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Ｌ ＥＣ社 会保険 労務士 講座／ テキス ト・レ ジュメ 訂正情 報  

一問一答過去問ＢＯＯＫ〈2021 年度版〉 

（2021 年度合格目標 合格講座本論編/中上級講座/スピードマスター合格講座 教材） 

（2021/07/14 現在） 

 

2021 年度合格目標 合格講座本論編の教材である「2021 年度版 一問一答過去問Ｂ

ＯＯＫ」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。  
・ 2020/09/08 更新分…ｐ.1 

・ 2020/10/12 更新分…ｐ.2 

・ 2020/12/04 更新分…ｐ.2～3 

・ 2020/12/24 更新分…ｐ.3～4 

・ 2021/02/19 更新分…ｐ.4～5 

・ 2021/03/12 更新分…ｐ.6～7 

・ 2021/03/19 更新分…ｐ.8～9 

・ 2021/04/16 更新分…ｐ.9～11 

・ 2021/05/31 更新分…ｐ.12 

・ 2021/07/02 更新分…ｐ.13 

・ 2021/07/14 更新分…ｐ.14 

 

【2020/09/08 更新分】 

 

労働基準法(RU21800【第１版】／RU21810【第 2版】) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

【第１版】 

P73 

No.196 解説 

3 行目 

…就業規則等により 8時

間を超える時間を定めた

日は 8時間を、それ以外

の日は 8時間を超えて労

働した時間が時間外労働

となる。… 

…就業規則等により 8時

間を超える時間を定めた

日はその時間を、それ以

外の日は 8時間を超えて

労働した時間が時間外労

働となる。… 

【第２版】 

P75 

No.200 解説 

3 行目 
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【2020/10/12 更新分】 

 

労働基準法(RU21800【第１版】／RU21810【第 2版】) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

【第１版】 

（未収録） 

 

115. ×（昭 633.3.14 基

発 150 号）… 

115. ×（昭 63.3.14 基

発 150 号）… 

【第２版】 

P43  

No.115 解説 

1 行目 

訂正 

【第１版】 

P125 

No.327 解説 

2 行目 

…なお、就業規則の作成

又は変更の届出に添付 

すべき意見者は、… 

…なお、就業規則の作成

又は変更の届出に添付 

すべき意見書は、… 

【第２版】 

P123 

No.327 解説 

2 行目 

 

 

【2020/12/04 更新分】 

 

労働者災害補償保険法(RU21802) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P13  

No.28 解説 

3 行目 

 

…事業主が予め定めた練

習計画に従って行わるも

のであることが必要とさ

れる。 

…事業主が予め定めた練

習計画に従って行われる

ものであることが必要と

される。 
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 訂正箇所 訂正後 

訂正 

P55  

No.137 解説 

 

 

下記に差し替え 

 

137. × (則 14条 2項ほか)本肢は、正しい記述とされるべきであったが、その記載され

た内容から正誤の判定を行うことが困難であったと判断した旨が社会保険労務

士試験センターより公表された。本肢は、障害等級第13級以上の身体障害が2

以上ある場合あることから、則14条 3項（いわゆる併合繰上げ）の規定が適用

される余地があり、必ずしも「重い方の身体障害の該当する障害等級によるわ

けではない」ため、上記の旨が公表されたと考えられる。(P80) 

 

 

【2020/12/24 更新分】 

 

労働基準法(RU21800【第１版】／RU21810【第 2版】) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

【第１版】 

（未収録） 

 

 

・・・、労働組合が故意

に意見を表明しない場合

又は意見書に署名又は記

名押印しない場合には、

・・・ 

・・・、労働組合が故意

に意見を表明しない場合

又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、・・・ 【第２版】 

P122  

No.325 問題 

2 行目 

改正 

【第１版】 

P124  

No.329 問題 

5 行目 

・・・、過半数労働組合

もしくは過半数代表者が

故意に意見を表明しない

場合又は意見書に署名も

しくは記名押印をしない

場合は、・・・ 

・・・、過半数労働組合

もしくは過半数代表者が

故意に意見を表明しない

場合又は意見書にその者

の氏名を記載しない場合

は、・・・ 

【第２版】 

P122  

No.329 問題 

5 行目 
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律(RU21804) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P91 

No.243 解説 

リンクページ 

（P131） （テキスト該当ページな

し） 

 

 

 

 

【2021/02/19 更新分】 

 

健康保険法(RU21806) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P163 

No.451 解説 

6 行目及び 8 行目 

・・・、出産の予定日で

ある 5月 16 日以前 42 日

である 4月 4日の属する

月である 4月から保険料

が免除される。しかし、

実際の出産の日が出産の

予定日より早いこととな

った場合には、出産の日

である 5月 10日以前 42

日である3月 29日の属す

る月である 3月から保険

料が免除されることとな

る。 

・・・、出産の予定日で

ある 5月 16 日以前 42 日

である 4月 5日の属する

月である 4月から保険料

が免除される。しかし、

実際の出産の日が出産の

予定日より早いこととな

った場合には、出産の日

である 5月 10日以前 42

日である3月30日の属す

る月である 3月から保険

料が免除されることとな

る。 
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国民年金法(RU21807) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P127 

No.352 解説 

2 行目 

・・・、第 1号厚生年金

被保険者で第 2号厚生年

金被保険者の被扶養配偶

者である「第 3号被保険

者も含まれる」。 

 

・・・、第 1号厚生年金

被保険者で第 2号被保険

者の被扶養配偶者である

「第 3号被保険者も含ま

れる」。 

 

 

 

社会保険に関する一般常識(RU21809) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P41 

No.114 解説 

2 行目 

・・・、被保険者が行方

不明となった当時の標準

報酬月額に相当する金額

とする(法 94 条)。 

 

・・・、被保険者が行方

不明となった当時の標準

報酬日額に相当する金額

とする(法 94 条)。 
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【2021/03/12 更新分】 

 

労働安全衛生法(RU21801) 
 

 訂正箇所 訂正後 

訂正 

P41  

No.83 解説 

 

 

下記に差し替え 

 

83. × （法 45 条 1 項、則 134 条の 3第 1項）本肢後段のような例外規定はなく、「加

工材料に加える圧力が 3トン未満の動力プレス」も定期自主検査（特定自主

検査）の対象である。(テキスト該当ページなし) 

 

 

 訂正箇所 訂正後 

訂正 

P41  

No.84 解説 

 

 

下記に差し替え 

 

84. × （法 45条 1項、則 151 条の 21第 1項、則 151 条の 22第 1項）本肢後段のよう

な例外規定はなく、「 大荷重が 1トン未満のフォークリフト」も定期自主検

査（特定自主検査）の対象である。(テキスト該当ページなし) 
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雇用保険法(RU21803) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P67 

No.190 解説 

リンクページ 

 

（P79） （テキスト該当ページな

し） 

 

 

 

 

国民年金法(RU21807) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P59 

No.160 解説 

リンクページ 

 

（P81-83） （テキスト該当ページな

し） 
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【2021/03/19 更新分】 

 

労働基準法(RU21800【第１版】／RU21810【第 2版】) 
 

 訂正箇所 訂正後 

訂正 

【第１版】 

P37  

No.100 解説 

 

下記に差し替え 

【第２版】 

P41  

No.110 解説 

 

 

110. ○ (法 19 条)本肢のとおりである。業務上の傷病により治療中であっても、休業

せずに出勤している場合には、解雇制限の規定は適用されない。したがって、

業務上の傷病により療養していた労働者が、完全に治ゆしたのではないが、

労働し得る状態になったため出勤し、元の職場で平常通りに労働していた場

合において、使用者が就業後 30 日を経過してこの労働者に解雇予告手当を支

給して即時解雇した場合、本条に違反しない(昭 24.4.12 基収 1134 号)。(P50) 



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

9 

 

 訂正箇所 訂正後 

訂正 

【第１版】 

P37  

No.101 解説 

 

下記に差し替え 

【第２版】 

P41  

No.111 解説 

 

 

111. ○ (法 19 条)本肢のとおりである。なお、本肢の規定(解雇制限)は、使用者は、

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びそ

の後 30 日間並びに産前産後の女性が法 65 条の規定によって休業する期間及

びその後 30 日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、法 81条の規

定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のた

めに事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでないとされて

いる。(P50) 

 

【2021/04/16 更新分】 

 

国民年金法(RU21807) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P119 

No.324 解説 

リンクページ 

 

（P140） （P139） 

改正 

P142 

No.403 問題 

3 行目 

 

・・・、夫の前年の所得

(1 月から 6月までの月分

の保険料については前々

年の所得とする。)が 197

万円以下であれば、・・・

・・・、夫の前年の所得

(1月から6月までの月分

の保険料については前々

年の所得とする。)が 207

万円以下であれば、・・・ 
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 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P142 

No.404 問題 

3 行目 

 

・・・、その前年の所得

(1 月から 6月までの月分

の保険料については前々

年の所得とする。)が 200

万円の場合、・・・ 

・・・、その前年の所得

(1月から6月までの月分

の保険料については前々

年の所得とする。)が 210 

万円の場合、・・・ 

 

改正 

P142 

No.405 問題 

2 行目 

 

・・・、その前年の所得

(1 月から 6月までの月分

の保険料については前々

年の所得とする。)が 158

万円以下であれば保険料

の 4分の 1免除が受けら

れる。 

 

・・・、その前年の所得

(1月から6月までの月分

の保険料については前々

年の所得とする。)が 168 

万円以下であれば保険料

の 4分の 1免除が受けら

れる。 

 

改正 

P142 

No.405 問題 

2 行目 

 

・・・、その前年の所得

(1 月から 6月までの月分

の保険料については前々

年の所得とする。)が 158

万円以下であれば保険料

の 4分の 1免除が受けら

れる。 

 

・・・、その前年の所得

(1月から6月までの月分

の保険料については前々

年の所得とする。)が 168 

万円以下であれば保険料

の 4分の 1免除が受けら

れる。 

 

 訂正箇所 訂正後 

改正 

P143  

No. 403 解説 

 

 

下記に差し替え（下線部が訂正部分） 

 

403. ○ (法 90 条、令 6条の 7)本肢のとおりである。(P182) 

《申請全額免除に関する所得要件は以下のとおり》 

(扶養親族等の数＋1)×35 万円＋32万円 

《設問の設定は以下のとおり》 

第 1号被保険者・・・夫(207 万円以下) 

扶養親族・・・妻(所得なし)、3人の子の計 4人 

(4＋1)×35 万円＋32 万円＝207 万円 
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 訂正箇所 訂正後 

改正 

P143  

No. 404 解説 

 

 

下記に差し替え（下線部が訂正部分） 

 

403. × (法90条 1項、令6条の7)申請による保険料全額免除の所得要件は、所得が「(扶

養親族等の数＋1)×35 万円＋32 万円」以下であることである。本肢の場合、

扶養親族等の数は 4人(妻と 3人の子)であるため、所得は、(4＋1)×35 万円＋

32 万円＝「207 万円以下でなければならない」。したがって、本肢の夫婦の保

険料について、保険料全額免除の適用を受けることはできない。 

 

 訂正箇所 訂正後 

改正 

P143  

No. 405 解説 

 

 

下記に差し替え（下線部が訂正部分） 

 

403. × (法 90 条の 2第 3項、令 6条 9の 2)本肢のとおりである。(P184) 

《4 分の 1免除の所得要件》 

(扶養親族等の数)×(原則 38万円)＋168 万円 

本問の者は単身者であるため、扶養親族等はおらず、所得要件は 168 万円以

下である。よって正しい。 
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【2021/05/31 更新分】 

 

労働者災害補償保険法(RU21802) 
 

 訂正箇所 訂正後 

訂正 

P123  

No. 318 解説 

 

 

下記に差し替え 

 

318. × (法 34 条 1項 4号)特別加入保険料の滞納期間中の事故については、費用徴収

ではなく、支給制限の対象となる。ただし、支給制限の対象となる事故は、

督促状の指定期限の翌日から概算保険料を納付した日の前日までの期間中に

生じた事故に限られ、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故につ

いては支給制限の対象とはされていない。(P195) 

 

厚生年金保険法(RU21807) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P89 

No.229 解説 

リンクページ 

 

（P135-138） （P139） 
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【2021/07/02 更新分】 

 

労働保険徴収法(RU21804) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P11 

No.22 解説 

リンクページ 

 

（P115） （P15） 

 

 

【2021/07/14 更新分】 

 

労働保険徴収法(RU21804) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P108 

No.293 問題 

2 行目・3行目 

 

 

・・・、その旨及び当該

代理人が使用すべき認印

の印影を所轄労働基準監

督署長又は所轄公共職業

安定所長に提出しなけれ

ばならない。 

 

・・・、その旨を所轄労

働基準監督署長又は所轄

公共職業安定所長に提出

しなければならない。 

 

 

以上 


