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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  

ベーシックテキスト〈２０２２年版〉 

（2022 年合格目標 しっかり基礎編 講義使用教材） 

（2021/07/30 現在） 

 

2022 年合格目標 しっかり基礎編の講義使用教材である「2022 年版ベーシ

ックテキスト（LEC SR Basic text）」におきまして下記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。 
 

※2022 年版ベーシックテキストでは、2021 年 4 月 16 日までの改正内容につき補正対応いたします。2021 年 4

月 16 日以降の改正内容につきましては、2022 年合格目標 合格講座本論編及び 2022 年合格目標 改正法攻略

講座のテキストでご確認ください。 

※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。2022 年版ベーシックテキストでは裏表紙のバーコ

ード下に記載があります。 

 
・ 2021/03/26 更新分…ｐ.1～2 

・ 2021/06/07 更新分…ｐ.2～7 

・ 2021/07/09 更新分…ｐ.7 

・ 2021/07/30 更新分…ｐ.7 
 

【2021/03/26 更新分】 

雇用保険法(RU22023) 

 
 訂正箇所 訂正後 

改正 

P34 

（２）賃金日額

の上限額（法 17

条4項2号ほか）

表 

 

下記に差し替え（※下線部が改正部分） 

 
 

 
離職日における年齢 賃金日額の上限額 

３０歳未満 １３,６９０円 

３０歳以上４５歳未満 １５,２１０円 

４５歳以上６０歳未満 １６,７４０円 

６０歳以上６５歳未満 １５,９７０円 
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 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P37 

（３）基本手当

の減額（法 19

条ほか） 

  

1 行目 

 

 収入の１日分に相当する

額から控除額（1,306 円）を

控除した額と・・・ 

 

 収入の１日分に相当する

額から控除額（1,312 円）を

控除した額と・・・ 

 

改正 

P88 

（１）支給要件

（法 61 条 1 項・

2項） 

  

1 行目 

 

 支給対象月に支払われ

た賃金の額が支給限度額

（365,114 円）未満である

こと 

 支給対象月に支払われ

た賃金の額が支給限度額

（365,055 円）未満である

こと 

改正 

P92 

  

1 行目 

 再就職後の支給対象月に

おいて支払われた賃金の額

が、支給限度額（365,114 円）

未満であること 

 再就職後の支給対象月に

おいて支払われた賃金の額

が、支給限度額（365,055 円）

未満であること 

 

 

 

【2021/06/07 更新分】 

労働者災害補償保険法 (RU22022) 

 

 訂正箇所 訂正後 

改正 

P54 

 

次ページに差し替え（※下線部が訂正部分） 

 

1 

1 1

3 3

3 

5 5

5 
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 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P81 

*12 

１～2行目 

□障害補償年金、複数事業

労働者障害年金若しくは障

害年金又は傷病補償年金、

複数事業労働者傷病年金若

しくは傷病年金の受給権者

のうち、厚生労働大臣が番

号利用法（マイナンバー法）

の規定により当該報告書と

同一の内容を含む特定個人

情報の提供を受けることが

できるときは、定期報告の

報告書の提出は不要である

（則 21 条 1 項）。 

□厚生労働大臣が番号利用

法（マイナンバー法）の規

定により当該報告書と同一

の内容を含む特定個人情報

の提供を受けることができ

るときは、定期報告の報告

書の提出は不要である（則

21 条 1 項）。 

 

 

雇用保険法(RU22023) 

 

 訂正箇所 訂正後 

改正 

P51 

*45 

１～2行目 

 

下記に差し替え（※下線部が訂正部分） 

 

□離職理由に基づく給付制限が行われる場合の給付制限期間は、自己の責めに帰すべ

き重大な理由によって解雇されたときは原則として 3箇月、正当な理由がなく自己

の都合によって退職したときは原則として 2箇月とされている。 



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

5 

 

健康保険法 (RU22024) 

 

 訂正箇所 訂正後 

改正 

P51 

* 6 

7～8行目 

 

下記に差し替え（※下線部が訂正部分） 

 

□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（則

44 条）。 

 

 

 訂正箇所 訂正後 

改正 

P60 

（２）受給方法

（法 63 条 3 項、

則 53条） 

 

 

下記に差し替え 

 

（２）受給方法（法６３条３項、則５３条） 

療養の給付を受けようとする者は、次のいずれかの病院、診療所又は薬局のうち自

己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法（「電子資格

確認等」という）により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付を受けるも

のとされている。 
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国民年金法(RU22025) 

 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P58 

*16 

１つ目の「□」

１行目 

 

□令和２年度における改定

率は、1.001である 

□令和３年度における改定

率は、1.000である 

訂正 

P108 

保険料納付猶

予制度 

2 行目 

 

・・・又は 50 歳に達するに

達する日の属する月の前月

までの期間に係る保険料を

免除することができる。 

・・・又は 50歳に達する日

の属する月の前月までの期

間に係る保険料を免除する

ことができる。 

 

改正 

P109 

（３）申請全額

免除（法 90 条、

則 77条の 2） 

  

3 行目 

 

・・・、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

所得が政令で定める額（125

万円）以下）あるとき（令6

条の8）。 

・・・、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

が政令で定める額（135万円）

以下）あるとき（令6条の8）。 

改正 

P109 

＊13 

2 行目 

・・・、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

た額である（令6条の7）。

 

・・・、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

た額である（令6条の7）。 

改正 

P110 

＊15 

1 行目・2行目 

・・・、扶養親族等がないと

きは78万円であり、扶養親

族等があるときは78万円に

当該扶養親族等1人につき原

則として、・・・ 

 

・・・、扶養親族等がないと

きは88万円であり、扶養親

族等があるときは88万円に

当該扶養親族等1人につき原

則として、・・・ 

改正 

P111 

＊16 

1 行目・2行目 

・・・、扶養親族等がないと

きは 118万円であり、扶養親

族等があるときは118万円に

当該扶養親族等1人につき原

則として、・・・ 

 

・・・、扶養親族等がないと

きは 128万円であり、扶養親

族等があるときは128万円に

当該扶養親族等1人につき原

則として、・・・ 

7 

3 
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 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P111 

＊17 

1 行目・2行目 

・・・、扶養親族等がないと

きは158万円であり、扶養親

族等があるときは158万円に

当該扶養親族等1人につき原

則として、・・・ 

 

・・・、扶養親族等がないと

きは168万円であり、扶養親

族等があるときは168万円に

当該扶養親族等1人につき原

則として、・・・ 

 

 

【2021/07/09 更新分】 

労働者災害補償保険法 (RU22022) 

 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P88 

1～2行目 

（前ページから

続く   ＊4）

 

・・・、災害発生後３年以

内に支給すべき年金等につ

いてその支払のつど行うこ

ととされている。災害発生

後３年を経過したときは、 

・・・ 

 

・・・、原則として、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

のつど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、・・・ 

 

 

【2021/07/30 更新分】 

厚生年金保険法(RU22026) 

 
 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P31 

確認テスト 

 

２． 

2 行目 

 

・・・、「88,000 円（第 1

級）から 620,000 円（第 31

級）」までの 31等級に区分

されている。 

 

・・・、「88,000 円（第 1

級）から 650,000 円（第 32

級）」までの 32等級に区分

されている。 

 

以上 


