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ＬＥＣ社会保険労務士講座／テキスト・レジュメ訂正情報 

Maintext Authentic〈2021 年度版〉 

（ 2021 年度合格目標  Kudo project Swing-by Seminar 講義使用教材）  

（2021/04/20 現在） 

 

2021年度合格目標 Kudo project Swing-by Seminarの講義使用教材である 

「2021年度版 Maintext Authentic」におきまして以下の訂正箇所がございます。 

大変おそれいりますが、教材の訂正をお願いいたします。 

※科目名の後の英数字は教材を区別するためのコードです。コードは教材裏表紙のバーコード下に記載しております。 

・2020/11/02 更新分…ｐ.1 

・2021/04/20 更新分…ｐ.2  別添 差替え用頁…ｐ.14 

 

2020/11/02 更新分】 

Tool boxⅡ(RU21252) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P.21  

(1)労働施策総合推進法 

第１条（目的） 1) 

応じて、雇用に関し、 応じて、労働に関し、 

訂正 

P.56 

９ 社会保障関係 第１

条(目的)４行目 最初 

第 条 第１条 

訂正 

P.66 

労働衛生専門官 

１行目・２行目 

・・・第 57 条の３第４項

の規定による勧告、第 57

条の４第１項の規定によ

る指示、 

・・・第 57 条の４第４項

の規定による勧告、第 57

条の５第１項の規定によ

る指示、 

訂正 

P.121 

厚生年金保険法 表 

任意単独被保険者 

・上記①～④の事実があっ

た日に・・・ 

・上記②～④の事実があっ

た日に・・・ 

改正 

P.126  

(2)雇用保険法 

②(a) 

図下「被保険者期間は、7.5 時間」と の間に追加 

上記の図中「11 日以上」については、改正により、11
日未満であっても賃金の支払いの基礎となった時間が
80 時間以上であるものを１箇月として計算する。 

訂正 

P.221  

(法 27条)年金額 

⑧１行目 

・・・30 歳未満の ・・・50 歳未満の 

訂正 

P.233 

 一番下 

・・・政令で定められた平

成 30年度から平成 32年度

までの率である。 

・・・政令で定められた平

成 30 年度から令和２年度

までの率である。 
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【2021/04/20 更新分】 

Tool boxⅡ(RU21252) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P.246 

③保険料免除に係る政

令で定める額 

②⑦ 

(扶養親族等の数＋１)× 

35万円 ＋ 22万円  

(扶養親族等の数＋１)× 

35万円 ＋ 32万円  

改正 

P.246 

③保険料免除に係る政

令で定める額 

③ 

(扶養親族等の数)×(原

則)38万円＋ 78万円  

 

(扶養親族等の数)×(原

則)38万円＋88万円  

 

改正 

P.246 

③保険料免除に係る政

令で定める額 

④⑥ 

(扶養親族等の数)×(原

則)38万円＋ 118万円  

 

(扶養親族等の数)×(原

則)38万円＋128万円  

 

改正 

P.246 

③保険料免除に係る政

令で定める額 

⑤ 

(扶養親族等の数)×(原

則)38万円＋ 158万円  

 

(扶養親族等の数)×(原

則)38万円＋168万円  

 

改正 

P.266 

(*1)延滞金の割合の特

例 

〔  令和２年〕 〔  令和３年〕 

「年 14.6％」の割合及び「年 7.3％」の割合は、当分

の間、各年の延滞税特例基準割合が年 7.3％に満たない

場合には、その年中においては、それぞれ次の①②と

される。 

なお、令和３年中の延滞金の計算に用いられる延滞

税特例基準割合は、1.5％とされている。 

①年 14.6％ 

→延滞税特例基準割合に年 7.3％の割合を加算した

割合 

令和３年：1.5％＋7.3％＝8.8％ 

②年 7.3％ 

→延滞税特例基準割合に年１％を加算した割合 

（当該加算した割合が年 7.3％の割合を超える場

合には、年 7.3％） 

令和３年：1.5％＋１％＝2.5％ 

 
P.266  

２つめの  

「特例基準割合」 「延滞税特例基準割合」 
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健康保険法(RU21273) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P.ⅸ 序論 

下から２行目 

出を予定して保険料を計算

しており、保険給付のの支給

条件、 

出を予定して保険料を計算

しており、保険給付の支給条

件、 

訂正 

P.10 健保-012 

要点整理  

5）１行目 

運営委員会は、委員の総数の

３分の２以上又は被保険者

及び学識経験を有する者… 

運営委員会は、委員の総数の

３分の２以上又は事業主、被

保険者及び学識経験を有す

る者… 

訂正 

P.16 健保-015 

 １つ目 

１行目 

健康保険組合の予算に定め

た各校の金額は組合会の議

決を経て、相互に流用する 

健康保険組合の予算に定め

た各項の金額は組合会の議

決を経て、相互に流用する 

訂正 

P.48 健保-030 

条文 

上から３行目 

被保険者の（日雇特例被保険

者を除く）の資格を 

被保険者（日雇特例被保険者

を除く）の資格を 

訂正 

P.177 健保-070 

趣旨 

上から５行目 

自己負担限度額と世帯合算

の改善、高額療養費多数該当

世帯の負担軽減 

自己負担限度額と世帯合算

の改善、高額療養費多数回該

当世帯の負担軽減 

訂正 

P.215 健保-084 

要点整理 

上から３行目 

→ 死亡に関する保険給付

（傷病手当金及び出産手当

金の支給にあっては、厚生労

働省令で定める場合に限る）

を除いて、その期間中に係る

保険給付は行われず、 

→ 死亡に関する保険給付を

除いて、その期間中に係る保

険給付（傷病手当金及び出産

手当金の支給にあっては、厚

生労働省令で定める場合に

限る）は行われず、 

改正 

P.277 健保-125 

(※1) 

１行目、２行目、３

行目、６行目の４か

所 

特例基準割合 延滞税特例基準割合 

改正 

P.277 健保-125 

【特例基準割合が

年 7.3％に満たない

場合の延滞金の割

合の特例】 

表題、１行目、２行

目の３か所 

特例基準割合 延滞税特例基準割合 
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 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P.278 健保-125 

一番上  

（訂正前） 

 令和２年の特例基準割合について 

・令和２年１月１日～令和２年 12月 31日の間の特例基準

割合は、1.6％とされている。したがって、法 181 条中

の延滞金の割合は次のとおり読み替えられる。 

年 14.6パーセント 

 → 8.9％（＝1.6％＋7.3％） 

年 7.3パーセント 

 → 2.6％（＝1.6％＋１％） 

（訂正後） 

 令和３年の延滞税特例基準割合について 

・令和３年１月１日～令和３年 12月 31日の間の延滞税特

例基準割合は、1.5％とされている。したがって、法 181

条中の延滞金の割合は次のとおり読み替えられる。 

年 14.6パーセント 

 → 8.8％（＝1.5％＋7.3％） 

年 7.3パーセント 

 → 2.5％（＝1.5％＋１％） 

訂正 
P.291 健保-135 

図中 等を削除 

特定健康診査等 特定健康診査 

訂正 

P.292 健保-135 

要点整理 

6）上から３行目 

の提供その他の必要な支援

を行うするものとする。 

の提供その他の必要な支援

を行うものとする。 
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社会保険一般常識(RU21258) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 
P.31 国保-016 

要点整理 (1)① 

移送により、健康保険法に基

づく適切な療養… 

移送により、国民健康保険法

に基づく適切な療養… 

訂正 

P.117 高齢-032 

賦課決定の期間制限  

1)リンクページ 

（趣旨等については、 

p158（介護－039）を参照） 

（趣旨等については、 

p169（介護－039）を参照） 

改正 
P.122 介護-005 

頁差替え 
別添１に差替え 

改正 
P.218 確給-010 

要点整理  

①60歳以上 65歳以下の規約

で定める年齢 

①60 歳以上 70 歳以下の規約

で定める年齢 

訂正 
P.246 確拠-003 

解説(*1) ３行目 

「従業員が 100 人以下…」 「従業員が 300 人以下…」 

改正 
P.275 確拠-023 

(2)脱退一時金 ③ 

その者の通算拠出期間が１

月以上３年以下であること 

その者の通算拠出期間が１

月以上５年以下であること 

改正 

P.283 支援-002 

一番下(※3)説明文 

１月から７月までの月分の

老齢年金生活者支援給付金

については、前年、 

１月から９月までの月分の

老齢年金生活者支援給付金

については、前年、 

訂正 

P.286 支援-002 

《老齢年金生活者支

援給付金の額（月

額）》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 

改正 

P.290 支援-003 

(※4)説明文 

１月から７月までの月分の

老齢年金生活者支援給付金

については、前年、 

１月から９月までの月分の

老齢年金生活者支援給付金

については、前年、 

訂正 
P.291 支援-003 

(2)上から５行目 

こととなる額に調整支給を

乗じて得た額 

こととなる額に調整支給率

を乗じて得た額 

訂正 
P.312 支援-015 

 
削除 
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年金法Ⅰ(RU21255) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P.98 厚年-014 

解説 

(*2)１行目 

事業所使用される70歳未満

の者が、 

事業所で使用される70歳未

満の者が、 

訂正 

P.122 厚年-022 

要点整理 

(1)３行目 

次の①及び②の要件を満た

せば、 

次の①～③の要件を満たせ

ば、 

 

年金法Ⅱ(RU21256) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P.295 厚年-066 

要点整理 

(2) ４行目 

12を乗じて得た額いう。 12を乗じて得た額をいう。 

改正 

P.334 厚年-071 

要点整理  

１行目 

１月以内 ６月以内 

改正 

P.334 厚年-071 

要点整理  

①の図中 

１月以内 ６月以内 

改正 

P.334 厚年-071 

要点整理  

②２行目 

１月以内 ６月以内 

改正 

P.334 厚年-071 

要点整理  

②の図中 

１月以内 ６月以内 

改正 

P.334 厚年-071 

要点整理  

③の図中 

１月以内 ６月以内 
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年金法Ⅲ(RU21257) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P.428 国年-063 

条文 下から３行目

のただし書 

改正により差替え 

ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたこ

とがある夫が死亡したときは、この限りでない。 

改正 
P.429 国年-063 

要点整理 ２行目 

次の①～⑥ 次の①～⑤ 

改正 

P.429 国年-063 

要点整理 ⑤ 

改正により差替え 

⑤夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金(※2)の支給を受けて

いなかったこと(解説*3) 

改正 

P.429 国年-063 

要点整理 ⑤ 

(※2) ２箇所 

(解説*3) (解説*4) 

改正 
P.429 国年-063 

要点整理 ⑥ 
改正により削除 

改正 

P.431 国年-063 

解説(*3) 
(*3) 寡婦年金の支給要件

のうち、「⑤夫が障害基礎年

金の受給権者であったこと

がないこと」に関し、… 

(*4) 寡婦年金の支給要件

のうち、「⑤夫が障害基礎年

金の支給を受けていなかっ

たこと」とあることに関し、

… 

改正 

P.431 国年-063 

解説(*4) 

(*4) 寡婦年金の支給要件

のうち、「⑥夫が老齢基礎年

金の支給を受けていなかっ

たこと」とは、… 

(*3) 寡婦年金の支給要件

のうち、「⑤夫が老齢基礎年

金の支給を受けていなかっ

たこと」とは、… 

改正 

P.470 国年-066 

要点整理 

(2)以下５行分 

削除 

改正 
P.471 国年-066 

頁差替え 
別添２に差替え 

改正 
P.472 国年-066 

頁差替え 
別添３に差替え 

改正 
P.475 厚年-102 

頁差替え 
別添４に差替え 

改正 
P.476 厚年-102 

頁差替え 
別添５に差替え 

訂正 

P.543 国年-083 

要点整理 

(3)申請全額免除 

２行目・10行目 

①～⑤ ①～④ 
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 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P.543 国年-083 

要点整理 

(6)申請４分の１免

除 ２行目 

①～⑤ ①～④ 

訂正 

P.544 国年-083 

要点整理 

(7)学生等の保険料

の納付特例 ２行目 

①～⑤ ①～④ 

訂正 

P.544 国年-083 

要点整理 

(8)若年者納付猶予

制度 ６行目 

①～⑤ ①～④ 

改正 

P.545 国年-083 

《申請免除の免除事

由のまとめ》 

③地方税法に定める障害者、

寡婦その他の同法の規定

による市町村民税が課さ

れない者として政令で定

める者であって、 

③地方税法に定める障害者、

寡婦その他の同法の規定

による市町村民税が課さ

れない者として政令で定

める者（ひとり親）であっ

て、 

改正 

P.546 国年-083 

(※1) 政令で定める

額 表中(3)(8) 

(扶養親族等の数＋１) 

× 35万円 ＋ 22万円  

(扶養親族等の数＋１) 

× 35万円 ＋ 32万円  

改正 

P.546 国年-083 

(※1) 政令で定める

額 表中(4) 

(扶養親族等の数) 

×(原則)38万円＋ 78万円  

(扶養親族等の数) 

×(原則)38万円＋88万円  

改正 

P.546 国年-083 

(※1) 政令で定める

額 表中(5)(7) 

(扶養親族等の数) 

×(原則)38万円＋ 118万円  

(扶養親族等の数) 

×(原則)38万円＋128万円  

改正 

P.546 国年-083 

(※1) 政令で定める

額 表中(6) 

(扶養親族等の数) 

×(原則)38万円＋ 158万円  

(扶養親族等の数) 

×(原則)38万円＋168万円  

改正 
P.547 国年-083 

 2)② 

前年(※3)の所得が 57 万円

を超えない… 

前年(※3)の所得が67万円を

超えない… 

改正 
P.547 国年-083 

 2)④ 

前年の所得が 57 万円を超え

る… 

前年の所得が67万円を超え

る… 

改正 

P.549 国年-083 

 2)③イロハ 

イ （中略）78万円 

ロ （中略）118 万円 

ハ （中略）158 万円 

イ （中略）88万円 

ロ （中略）128万円 

ハ （中略）168万円 
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 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 
P.551 国年-083 

 2)④ 

前年(※2)の所得が 118 万円

を超えない… 

前年(※2)の所得が128万円

を超えない… 

改正 
P.551 国年-083 

 2)⑤ 

前年の所得が 118 万円を超

える… 

前年の所得が128万円を超え

る… 

訂正 

P.558 国年-085 

(1)➊ ４行目 

保険料を免除された期間に

ついて・・・ 

保険料を免除された期間（承

認の日の属する月前 10 年以

内の期間に係るものに限る）

について・・・ 

訂正 

P.579 厚年-126 

要点整理 

(1)➌  ①の図 

７月 

（前月） 

７月 

 

訂正 

P.579 厚年-126 

要点整理 

(1)➌  ①の図 

８月 

 

８月 

（前月） 

訂正 
P.583 国年-091 

解説(*1) 

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。 

改正 

P.590 国年-092 

 延滞金の割

合の特例 

①及び② 

①年 14.6％ （中略） 

（  令和２年１月１日

～令和２年 12 月 31 日：

8.9％） 

②年 7.3％ （中略） 

（  令和２年１月１日

～令和２年 12 月 31 日：

2.6％） 

①年 14.6％ （中略） 

（  令和３年１月１日

～令和３年 12 月 31 日：

8.8％） 

②年 7.3％ （中略） 

（  令和３年１月１日

～令和３年 12 月 31 日：

2.5％） 

訂正 
P.602 厚年-132 

条文 下から４行目 

●基準年度以後改定率の改

定 

●基準年度以後再評価率の

改定 

改正 

P.598 国年-094 

３  改定率の改定

（法 27条の２、法 27

条の３） 

↓ 

P.615 厚年-134 

８ 調整期間におけ

る再評価率の改定等

の特例（法 43条の４） 

当該頁（18頁分）の記載内容の一部については、平成 28

年 12 月 14日「公的年金制度の持続可能性の向上を図るため

の国民年金法等の一部を改正する法律」（平成 28 年法律第

114号）の成立により、年金額の改定のルールが改正され令

和３年度より施行されましたが、当該頁の内容は、令和２年

度までのしくみとして記載内容は補正せず、令和３年度以降

の改正分を溶け込ませたものについては、公開講義テキスト

として別途配布致します。 
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労働一般常識 第１分冊(RU21259) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P.188 労推-004 

条文 ●労働者の募

集及び採用における

年齢にかかわりない

均等な機会の確保 

 ２行目 

・法 10条の規定により… ・法９条の規定により… 

訂正 

P.205 職安-001 

解説(*3)  

 ２行目 

公共職業安定所の求人票を

には、… 

公共職業安定所の求人票に

は、… 

訂正 
P.219 派遣-001 

解説(*1) ３行目 

しかしながら、下図のように しかしながら、前頁１行目の

下の図のように 

訂正 

P.227 派遣-005 

要点整理(3)１行目 

派遣先等の当該労働者派遣

に関する料金の額ついての

配慮 

派遣先等の当該労働者派遣

に関する料金の額について

の配慮 

改正 

P.237 派遣-007 

要点整理  

例外禁止の例外とし

て認められる業務 

19 号 看護師の業務（病院等を除く） 追加 

訂正 
P.239 派遣-007 

特記事項 ２つ目 

派遣元事業主は、遣労働

者・・・ 

派遣元事業主は、派遣労働

者・・・ 

訂正 
P.292 第 8 節 

趣旨 一番下 

平成 38年３月 31日までの 令和８年３月 31日までの 

訂正 

P.303 職能-001 

条文 ２行目 

この法律は、雇用対策法と相

まって 

この法律は、労働施策の総合

的な推進並びに労働者の雇

用の安定及び職業生活の充

実等に関する法律と相まっ

て 

訂正 
P.306 職能-002 

下から４行目 

(2) 

 

(3) 

訂正 
P.307 職能-002 

１行目 

(3) (4) 
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労働基準法(RU21260) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P.274 労基-083 

要点整理  

２行目 

労働者を代表する者の署名

又は記名押印のあるもので

なければならない。 

労働者を代表する者の氏名

を記載したものでなければ

ならない。 

改正 

P.275 労基-083 

要点整理  

２つ目の「・」２行

目 

意見書に署名又は記名押印

しない場合には、 

意見書に労働者を代表する

者の氏名を記載しない場合

には、 

改正 

P.288 労基-088 

要点整理 (2)労働

者の同意  

２つ目の「・」２行

目 

寄宿労働者の過半数を代表

する者の署名又は記名押印

のあるものでなければなら

ない。 

寄宿労働者の過半数を代表

する者の氏名を記載したも

のでなければならない。 
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労働者災害補償保険法(RU21261) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P.130 労災-031 

要点整理 

【常時介護の場合】

表中① １箇所 

実費（上限額 166,950 円） 実費（上限額 171,650 円） 

改正 

P.130 労災-031 

要点整理 

【常時介護の場合】

表中② ３箇所 

72,990円 73,090円 

改正 

P.130 労災-031 

要点整理 

【常時介護の場合】

表の下 ※ 

（上限額：83,480円、 

最低保障額：36,500円） 

（上限額：85,750円、 

最低保障額：36,500 円）最

低保障額は変更なし 

改正 

P.130 労災-031 

要点整理 

【常時介護の場合】 

２つ目の  

１つ目の「・」 

・介護補償給付を支給すべ

き事由が生じた月（＝介護

開 始 初 月 ） に つ い て は

72,990 円（随時介護の場合

36,500 円）の最低保障はな

い。 

・介護補償給付を支給すべ

き事由が生じた月（＝介護

開 始 初 月 ） に つ い て は

73,090 円（随時介護の場合

36,500 円）の最低保障はな

い。 

改正 

P.130 労災-031 

要点整理 

【常時介護の場合】 

２つ目の  

２つ目の「・」 

・親族又はこれに準ずる者

による介護を受けた日がな

い月については、72,990 円

（随時介護の場合 36,500

円）の最低保障はない。 

・親族又はこれに準ずる者

による介護を受けた日がな

い月については、73,090 円

（随時介護の場合 36,500

円）の最低保障はない。 

改正 

P.225 労災-060 

要点整理 

【社会復帰促進等

事業（厚生労働省令

に 規 定 さ れ る 事

業）】 

➋被災労働者等援護事業 

⑤労災療養援護金の支給（則 37 条） 削除 

改正 

P.255～ P.256  労

災-072 

２頁分差替え 

別添６及び別添７に差替え 

訂正 

P.262 労災-075 

【通勤災害の適用

の可否のまとめ】 

削除 
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雇用保険法(RU21262) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 
P.217 雇用-055 

１つ目の  

育児休業給付の対処となる

子… 

育児休業給付の対象となる

子… 

 

労働保険徴収法(RU21263) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P.23 徴収-011 

要点整理 

(1) ２行目 

前記１の保険関係の消滅 前記、徴収-010 の保険関係

の消滅 

訂正 

P.23 徴収-011 

要点整理 

(2) ２行目 

前記１の保険関係の消滅 前記、徴収-010 の保険関係

の消滅 

改正 

P.60 徴収-020 

 【第二種特別

加入保険料率】 

別添８に差替え 

訂正 

P.125 徴収-048 

要点整理 

(2) 表中② 

②雇用保険料納付計器を設

置した事業主 

②印紙保険料納付計器を設

置した事業主 

訂正 

P.151 徴収-057 

要点整理 

(1) ２行目 

又は②のの委託を受けて労

働保険事務を処理するため

に 

又は②の委託を受けて労働

保険事務を処理するために 
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ＬＥＣ社会保険労務士講座／テキスト・レジュメ訂正情報 

Maintext Authentic〈2021 年度版〉 

（ 2021 年度合格目標  Kudo project Swing-by Seminar 講義使用教材）  

 

別添 差替え用頁 
 

１ 社会保険一般常識 P.122 

２ 年金法３ P.471 

３ 年金法３ P.472 

４ 年金法３ P.475 

５ 年金法３ P.476 

６ 労働者災害補償保険法 P.255 

７ 労働者災害補償保険法 P.256 

８ 労働保険徴収法 P.60 
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122 ／第３章 介護保険法 

国 及び  

地方公共団体 

（法５条３項・

４項） 

国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、 住み慣れた地域  で、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付

に係る  保健医療サービス  及び  福祉サービス  に関する施策、要介護状

態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための

施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、 医療及

び居住  に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう

努めなければならない。 

国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進

するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携

を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いなが

ら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。 

    

 認知症に関する施策の総合的な推進等（法５条の２） 

1) 国及び地方公共団体は、認知症（アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患

その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として

政令（令１条の２）で定める状態をいう。以下同じ）に対する国民の関心及び理解を深め、

認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発に努

めなければならない。 

●認知症（令１条の２） 

法５条の２第１項の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾

患、脳血管疾患その他の疾患（特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱

病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く）により日常生活に支障が生じる

程度にまで認知機能が低下した状態とする。 

2) 国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症に係る適切な保健医療サービス及び福

祉サービスを提供するため、研究機関、医療機関、介護サービス事業者（法 115 条の 32

第１項に規定する介護サービス事業者をいう）等と連携し、認知症の予防、診断及び治療

並びに認知症である者の心身の特性に応じたリハビリテーション及び介護方法に関する

調査研究の推進に努めるとともに、その成果を普及し、活用し、及び発展させるよう努め

なければならない。 

3) 国及び地方公共団体は、地域における認知症である者への支援体制を整備すること、認

知症である者を現に介護する者の支援並びに認知症である者の支援に係る人材の確保及

び資質の向上を図るために必要な措置を講ずることその他の認知症に関する施策を総合

的に推進するよう努めなければならない。 

4) 国及び地方公共団体は、前３項の施策の推進に当たっては、認知症である者及びその家

族の意向の尊重に配慮するとともに、認知症である者が地域社会において尊厳を保持しつ

つ他の人々と共生することができるように努めなければならない。 

    

 

介護―006 ６ 医療保険者の責務（法６条） 

重要度 C 選択 ／ ／ ／ ／ ／    

 条文    Archive 
●医療保険者の責務（法６条） 

医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければなら

ない。 
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第１節 その他の給付（国民年金法）／ 471 

(2) 脱退一時金の額（法附則９条の３の２第３項） 

脱退一時金の額は、基準月（※1）の属する年度における保険料の額に２分の１を

乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数（※2）に応じて政令（令 14 条の３の２）

で定める数を乗じて得た額とされる。 

(※1) 「保険料納付済期間等の月数」とは、請求の日の属する月の前月までの第１号被保険

者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料４分の１免除期間、保険料

半額免除期間又は保険料４分の３免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各

月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。 

(※2) 「保険料納付済期間等の月数」とは、請求の日の前日において請求の日の属する月の

前月までの第１号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保

険料４分の１免除期間の月数の４分の３に相当する月数、保険料半額免除期間の月数

の２分の１に相当する月数及び保険料４分の３免除期間の月数の４分の１に相当する

月数を合算した月数をいう（法附則９条の３の２第１項）。(解説*1) 

 

【保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数（令 14条の３の２）】 

保険料納付済期間等の月数 政令で定める数 

6 月以上 12月未満   6 

12 月以上 18 月未満   12 

18 月以上 24 月未満   18 

24 月以上 30 月未満   24 

30 月以上 36 月未満   30 

36 月以上 42 月未満   36 

42 月以上 48 月未満   42 

48 月以上 54 月未満   48 

54 月以上 60 月未満   54 

60 月以上        60 

 

 

・脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎とな

った第１号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったもの

とみなされる（法附則９条の３の２第４項）。(解説*2) 
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472 ／第２編 年金法総論 第７章 保険給付各論（その他の給付） 

趣旨  要点整理 解説 特記事項 Archive 
(*1) 保険料全額免除期間は、第１号被保険者としての被保険者期間の対象月数の

計算の基礎とはされない。 

→ 保険料の掛け捨て防止のための制度であるため。 

(*2) 再来日して国民年金険に加入しても、前回分とは通算できないという意味であ

り、厚生年金保険法の脱退手当金と違い合算対象期間とはされない。
 

 

 

趣旨  要点整理 解説 特記事項 Archive 
□ 任意加入被保険者、特例による任意加入被保険者及び旧国民年金の被保険者期間は、

第１号被保険者期間とみなされ、６月以上の要件の対象とされる。
 

 

□ 「日本国籍を有しない者（被保険者でない者に限る）」という部分の括弧書きが重要！ 

厚生年金保険法（法附則 29 条）にも同様の規定があるが、表現は次のようになる。 

→ 「日本国籍を有しない者（国民年金の被保険者でない者に限る）」 

□ 日本国内に住所を有していると請求できない。 
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第２節 その他の給付（厚生年金保険法）／ 475 

 前記(1)②の政令で定める保険給付（令 12条） 

・障害手当金及び特例老齢年金 

・旧法による障害年金及び障害手当金 

・旧船員保険法による障害年金及び障害手当金 

 

 日本国内において請求書を受付する場合の取扱い 

（平 29.2.27 年管管発 0227 第２号） 

＊年金事務所等において脱退一時金請求書を受付する場合には、日本国内に住所

を有しないことを明らかにすることができる書類（日本国外に転出予定である旨

が記載された住民票の写し、住民票の除票等）の添付を求めた上で、請求書の受

付日が住民票の消除日（消除予定日）以降であることの確認を行うこと。 

ただし、住基ネットの確認による住民票消除の情報等で、日本に住所を有しな

くなった年月日が確認できる場合は、日本国内に住所を有しないことを明らかに

することができる書類の添付は不要であること。 

 

(2) 脱退一時金の額（法附則 29 条３項・４項）法附則９条の３の２第３項 

脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額

に支給率を乗じて得た額とされる。
 

 

 

 

 

(※1) 平均標準報酬額には再評価率は乗じない。 

(※2) 支給率とは、最終月（最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう）

の属する年の前年 10月の保険料率（最終月が１月から８月までの場合にあっては、前々

年 10月の保険料率）に２分の１を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政

令（令 12条の２）で定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下１位未満の端

数があるときは、これを四捨五入する（法附則 29条４項）。
    

 

 

《支給率》 

 

 

 

 

 

 

平均標準報酬額(※1) × 支給率(※2) 

支給率 
最終月の属する年の 

前年 10月の保険料率 ＝ × 
１ 
２ 

× 

（本人負担は半分なので） 

（保険料率の改定に対応するため） 

政令で定める数 

（６～60） 
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476 ／第２編 年金法総論 第７章 保険給付各論（その他の給付） 

【被保険者であった期間に応じて政令で定める数（令 12 条の２）】 

被保険者であった期間 政令で定める数 

6 月以上 12月未満   6 

12 月以上 18 月未満   12 

18 月以上 24 月未満   18 

24 月以上 30 月未満   24 

30 月以上 36 月未満   30 

36 月以上 42 月未満   36 

42 月以上 48 月未満   42 

48 月以上 54 月未満   48 

54 月以上 60 月未満   54 

60 月以上        60 

 

   

・被保険者期間の全部又は一部が平成 15 年４月１日前である者に支給される脱退

一時金の額を計算する場合においては、・・・ 

→ 同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に 1.3 を乗じて得た額並びに

同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得

た額を被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じ

た支給率を乗じて得た額とされる（平 12法附則 22条１項）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総報酬制に準じ拡張） 

各月の標準報酬月額×1.3 

平成 15年４月１日 
（総報酬制導入） 

各月の標準報酬月額 

＋ 

各月の標準賞与額 

＋ 

被保険者期間の月数 
支給率 × 



 

 

 

 



ＬＥＣ東京リーガルマインド                  無断複製・頒布を禁じます 

第１節 特別加入／ 255 

労災－072 ３ 一人親方等の特別加入（法 33 条３号～５号、法 35 条） 

重要度 A 択一 ／ ／ ／ ／ ／    

  要点整理   Archive 
(1) 範囲（法 33条３号～５号） 

➊一人親方その他の自営業の者及びその事業に従事する者（一人親方等）(※1) 

(※1) 「その事業に従事する者」とは、労働者以外の者で下記の「一人親方その他の自営

業の者」が行う事業に常態として従事する者（家族従事者等）をいう。 

「一人親方その他の自営業の者」とは、次に掲げる事業を労働者を使用しないで

行うことを常態とする者をいう（則 46 条の 17）。 

①自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業 

 個人タクシー業者、個人貨物運送業者 等 

②建設の事業（土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、

変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業をいう）  左官、大工、とび 等 

③漁船による水産動植物の採捕の事業（⑦に掲げる事業を除く） 

④林業の事業 
 

   植林、伐採、木炭製造 等 

⑤医薬品の配置販売の事業 

⑥再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業 

 廃品回収業、くず鉄業 等 

⑦船員法１条に規定する船員が行う事業 

⑧柔道整復師法２条に規定する柔道整復師が行う事業  

⑨高年齢者雇用安定法に規定する創業支援等措置に基づき、高年齢者が新たに開始

する事業又は社会貢献事業に係る高年齢者が行う事業であって、厚生労働省労働

基準局長が定めるもの  

➋特定の作業に従事する者であって労働者以外の者（特定作業従事者） 

「特定の作業」とは、次に掲げる作業をいう（則 46条の 18）。 

①農業（特定農作業・指定農業機械作業） 
  

 

②職場適応訓練又は事業主団体等委託訓練として行われる作業 
 

 

③家内労働者又はその補助者が行う作業のうち危険有害な作業 
  

 

④労働組合等の常勤の役員が行う労働組合等の活動に係る作業 
  

 

⑤日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる

作業であって、次のいずれかに該当するもの 

イ 介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日

常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもの 
 

 

ロ 炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家

庭において日常生活を営むのに必要な行為 
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256 ／第 11章 特別加入 

⑥放送番組（広告放送を含む）、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸

能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であって、厚生労働省労働基準

局長が定めるもの  

⑦アニメーションの制作の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの 

  

(2) 特別加入の要件（法 35 条１項） 

一人親方等の特別加入については、中小事業主等の特別加入の場合と異なり、・・・ 

→ 一人親方等の団体又は特定作業従事者の団体が適用事業主と、また、一人親方

等又は特定作業従事者が労働者とみなされて、その団体について保険関係が成

立するしくみとなっている。 
  

 

つまり、一人親方等又は特定作業従事者は、その団体を通じて労災保険に特

別加入することとなる。 

一人親方等が特別加入するには、次の要件を満たさなければならない。 

①一人親方等の団体又は特定作業従事者の団体が、継続性、事務処理能力、労働災

害防止活動等から見て、特別加入者の団体にふさわしいものと認められること（昭

40.11.1 基発 1454 号）。 

②一人親方等の団体又は特定作業従事者の団体が、特別加入することにつき申請を

し、政府の承認を受けること。 

 

 
・一人親方等の団体又は特定作業従事者の団体が、実質的に労働保険事務組合と類

似の仕事をするため、中小事業主等の特別加入の要件である労働保険事務組合へ

の労働保険事務の処理の委託は、ここでは必要ない。 

・上記②の申請は、特別加入申請書を、その団体の主たる事務所の所在地を管轄す

る労働基準監督署長を経由してその所在地を管轄する都道府県労働局長に

提出することによって行わなければならない（則 46条の 23第１項）。 

・同一人が同じ種類の事業又は作業に関して複数の団体に加入している場合におい

て、一つの団体を通じて特別加入したときは、・・・ 

→ 同一の種類の事業又は作業に関しては、他の団体を通じたとしても、重ね

て特別加入することはできない（法35条２項）。 

ただし、その者が、異なる種類の事業又は作業に関して異なる団体に属して

いる場合には、・・・ 

→ その異なる団体を通じて、その異なる種類の事業又は作業に関して重ねて

特別加入をすることができる。 
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60 ／第３章 労働保険料の納付の手続 

 【第二種特別加入保険料率（則別表第５)】（令和３年４月１日改定）  

事業又は作業 

の種類の番号 
事業又は作業の種類 

第２種特別加入保険料率 

（単位：1／1,000） 

特 1 個人タクシー、個人貨物運送業者 12 

特 2 建設業の一人親方 18 

特 3 漁船による自営業者 45 

特 4 林業の一人親方 52 

特 5 医薬品の配置販売業者 7 

特 6 再生資源取扱業者 14 

特 7 船員法第１条に規定する船員が行う事業 48 

特 8 

 
柔道整復師法第２条に規定する柔道整復師が行う事業 3 

特 9 

 

高年齢者の雇用の安定等に関する法律による創業支援等

措置に基づき高年齢者が行う事業 
3 

特 10 指定農業機械従事者 3 

特 11 職場適応訓練受講者 3 

特 12 金属等の加工、洋食器加工作業 15 

特 13 履物等の加工の作業 6 

特 14 陶磁器製造の作業 17 

特 15 動力機械による作業 3 

特 16 仏壇、食器の加工の作業 18 

特 17 事業主団体等委託訓練従事者 3 

特 18 特定農作業従事者 9 

特 19 労働組合等常勤役員 3 

特 20 介護作業従事者 5 

特 21 

 

放送番組（広告放送を含む）、映画、寄席、劇場等におけ

る音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若

しくは企画の作業であって、厚生労働省労働基準局長が

定めるもの 

3 

特 22 

 

アニメーションの制作の作業であって、厚生労働省労働

基準局長が定めるもの 
3 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


