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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  

確認テスト 

（2022 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） 

（2022/04/25 現在） 

 

2022 年度合格目標 合格講座本論編等の教材である「2022 年度版 確認テスト」（問

題/解答・解説）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。 
 

・ 2021/12/27 更新分…ｐ.1 

・ 2022/03/08 更新分…ｐ.2～3 

・ 2022/04/25 更新分…ｐ.4～5 

 

【2021/12/27 更新分】 

 

国民年金法 問題(RU22362) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P12 

〔問 13〕 

Ｂ肢 4 行目 

 

…、扶養親族等があると

きは118万円に当該扶養

親族等1人につき、… 

…、扶養親族等があると

きは 128 万円に当該扶養

親族等 1人につき、… 

 

国民年金法 解答・解説(RU22363) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P32 

〔問 13〕 問題 

Ｂ肢 3 行目 

 

…、扶養親族等があると

きは 118 万円に当該扶養

親族等 1人につき、… 

…、扶養親族等があると

きは 128 万円に当該扶養

親族等 1人につき、… 

 

※ 2022/2/8（火 ）追記  

上 記２つ の訂正 に関し まして は、第 2 版（ 問題： RU22370、解答・解説： RU22371）では修

正 済であ り、訂 正の必 要はご ざいま せん。
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【2022/03/08 更新分】 

 

労働者災害補償保険法 問題(RU22352) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P6 

〔問 3〕 

ア肢 1 行目～2行目 

 

ア 「脳血管疾患及び虚

血性心疾患等(負傷に起

因するものを除く。)の認

定基準について」平成 13

年 12 月 12 日付け基発第

1063 号」によれば、… 

 

ア 「血管病変等を著し

く増悪させる業務におけ

る脳血管疾患及び虚血性

心疾患等の認定基準につ

いて」令和 3年 9月 14

日付け基発0914第1号)」

によれば、… 

 

改正 

P6 

〔問 3〕 

イ肢 1 行目～2行目 

 

イ 「脳血管疾患及び虚

血性心疾患等(負傷に起

因するものを除く。)の認

定基準について」平成 13

年 12 月 12 日付け基発第

1063 号」によれば、… 

 

イ 「血管病変等を著し

く増悪させる業務におけ

る脳血管疾患及び虚血性

心疾患等の認定基準につ

いて」令和 3年 9月 14

日付け基発0914第1号)」

によれば、… 
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労働者災害補償保険法 解答・解説(RU22353) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P12 

〔問 3〕 

ア肢 1 行目～2行目 

 

ア 「脳血管疾患及び虚

血性心疾患等(負傷に起

因するものを除く。)の認

定基準について」平成 13

年 12 月 12 日付け基発第

1063 号」によれば、… 

 

ア 「血管病変等を著し

く増悪させる業務におけ

る脳血管疾患及び虚血性

心疾患等の認定基準につ

いて」令和 3年 9月 14

日付け基発0914第1号)」

によれば、… 

 

改正 

P12 

〔問 3〕 

イ肢 1 行目～2行目 

 

イ 「脳血管疾患及び虚

血性心疾患等(負傷に起

因するものを除く。)の認

定基準について」平成 13

年 12 月 12 日付け基発第

1063 号」によれば、… 

 

イ 「血管病変等を著し

く増悪させる業務におけ

る脳血管疾患及び虚血性

心疾患等の認定基準につ

いて」令和 3年 9月 14

日付け基発0914第1号)」

によれば、… 

 

改正 

P13 

〔問 3〕 

ア肢 解説 

2 行目 

 

…、「発症直前から前日

まで」の間とされている。

（平 13.12.12 基発 1063

号）。 

…、「発症直前から前日

まで」の間とされている

（令 3.9.14 基発 0914 第

1 号）。 

改正 

P13 

〔問 3〕 

イ肢 解説 

1 行目 

 

本肢のとおりである（平

13.12.12 基発 1063 号）。

本肢のとおりである（令

3.9.14基発0914第1号）。 
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【2022/04/25 更新分】 

 

労働保険徴収法 問題(RU22356) 
 

 訂正箇所 訂正後 

改正 

P4 

〔問 6〕 

Ｄ肢 

 

※雇用保険率の変更に伴い、本肢を削除 

 

 

労働保険徴収法 解答・解説(RU22357) 
 

 訂正箇所 訂正後 

改正 

P12 

〔問 6〕 

Ｄ肢 

 

※雇用保険率の変更に伴い、本肢を削除 

改正 

P13 

〔問 6〕 

Ｄ肢 解説 

 

※雇用保険率の変更に伴い、解説を削除 

（問６の解答は、「Ｄ」 → 「解答なし」に変更） 
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国民年金法 解答・解説(【第1版】：RU22363、【第2版】：RU22731) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P23 

〔問 8〕 解説 

 

① 
 

①両眼の視力の和が0.04

以下のもの 

①両眼の視力がそれぞれ

0.03以下のもの 

 

以上 


