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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 

精選問題集 Archive〈2021 年度版〉 

（2 0 2 1  年度合格目標 K u d o  p r o j e c t  S w i n g - b y  S e m i n a r  講義使用教材） 

（2021/4/20 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 精選問題集 Archive」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。 

・2021/04/20 更新分…ｐ.1  別添 差替え用頁…ｐ.7 

【2021/04/20 更新分】 

Tool Box(RU21273) 

訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 P.8 TB-007 【問題】１を以下に訂正（別添１） 

１ 労働者災害補償保険は、業務上の事由、 ① 事業主が同一人でない ２以上の事業

に使用される労働者（以下「複数事業労働者」という）の２以上の事業の業務を要因

とする事由又は通勤による労働者の ② 負傷、疾病、障害、死亡等 に対して ③ 

迅速かつ公正な保護 をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、

複数事業労働者の２以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は

疾病にかかった労働者の ④ 社会復帰の促進 、当該労働者及びその ④ 遺族 

の援護、労働者の ⑤ 安全及び衛生 の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進

に寄与することを目的とする（法１条）。 

訂正 P.9 TB-007 【解答】１を以下に訂正（別添２） 

１ 労働者災害補償保険は、業務上の事由、 ① 事業主が同一人でない ２以上の事業

に使用される労働者（以下「複数事業労働者」という）の２以上の事業の業務を要因

とする事由又は通勤による労働者の ② 負傷、疾病、障害、死亡等 に対して ③ 

迅速かつ公正な保護 をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、

複数事業労働者の２以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は

疾病にかかった労働者の ④ 社会復帰の促進 、当該労働者及びその ④ 遺族 

の援護、労働者の ⑤ 安全及び衛生 の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進

に寄与することを目的とする（法１条）。 

訂正 
P.10 TB-009  

【問題】１ ２行目 

雇用に関し、 労働に関し、 

訂正 
P.10 TB-009  

【解答】１ ２行目 

雇用に関し、 労働に関し、 
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 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 
P.80 TB-058  

【問題】２ １行目 

被保険者期間を計算する

場合には、 

国民年金法の被保険者期

間を計算する場合には、 

訂正 
P.81 TB-058  

【解答】２ １行目 

被保険者期間を計算する

場合には、 

国民年金法の被保険者期

間を計算する場合には、 

訂正 
P.153 TB-095  

【解答】２ ５行目⑦ 

⑦ 時効中断の効力 を生

ずる 

⑦ 時効の更新の効力 を

生ずる 

 

健康保険法(RU21273) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P.59 健保-030  

【解答】12 

 

解説文を以下に差替え（令元択 9-イ）（別添３） 

12 任意継続被保険者の資格をその申出により喪失す

るという制度はない。したがって、本肢の者は被保

険者の資格を喪失していないため、被扶養者なるこ

とはできない（法 38条）。 

訂正 

P.62 健保-032  

【問題】４ 

健康保険法施行規則にお

いては、保険者は３年ごと

に一定の期日を定め、被扶

養者に係る確認をするこ

とができることを規定し

ている。督促状により指定

する期限の翌日にその資

格を喪失する（平 27 択５

－Ｃ） 

健康保険法施行規則にお

いては、保険者は３年ごと

に一定の期日を定め、被扶

養者に係る確認をするこ

とができることを規定し

ている。（平 27 択５－Ｃ） 

訂正 

P.117 健保-050  

【解答】16 

 

解説文を以下に差替え（平 28 択２-Ｅ）（別添４） 

一般の被保険者は、その住所を変更したときは、原則と

して、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なけれ

ばならないが、「被保険者証を事業主に提出する必要は

ない」。また、事業主は、その申出を受けたときは、遅

滞なく、変更後の住所等を記載した届書を厚生労働大臣

又は健康保険組合に提出しなければならない（則 28 条

の２第１項、則 36 条の２）。 
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社会保険一般常識(RU21274) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P.151 各給-010 

【解答】４ ５行目 

(1)  ① 60 歳以上 65 歳

以下 の規約で定める年

齢 

(1)  ① 60 歳以上 70 歳

以下 の規約で定める年

齢 

改正 

P.177 各拠-023 

【解答】１ ２行目 

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 

訂正 

P.185 支援-002  

【解答】１ ５行目 

１項各号に掲げる要件に

該当するとものとされて

いる 

１項各号に掲げる要件に

該当するものとされてい

る 

 

年金法Ⅰ(RU21275) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 
P.21 共通-003  

【解答】17 ２行目 

…学生納付特例又は年者

納付猶予制度 

…学生納付特例又は若年

者納付猶予制度 

訂正 
P.207 厚年-042 

【解答】６ ３行目 

使用されるに至った日か

ら「５日以内」に 

使用されるに至った日か

ら「10日以内」に 

 

年金法Ⅲ(RU21277) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 
P.484 国年-066 

【問題】７ １行目 

６段階に区分されている 10 段階に区分されている 

改正 
P.484 国年-066 

【問題】10 削除 

改正 
P.485 国年-066 

【解答】10 削除 

改正 
P.488 厚年-102 

【問題】１ ３行目 

36 か月に達するまでは、 60 か月に達するまでは、 

改正 
P.489 厚年-102 

【解答】１ １行目 

上限である36か月に達す

るまで… 

上限である 60か月に達す

るまで… 

改正 

P.491 厚年-102 

【解答】６ ４行目 

被保険者であった期間に

応じた数を乗じて得た率

とされる 

被保険者であった期間に応

じて政令で定める数を乗じ

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 
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 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 
P.560 国年-083 

【問題】11 ２行目 

158万円以下 168万円以下 

改正 
P.561 国年-083 

【解答】11 ２行目 

158万円以下 168万円以下 

改正 
P.560 国年-083 

【問題】13 ３行目 

197万円以下であれば、 207万円以下であれば、 

改正 

P.561 国年-083 

【解答】13 ２行目・

３行目 

「(扶養親族等の数＋１)

×35万円＋22万円」とさ

れている。この式に本肢

の世帯を当てはめて所得

額を算出すると、「（４＋

１)×35 万円＋22 万円＝

197万円」となる 

「(扶養親族等の数＋１)×

35 万円＋32 万円」とされて

いる。この式に本肢の世帯

を当てはめて所得額を算出

すると、「（４＋１)×35 万

円＋32 万円＝207 万円」と

なる 

改正 
P.566 国年-083 

【問題】25 ３行目 

200万円の場合、 210万円の場合、 

改正 

P.567 国年-083 

【解答】25 

25 × 申請全額免除に係

る当該保険料を納付する

ことを要しないものとす

べき月の属する年の前年

の所得に係る政令で定め

る額とは、扶養親族等の

数に１を加えた数を35万

円に乗じて得た額に22万

円を加算した額であり、

本肢の場合、197万円以下

でなければならない。し

たがって、全額免除と「な

らない」（令６条の７、

平16経過措置令22条、平

26経過措置令11条）。 

200 万円 ＞ (４＋１)×

35 万円＋22万円＝197万

円 

25 × 申請全額免除に係

る当該保険料を納付する

ことを要しないものとす

べき月の属する年の前年

の所得に係る政令で定め

る額とは、扶養親族等の数

に１を加えた数を35万円

に乗じて得た額に32万円

を加算した額であり、本肢

の場合、207万円以下でな

ければならない。したがっ

て、全額免除と「ならない」

（令６条の７、平16経過措

置令22条、平26経過措置令

11条）。 

210 万円 ＞ (４＋１)×35

万円＋32 万円＝207万円 
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 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P.653 共通-021 

【解答】３ 

× 本肢の処分の取消し

の訴えは、… 

○ 本肢のとおりである。

本肢の処分の取消しの

訴えは、… 

訂正 

P.677 国年-106 

【解答】２ 

「日本国内に住所を有す

る 60 歳以上 65 歳未満」の

任意加入被保険者は、基金

の加入に関して第１号被

保険者とみなされるため 

「日本国内に住所を有する

60 歳以上 65 歳未満」の任

意加入被保険者及び「日本

国籍を有する者その他政令

で定める者であって、日本

国内に住所を有しない 20

歳以上 65歳未満」の任意加

入被保険者は、基金の加入

に関して第１号被保険者と

みなされるため 

 

労働基準法(RU21280) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P.70 労基-027 

【問題】１ ４行目 

使用者は、 ⑤ 遅滞なく  

れを交付しなければなら

ない… 

使用者は、 ⑤ 遅滞なく 

これを交付しなければな

らない… 

 

労働者災害補償保険法(RU21281) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 
P.50 労災-014  

【問題】18 ４行目 

…通勤災害と認められ（平

28 択３－Ｅ）。 

…通勤災害と認められる

（平 28択３－Ｅ）。 

訂正 

P.258 労災-080 

【問題】１ 

…当該処分についての再

審査請求に対する  ① 

労働者災害補償保険審査

官の決定 を経た後… 

…当該処分についての審

査請求に対する ① 労

働者災害補償保険審査官

の決定 を経た後… 

訂正 

P.258 労災-080 

【解答】１ 

…当該処分についての再

審査請求に対する  ① 

労働保険審査会の裁決 

を経た後… 

…当該処分についての審

査請求に対する ① 労

働者災害補償保険審査官

の決定 を経た後… 
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雇用保険法(RU21282) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 
P.86 雇用-025 

【解答】２  

× ○ 

訂正 
P.195 雇用-047 

【解答】19  

○ × 

 

労働保険徴収法(RU21283) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P.66 徴収-020 

【問題】７ １行目 

事業又は作業の種類に応

じて 21 に区分されてお

り、 

事業又は作業の種類に応

じて 22 に区分されてお

り、 

 

 



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

- 7 - 

ＬＥＣ社会保険労務士講座／テキスト・レジュメ訂正情報 

精選問題集 Archive〈2021 年度版〉 

（ 2021 年度合格目標  合格講座本論編 /中上級講座ほか  講義使用教材）  

 

別添 差替え用 
 

 

Tool Box(RU21273) 

（別添１）P.8 TB-007 【問題】１を以下に訂正 

 

１ 労働者災害補償保険は、業務上の事由、 ① 事業主が同一人でない ２以上の事業

に使用される労働者（以下「複数事業労働者」という）の２以上の事業の業務を要因

とする事由又は通勤による労働者の ② 負傷、疾病、障害、死亡等 に対して ③ 

迅速かつ公正な保護 をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、

複数事業労働者の２以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は

疾病にかかった労働者の ④ 社会復帰の促進 、当該労働者及びその ④ 遺族 

の援護、労働者の ⑤ 安全及び衛生 の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進

に寄与することを目的とする。 

 

 

（別添２）P.9 TB-007 【解答】１を以下に訂正 

 

１ 労働者災害補償保険は、業務上の事由、 ① 事業主が同一人でない ２以上の事業

に使用される労働者（以下「複数事業労働者」という）の２以上の事業の業務を要因

とする事由又は通勤による労働者の ② 負傷、疾病、障害、死亡等 に対して ③ 

迅速かつ公正な保護 をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、

複数事業労働者の２以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は

疾病にかかった労働者の ④ 社会復帰の促進 、当該労働者及びその ④ 遺族 

の援護、労働者の ⑤ 安全及び衛生 の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進

に寄与することを目的とする（法１条）。 
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健康保険法(RU21273) 

（別添３）P.59 健保-030 【解答】12 

 

12 任意継続被保険者の資格をその申出により喪失するという制度はない。したがって、

本肢の者は被保険者の資格を喪失していないため、被扶養者なることはできない（法

38 条）。 

 

 

（別添４）P.117 健保-050 【解答】16 

 

16 × 一般の被保険者は、その住所を変更したときは、原則として、速やかに、変更後

の住所を事業主に申し出なければならないが、「被保険者証を事業主に提出する必

要はない」。また、事業主は、その申出を受けたときは、遅滞なく、変更後の住所

等を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない

（則 28条の２第１項、則 36 条の２）。 

 





 

 

 






