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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）  

（2021/08/06 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。 

・2021/05/27 更新分…p1 

・2021/06/11 更新分…p2 

・2021/06/18 更新分…p3 

・2021/06/29 更新分…p4 

・2021/08/06 更新分…p5 

 

2021/05/27【更新分】 

Tool boxⅡ(RU21252) 
 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

p54  

１ 企業年金の普及・拡

大 

★③の下に追加 

（注意）上記②については、その後、従業員規模を 100

人以下から 300 人以下に拡大する改正が行われた（令

和２年 10月１日施行）。  
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2021/06/11【更新分】 

労働安全衛生法(RU21264) 
 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

p190  

⑦削除し、⑦⑧を追加 

⑧→⑨ 

⑨→⑩ 

⑩→⑪ 

 

改正のため下記に修正 

⑦建築物、工作物又は船舶（鋼製の船舶に限る。次号

において同じ。）に吹き付けられている石綿等（石

綿等が使用されている仕上げ用塗り材を除く。）の

除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事  

⑧建築物、工作物又は船舶に張り付けられている石綿

等が使用されている保温材、耐火被覆材（耐火性能

を有する被覆材をいう。）等の除去、封じ込め又は

囲い込みの作業（石綿等の粉じんを著しく発散する

おそれのあるものに限る。）を行う仕事  

⑨一定の廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却

炉、集じん機等の設備の解体等の仕事 

⑩掘削の高さ又は深さが10メートル以上の土石の採取

のための掘削の作業を行う仕事 

⑪坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行

う仕事 
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2021/06/18【更新分】 

健康保険法(RU21253) 
 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

p116 健保-053 

要点整理 

(13) （則 44 条） 

２行目 

任意継続被保険者は、氏名

又は住所を変更したとき

は、５日以内に、変更前及

び変更後の氏名又は住所

を保険者に届け出なけれ

ばならない。 

任意継続被保険者は、個人

番号、氏名又は住所を変更

したときは、５日以内に、

変更前及び変更後の個人

番号、氏名又は住所を保険

者に届け出なければな 

らない。 

 

年金法-Ⅲ(RU21257) 
 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

p648 厚年-140 

条文 1) 

２行目 

厚生労働大臣は、被保険者

の資格、標準報酬、保険料

又は保険給付に関する決

定に関し、必要があると認

めるときは、事業主に対し

て、… 

厚生労働大臣は、被保険者

の資格、標準報酬、保険料

又は保険給付に関する決

定に関し、必要があると認

めるときは、適用事業所若

しくは適用事業所である

と認められる事業所の事

業主又は任意単独被保険

者となることの同意をし

た事業主（「適用事業所等

の事業主」という）に対し

て、… 

 

雇用保険法(RU21262) 
 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

p27 雇用-010 

要点整理 

(3)（則 145 条２項） 

１行目～２行目 

事業主は、代理人を選任

し、又は解任したときは、

一定の事項を記載して署

名又は記名押印した代理

人選任・解任届を、･･･ 

事業主は、代理人を選任

し、又は解任したときは、

一定の事項を記載した代

理人選任・解任届を、… 
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2021/06/29【更新分】 

年金法-Ⅲ(RU21257) 
 訂正箇所 訂正前 訂正後 

補正 

P544 国年-083 

要点整理 (8)➊ 

タイトル 

➊若年者納付猶予制度（平

16 法附則 19 条１項、則 77

条の２ほか） 

➊若年者納付猶予制度（平

16法附則 19条１項・２項、

則 77 条の２ほか） 

改正 

P544 国年-083 

要点整理 (8)➊ 

１行目 

平成 17 年４月から令和７

年６月までの期間 

平成 17年４月から令和 12

年６月までの期間 

補正 

P545 国年-083 

要点整理 (8)➋ 

タイトル 

➋50 歳未満の保険料納付

猶予制度（平 16 法附則 19

条２項、平 26 法附則 14

条、則 77条の２ほか） 

➋50 歳未満の保険料納付

猶予制度（平 26法附則 14

条、則 77条の２ほか） 

改正 

P545 国年-083 

要点整理 (8)➋ 

《若年者納付猶予…の

対象》表中 対象期間 

若年者納付猶予制度 

平成 17 年４月～令和７年

６月まで 

若年者納付猶予制度 

平成 17年４月～令和 12年

６月まで 

改正 

P545 国年-083 

要点整理 (8)➋ 

《若年者納付猶予…の

対象》表中 対象期間 

50 歳未満…納付猶予制度 

平成 28 年７月～令和７年

６月まで 

50 歳未満…納付猶予制度 

平成 28年７月～令和 12年

６月まで 

 

労働者災害補償保険法(RU21261) 
 訂正箇所 訂正前 訂正後 

補正 

P181 労災-045 

特記事項 

２つ目 □ 

□ 障害(補償)等年金差

額一時金についても

… 

□ 障害(補償)年金差額

一時金についても… 
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2021/08/06【更新分】 

Tool boxⅡ(RU21252) 
 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P205  

労働者災害補償保険法

における調整 

・求償が行われるのは、第

三者行為災害発生後３年

以内のものに限られるが、

控除については、「損害賠

償の行われた日の属する

月の翌月以後に受給権者

に支給されるべき年金等

について、当該損害賠償に

より控除される額に達す

るまでの間であって、災害

発生後７年」が限度とされ

ている（平 25.3.29 基発

0329第 11号）。 

・求償が行われるのは、第

三者行為災害発生後５年

以内のものに限られるが、

控除については、「損害賠

償の行われた日の属する

月の翌月以後に受給権者

に支給されるべき年金等

について、当該損害賠償に

より控除される額に達す

るまでの間であって、災害

発生後７年」が限度とされ

ている（平 25.3.29 基発

0329第 11号）。 

 

労働者災害補償保険法(RU21261) 
 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P210 労災-058 

要点整理 

(1)②調整する期間 

求償は、受給権者が保険給

付と同一の事由につき第

三者に対して請求しうる

損害賠償の額の範囲内に

おいて、災害発生後３年

以内に支給すべき年金等

についてその支払の都度

行うこととされている。  

→ 災害発生後３年を経

過したときは、求償の合計

額が損害賠償額に満たな

い場合であっても、求償は

打ち切られる。  

求償は、受給権者が保険給

付と同一の事由につき第

三者に対して請求しうる

損害賠償の額の範囲内に

おいて、災害発生後５年

以内に支給すべき年金等

についてその支払の都度

行うこととされている。  

→ 災害発生後５年を経

過したときは、求償の合計

額が損害賠償額に満たな

い場合であっても、求償は

打ち切られる。  

改正 

P210 労災-058 

特記事項 

２つ目 

求償は災害発生後３年以

内に支給すべき年金等に

ついてその支払の都度行

求償は災害発生後５年以

内に支給すべき年金等に

ついてその支払の都度行
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われる。  

→ ３年を経過したとき

は、求償は打ち切られる。  

われる。  

→ ５年を経過したとき

は、求償は打ち切られる。  

 

労働保険徴収法(RU21261) 
 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P210 労災-058 

要点整理 

(1)②調整する期間 

求償は、受給権者が保険給

付と同一の事由につき第

三者に対して請求しうる

損害賠償の額の範囲内に

おいて、災害発生後３年

以内に支給すべき年金等

についてその支払の都度

行うこととされている。  

→ 災害発生後３年を経

過したときは、求償の合計

額が損害賠償額に満たな

い場合であっても、求償は

打ち切られる。  

求償は、受給権者が保険給

付と同一の事由につき第

三者に対して請求しうる

損害賠償の額の範囲内に

おいて、災害発生後５年

以内に支給すべき年金等

についてその支払の都度

行うこととされている。  

→ 災害発生後５年を経

過したときは、求償の合計

額が損害賠償額に満たな

い場合であっても、求償は

打ち切られる。  

 

2021/07/30【更新分】 

労働安全衛生法(RU21264) 
 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P152 安衛-077 

要点整理 

【特殊健康診断が必要

な有害業務】表中⑤ 

３月以内ごとに１回 ６月以内ごとに１回 

 


