 37年 令和７年 

 

02 

訂正 

P.235 厚年 049 

解答５ ③ 

平成 42年 令和 12年 

03 

訂正 

P.235 厚年 049 

解答５ ⑤ 

平成 43年 令和 13年 

 

「年金法Ⅲ」（RU20277）（20/5/25更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.526 国年 038 

問題 10 １行目 

…14以内に日本年金機構 …14以内に市町村長 

02 

訂正 

P.551 厚年 119 

解答１ ④ 

平成 39年 令和９年 

 

03 

訂正 

P.599 共通 019 

解答 18 ３行目 

…「保険料免除期間」は含

まれていない 

…「保険料全額免除期間」

は含まれていない 

 

「労働基準法」（RU20280）（20/5/25更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.134 労基 046 

問題９ ２行目 

…36定を締結し、 …36協定を締結し、 

02 

改正 

P.252 労基 099 

問題１  

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（平 22択１－Ｅ）。 

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（法附則第 143 条第１

項により、当分の間、３年

間）保存しなければならな

い（平 22択１－Ｅ改編）。 

03 

訂正 

P.252 労基 099 

問題３ ２行目  

…死傷の原因でたる事故発

生のの日又は 

…死傷の原因たる事故発生

の日又は 

04 

改正 

P.255 労基 101 

解答・解説１ 

⑦違反のあった時から２年 ⑦違反のあった時から５年

以内（当分の間、３年） 

05 

改正 

P.258 労基 102 

問題１  

後掲の【別添１】の内容に差替え 

06 

改正 

P.258 労基 102 

解答・解説１  

後掲の【別添２】の内容に差替え 

07 

改正 

P.258 労基 101 

問題４ １行目 

後掲の【別添３】の内容に差替え 
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「労働者災害補償保険法」（RU20281）（20/5/25更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.46 労災 014 

問題６ １行目 

働者が、 労働者が、 

02 

訂正 

P.48 労災 014 

問題８ １行目 

張の機会を利用して 出張の機会を利用して 

03 

改正 

P.124 労災 031 

解答・解説 11 

②165,150円 ②166,950円 

04 

改正 

P.124 労災 031 

解答・解説 11 

④70,790 円 ④72,990 円 

 

「雇用保険法」（RU20282）（20/5/25更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

訂正 

P.260 雇用 068 

問題 ８ 

広域求職活動費の支給申請

期限は、原則として、広域

求職活動の指示を受けた日

の翌日から起算して 10日以

内であるが、当該期限が経

過した場合であっても、時

効が完成する、広域求職活

動の指示を受けた日の翌日

から起算して２年を経過す

る日までの期間であれば申

請することができる（発展

問題） 

広域求職活動費の支給申請

期限は、原則として、公共

職業安定所の指示による広

域求職活動を終了した日の

翌日から起算して 10日以内

であるが、当該期限が経過

した場合であっても、時効

が完成する、公共職業安定

所の指示による広域求職活

動を終了した日の翌日から

起算して２年を経過する日

までの期間であれば申請す

ることができる（発展問

題）。 
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「労働保険徴収法」（RU20283）（20/5/25更新） 

番号 ページ・行 補正前 補正後 

01 

改正 

P.36 徴収 013 

問題 13 

13 一括有期事業の事業主

は、それぞれの事業を

開始したときは、…

（発展問題）。 

削除 

02 

改正 

P.37 徴収 013 

解答 12 

12 有期事業の一括は、要

件に該当すれば法律上

当然に行われるもので

あり、「事業主の届出

によって行われるもの

ではない」（法７

条）。 

なお、一括有期事業

の事業主は、それぞれ

の事業を開始したとき

は、その開始日の属す

る月の翌月 10日まで

に、所定の事項を記載

した届書を所轄労働基

準監督署長に提出しな

ければならない（則６

条３項）。 

12 有期事業の一括は、要

件に該当すれば法律上

当然に行われるもので

あり、「事業主の届出

によって行われるもの

ではない」（法７

条）。 

なお、一括有期事業

の事業主は、それぞれ

の事業を開始したとき

は、その開始日の属す

る月の翌月 10日まで

に、所定の事項を記載

した届書を所轄労働基

準監督署長に提出しな

ければならない（則６

条３項）。 

03 

改正 

P.37 徴収 013 

【解答・解説】13 

13 〇 本肢のとおりであ

る（則６条３

項）。 

削除 

04 

改正 

P.42 徴収 015 

問題 ５ 

５ 継続事業の一括は、

個々の事業の規模にか

かわらず行われる。ま

た、その一括の対象と

なる事業について、有

期事業の一括のような

地域制限はない（発展

問題）。 

５ 継続事業の一括は、

個々の事業の規模にか

かわらず行われる。ま

た、その一括の対象と

なる事業について、有

期事業の一括のような

地域的な制限はない

（発展問題）。 

05 

改正 

P.66 徴収 022 

問題 ６ 

６ 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、その端数は切り捨

てて計算し、概算保険

料の額に１円未満の端

数があるときは、その

端数は切り捨てる（発

展問題）。 

６ 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、その端数は切り捨

てて計算し、概算保険

料の額に１円未満の端

数があるときは、その

端数は切り捨てる（発

展問題）。 
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【別添１】 

 

「労働基準法」（RU20280）（20/5/25更新） 

番号 05 【問題】 

 

１ 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 ① 

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 ② 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 ③ ２ 年間行

わない場合においては、時効によって消滅する（発展問題）。 

 

 

【別添２】 

 

「労働基準法」（RU20280）（20/5/25更新） 

番号 06 【解答・解説】 

 

１ 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 ① 

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 ② 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 ③ ２ 年間行

わない場合においては、時効によって消滅する（法 115 条、法附則 143条３項）。 

 

 

【別添３】 

 

「労働基準法」（RU20280）（20/5/25更新） 

番号 07 【問題】 

 

４ 労働基準法第 115 条及び同法附則第 143条第３項により、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年間行わな

い場合においては、時効によって消滅する（平 22択３－Ｃ改編）。 
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(余白ページ) 
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