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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〈2023 年度版〉 

（2023 年度合格目標 合格講座本論編/中上級講座ほか 教材） 

（2023/4/24 現在） 

 

2023 年度合格目標 合格講座本論編等の自宅学習用教材等である「2023 年度版 一

問一答過去問ＢＯＯＫ」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。 
 

・ 2022/11/07 更新分…ｐ.1 

・ 2022/12/12 更新分…ｐ.2 

・ 2023/02/13 更新分…ｐ.3 

・ 2023/02/28 更新分…ｐ.4 

・ 2023/04/24 更新分…ｐ.5～11 

・ 2023/05/08 更新分…ｐ.12 
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【2022/11/07 更新分】 

 

雇用保険法(RU23803) 
 

 
訂正箇所 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

訂正 

P130 

[選択式問題] 

No.7 待期・育児休業

給付金（R元-選択） 

問題文本文 

問題 2の 5行目 

 

…疾病、負傷その他厚生

労働省令で定める理由に

より引き続き  Ｄ  賃

金の支払を受けることが

できなかった被保険者に

ついては、… 

…疾病、負傷その他厚生

労働省令で定める理由に

より  Ｄ  賃金の支払

を受けることができなか

った被保険者については 

、… 
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【2022/12/12 更新分】 

 

健康保険法(RU23806) 
 

 
訂正箇所 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

訂正 

P77 

No.197 解答 

 

 

197.○（則40条 1項）… 197.×（則40条 1項）… 

訂正 

P155 

No.420 解答 

 

 

420.×（法156条 1項、

法167条 2項）… 

420.○（法156条 1項、

法167条 2項）… 

訂正 

P177 

No.475 解答 

 

 

475.○（法125条 1項、

法169条 2項）… 

475.×（法125条 1項、

法169条 2項）… 
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【2023/02/13 更新分】 

 

健康保険法(RU23806) 
 

 
訂正箇所 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

改正 

P122 

No.327 問題文 

3 行目・4行目 

 

…在胎週数22週に達した

日以後の出産(死産を含

む。)であると保険者が認

めたときには42万円、そ

れ以外のときには40万 8

千円である。 

 

…在胎週数22週に達した

日以後の出産(死産を含

む。)であると保険者が認

めたときには50万円、そ

れ以外のときには48万 8

千円である。 
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【2023/02/28 更新分】 

 

健康保険法(RU23806) 
 

 
訂正箇所 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

訂正 

P145 

No.392 解説 

1 行目 

 

392.○（法 121 条、昭

26.5.9 保発 37 号）本

肢のとおりである。な

お、… 

 

392.○（法 119 条、昭

26.5.9 保発 37 号）本

肢のとおりである。な

お、… 
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【2023/04/24 更新分】 

 

雇用保険法(RU23803) 
 

 
訂正箇所 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

改正 

P35 

No.98 解説 

2 行目 

…、「失業認定申告書」

に「受給資格者証」を添

えて提出した上、職業の

紹介を求めなければなら

ない。 

 

…、「失業認定申告書」

に「受給資格者証」を添

えて（当該受給資格者が

受給資格通知の交付を受

けた場合にあっては、個

人番号カードを提示し

て）提出した上、職業の

紹介を求めなければなら

ない。 

 

 

 

 

労働保険徴収法(RU23804) 
 

 
訂正箇所 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

改正 

P36 

No.100 問題文 

1 行目・2行目 

 

 

100.建設の事業における

令和4年度の雇用保険率

は、令和3年度の雇用保

険率と同じく、1,000分の

12である。 

 

100.建設の事業における

令和5年度の雇用保険率

は、令和4年度後期（令

和4年10月から令和5年

3月 31日までの間）の雇

用保険率と同じく、1,000

分の 16.5である。 
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訂正箇所 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

改正 

P36 

No.101 問題文 

3 行目・4行目 

 

 

…、令和4年度の雇用保

険率は、一般の事業では、

1,000分の 11とされてい

る。 

…、令和5年度の雇用保

険率は、一般の事業では、

1,000分の 13.5とされて

いる。 

改正 

P37 

No.100 解説  

1～4行目 

100. × (法 12条 4項ほ

か)建設の事業における

令和4年度の雇用保険率

は、令和4年 4月 1日か

ら令和4年9月30日まで

の間においては「1,000

分の 12.5」、令和4年 10

月 1日から令和5年 3月

31日までの間においては

「1,000分の 16.5」とな

っており、令和3年度の

雇用保険率と異なる。 

 

100. × (法 12条 4項ほ

か)建設の事業における

令和5年度の雇用保険率

は、「1,000分の 18.5」

となっており、令和4年

度後期（令和4年 10月か

ら令和5年3月31日まで

の間）の雇用保険率と異

なる。 

改正 

P37 

No.101 解説 

1～3行目 

 

 

101. × (法 12 条 4 項・

5 項ほか)一般の事業に

おける令和4年度の雇用

保険率は、令和 4年 4月

1日から令和 4年 9月 30

日までの間においては

「1,000 分の 9.5」、令

和 4 年 10 月 1 日から令

和 5 年 3月 31 日までの

間においては「1,000 分

の 13.5」となっている。

 

101. × (法 12 条 4 項・

5 項ほか)一般の事業に

おける令和5年度の雇用

保険率は、「1,000 分の

15.5」となっている。 
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健康保険法(RU23806) 
 

 
訂正箇所 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

改正 

P192 

[選択式問題] 

No.3 一部負担金の

割合・延滞金の割合

（H27-選択） 

問題 2の 3～4行目 

 

…。令和4年の租税特別

措置法の規定による財務

大臣が告示する割合は年

0.4％とされたため、令和

4年における延滞税特例

基準割合は年1.4％とな

った。このため、令和4

年における延滞金の割合

の特例は、… 

 

…。令和5年の租税特別

措置法の規定による財務

大臣が告示する割合は年

0.4％とされたため、令和

5年における延滞税特例

基準割合は年1.4％とな

った。このため、令和5

年における延滞金の割合

の特例は、… 
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厚生年金保険法(RU23808) 
 

 
訂正箇所 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

改正 
及び 
訂正 

P76 

No.209 問題文 

5 行目・7行目・8行目

 

…)を 12で除して得た額

との合計額が47万円を超

えるときは、その月の分

の当該特別支給の老齢厚

生年金について当該合計

額から47万円を控除して

得た額の2分の 1に相当

する額に12を乗じて得た

額が支給停止される。 

 

…)を 12で除して得た額

との合計額が48万円を超

えるときは、その月の分

の当該特別支給の老齢厚

生年金について当該合計

額から48万円を控除して

得た額の2分の 1に相当

する額に12を乗じて得た

額に相当する部分が支給

停止される。 

 

改正 

P77 

No.210 解説 

1 行目・3行目・4行目

 

 

…、当該年金の支給停止

月額(令和 4 年度価額)

は、｛基本月額(200,000

円)＋総報酬月額相当額

(240,000円＋600,000円

÷12)－支給停止調整額

(47 万円)｝×2 分の 1＝

10,000 円となり、支給停

止後の年金月額は、基本

月額(200,000 円)－支給

停止月額(10,000 円)＝

190,000 円(加給年金額

を除く)となる。 

 

…、当該年金の支給停止

月額(令和 5 年度価額)

は、｛基本月額(200,000

円)＋総報酬月額相当額

(240,000円＋600,000円

÷12)－支給停止調整額

(48 万円)｝×2 分の 1＝

5,000 円となり、支給停

止後の年金月額は、基本

月額(200,000 円)－支給

停止月額(5,000 円)＝

195,000 円(加給年金額

を除く)となる。 
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訂正箇所 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

改正 

P77 

No.211 解説 

1 行目・3行目・4行目

…、総報酬月額相当額

220,000 円と基本月額

120,000 円との合算額

340,000 円が支給停止

調整額 470,000 円（令

和 4 年度価額）を超え

ないため、在職老齢年

金の仕組みによる支給

停止は行われない。 

 

…、総報酬月額相当額

220,000 円と基本月額

120,000 円との合算額

340,000 円が支給停止

調整額 480,000 円（令

和 5 年度価額）を超え

ないため、在職老齢年

金の仕組みによる支給

停止は行われない。 

 

改正 

P94 

No.255 問題文 

5 行目・6行目 

…、支給停止調整額

(470,000 円)を超え

ているため、その合計

額から支給停止調整

額を控除して得た額

の 2分の 1に相当する

額である 25,000 円に

12 を乗じて得た額に

相当する部分が支給

停止される。なお、…

 

…、支給停止調整額

(480,000 円)を超え

ているため、その合計

額から支給停止調整

額を控除して得た額

の 2分の 1に相当する

額である 20,000 円に

12 を乗じて得た額に

相当する部分が支給

停止される。なお、… 

改正 

P94 

No.256 問題文 

4 行目 

 

 

…、支給停止される月

額は 20,000 円となる。

なお、… 

 

…、支給停止される月

額は 15,000 円となる。

なお、… 

改正 

P94 

No.257 問題文 

5 行目 

 

 

…、在職老齢年金の仕

組みにより月額 55,000

円の老齢厚生年金が支

給停止される。 

…、在職老齢年金の仕

組みにより月額 50,000

円の老齢厚生年金が支

給停止される。 
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訂正箇所 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

改正 

P95 

No.256 解説 

2 行目・3行目 

…、当該年金が支給停

止される月額(令和 4年

度価額)は、｛基本月額

(150,000 円)＋総報酬

月額相当額(360,000

円)－支給停止調整額

(470,000 円)｝×2 分の

1＝20,000 円となる。 

 

…、当該年金が支給停

止される月額(令和 5年

度価額)は、｛基本月額

(150,000 円)＋総報酬

月額相当額(360,000

円)－支給停止調整額

(480,000 円)｝×2 分の

1＝15,000 円となる。 

改正 

P95 

No.257 解説 

2 行目・3行目 

…、｛総報酬月額相当

額(480,000 円)＋基本

月額(100,000 円)－支

給停止調整額(令和 4年

度価額 470,000 円)｝×

2 分の 1＝55,000 円が、

… 

 

…、｛総報酬月額相当

額(480,000 円)＋基本

月額(100,000 円)－支

給停止調整額(令和 5年

度価額 480,000 円)｝×

2 分の 1＝50,000 円が、

… 

改正 

P174 

No.479 問題文 

4 行目・5行目 

 

 

…。令和 4年における延

滞税特例基準割合は、年

1.4％となることから、令

和 4 年の軽減期間での延

滞金の割合は年 1.4％で

ある。 

 

…。令和 5年における延

滞税特例基準割合は、年

1.4％となることから、令

和 5 年の軽減期間での延

滞金の割合は年 1.4％で

ある。 

改正 

P200 

[選択式問題] 

No.10 産前産後休業

期間中の保険料免

除・遺族厚生年金等

（R4-選択） 

問題 3の 1行目 

 

…。令和4年度では、総

報酬月額相当額が41万

円、… 

…。令和5年度では、総

報酬月額相当額が41万

円、… 
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訂正箇所 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

改正 

P200 

[選択式問題] 

No.10 産前産後休業

期間中の保険料免

除・遺族厚生年金等

（R4-選択） 

選択肢 

⑨ 

 

⑨ 月額 2万円 ⑨ 月額１万５千円 

改正 

P200 

[選択式問題] 

No.10 産前産後休業

期間中の保険料免

除・遺族厚生年金等

（R4-選択） 

空欄Ｄの解答 

 

 

Ｄ ⑨ 月額 2万円（法

附則11条ほか） 

Ｄ ⑨ 月額 1万 5千円

（法附則11条ほか） 
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【2023/05/08 更新分】 

 

厚生年金保険法(RU23808) 
 

 
訂正箇所 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

訂正 

P167 

No.454 解説 

2 行目 

 

 

…、当該年度の「4月 30

日」限りとされている。

（テキスト該当ページな

し） 

…、「翌年度の 4月 30

日」限りとされている。

（テキスト該当ページな

し） 

 

以上 


