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書 籍訂正 情報 

<2021 年版>出る順社労士 

必修過去問題集 

②社会保険編 
（2021/05/07 現在） 

 

弊社が出版いたしました書籍「2021 年版 出る順社労士 必修過去問題集②社会保険

編」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、書籍の訂正を

お願いいたします。なお、改正により記載内容に修正が必要となった場合の補正情報も

こちらに掲載いたします。合わせてご確認をお願いいたします 
 

 
・ 2020/12/04 更新分…ｐ.1 

・ 2021/02/19 更新分…ｐ.2 

・ 2021/05/07 更新分…ｐ.3～4 

 

【2020/12/04 更新分】 

 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P527 

選択肢 

⑮ 

⑮ の翌日から起算して 1

か月 

⑮ の翌日から起算して 6

か月 

改正 

P528 

空欄Ｄの解答 

Ｄ ⑮ の翌日から起算し

て 1か月 

Ｄ ⑮ の翌日から起算し

て 6か月 

改正 

P529 

上から 6 行目 

…当該確定した日の翌日か

ら起算して 1か月を経過す

る日までは合意分割の請求

を行うことができる。 

 

…当該確定した日の翌日か

ら起算して 6か月を経過す

る日までは合意分割の請求

を行うことができる。 
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【2021/02/19 更新分】 

 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P205 

問 84 エ肢 

（※２つ目のエ

肢） 

エ 政令で定める要件に

該当するものとして厚生

労働大臣の承認を受けた

健康保険組合は、介護保

険第 2 号被保険者である

被保険者に関する保険料

額を、一般保険料額と特

別介護保険料額との合算

額とすることができる。

 

（※全文削除） 

訂正 

P214 

問88 Ｂ肢解説

7行目・10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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【2021/05/07 更新分】 

 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P407 

問 58 Ｃ肢 

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 

P409 

問 59 Ｂ肢 

4 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,・・・ 

 

改正 

P410 

問59 Ｂ肢解説

3行目・4行目・

5行目 

 

・・・,「（扶養親族等の数

＋１）×35 万円＋22 万円」

の計算式によって計算す

る。本肢の場合の扶養親族

等の数は 4であるため,（4

＋1）×35万円＋22万円＝

197 万円となる。 

 

・・・,「（扶養親族等の数

＋１）×35 万円＋32 万円」

の計算式によって計算す

る。本肢の場合の扶養親族

等の数は 4であるため,（4

＋1）×35万円＋32万円＝

207 万円となる。 

 

改正 

P453 

問 81 Ｃ肢 

4 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,・・・ 
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 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P454 

問 81 Ｃ肢解説

2行目・4行目 

 

・・・, 所得が「（扶養親族

等の数＋１）×35万円＋22

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＋22万円＝「197

万円以下でなければならな

い」。 

・・・, 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」。 

 

 

以上 


