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ＬＥＣ社会保険労務士講座／テキスト・レジュメ訂正情報 

Maintext Authentic〈2022 年度版〉 

（ 2022 年度合格目標  Kudo project Swing-by Seminar 講義使用教材）  

（2022/03/22 現在） 

 

2022年度合格目標 Kudo project Swing-by Seminar の講義使用教材である 

「2022年度版 Maintext Authentic」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。 

・最新 2022/03/22 更新 

【2021/10/25 更新分】 

Tool boxⅠ(RU22251) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 
P5 Point  

タイトル欄 

労働時間等の設定とは 削除 

 

【2021/11/15 更新分】 

Tool boxⅠ(RU22251) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 
P44 ３年金制度の充実 

上から 14行目最後 

…2033 …2013 

 

Tool boxⅡ(RU22252) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P17 (9) 【労働災害に

関する法体系 図中】 

労働安全衛生法 下 

（労働基準法と相まっ） 

 

（労働基準法と相まって） 

 

訂正 
P22 (1)労働施策総合

推進法 条文１行目 

●第１条（労働条件の原

則） 

●第１条（目的） 

訂正 
P80 ３(2)組織等 表中

②権限の委任 ４つ目 

・国民年金手帳の作成 等 ・基礎年金番号通知書の作

成 等 

訂正 P98 ２(3)５行目 法務業や… 削除 

訂正 
P108 (2)➋２行目 するに至ったため被保険

者の 

するに至ったため被保険

者 

訂正 
P109 ➍ 表中 ②２月以内の期間を定め

て使用され者 

②２月以内の期間を定め

て使用される者 

訂正 P144 １(1)➋２行目 対象として 対償として 
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訂正 

P232   
２つ目の１行目 

・日雇特例被保険者（協会

が管掌）についても国庫補

助、上記の介護納付金に係

る国庫補助が行われてい

る（法 154条）。 

・日雇特例被保険者（協会

が管掌）についても国庫補

助が行われている（法 154

条）。 

訂正 
P234 ➋イ④１行目 …30 歳未満の保険料納付

猶予 

…50 歳未満の保険料納付

猶予 

訂正 
P258 (2)付加保険料 

●条文１行目 

…又は 30歳未満 …又は 50歳未満 

訂正 
P260 ➋申請免除の概

要 免除期間 表中  

30 歳未満 50 歳未満 

訂正 
P262  (7)保険料の追納 

●条文２行目 

…又は 30歳未満 …又は 50歳未満 

 

健康保険法(RU22253) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P50 健保-030 

要点整理 

上から８行目 タイトル 

（申出が受理された日の

属する月の末日が到来し

たときに喪失） 

（申出が受理された日の

属する月の末日が到来し

たときは、その日の翌日に

喪失） 

 

【2022/1/11 更新分】 

Tool boxⅡ(RU22252) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P291  

(4)船員保険法 

職務上 労災関連 

休業手当金、障害前払一時

金、遺族一時金 

休業手当金、障害前払一時

金、遺族前払一時金 

 

健康保険法(RU22253) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P197 健保-071 

要点整理 

１つ目の 3行目 

が認められた場合には、出

産育児一時金等に１万６

千円の加算が行われる 

が認められた場合には、出

産育児一時金等に１万２

千円の加算が行われる 

訂正 

P206 健保-075 

要点整理 

(2)支給期間 表中 

支給を始めた日から起算

して１年６月を限度 

支給を始めた日から通算

して１年６月間 
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年金法Ⅰ(RU22255) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P79 国年-016 

特記事項 

上から４つ目 ５行目 

（第１号被保険） （第１号被保険者） 

訂正 

P198 厚年-039 

 表中 

（23）70歳以上の使用さ

れる者の不該当の届出 

船舶所有者  

５日以内 10 日以内 

 

年金法Ⅱ(RU22256) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 
P229 国年-037 

解説(*6) 

（なぜ、昭和 36 年５月１

以後なのか？） 

（なぜ、昭和 36 年５月１

日以後なのか？） 

 

 

【2022/1/31 更新分】 

Tool boxⅡ(RU22252) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

p.114 ６ 国民健康保

険法の適用と被保険者

表中「（保険者）都道府

県等」欄 

⑥船員保険法、国家公務員

共済組合法又は地方公

務員等共済組合法の規

定による被扶養者。ただ

し、高齢者の医療の確保

に関する法律の規定に

よる被保険者の被扶養

者を除く。 

⑥船員保険法、国家公務員

共済組合法又は地方公

務員等共済組合法の規

定による被扶養者 

 

年金法Ⅰ(RU22255) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P64 国年-013 

要点整理 

(1)  

 担保に供し、差押

えができる場合 
 差押えができる場

合 

訂正 

P65 厚年-012 

要点整理 

(1)  

 担保に供し、差押

えができる場合 
 差押えができる場

合 
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改正 

P181 国年-033 

《受給権者の行う届出

のまとめ》⑤ 

毎年指定日（７月 31 日）

… 

毎年指定日（９月 30 日）

… 

改正 
P182 国年-033 

(※3)１行目 

…毎年指定日（７月 31日） …毎年指定日（９月 30日） 

 

年金法Ⅱ(RU22256) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 
P285 第３章第５節 

趣旨 下から７行目 

(※１) (※２) 

訂正 
P285 第３章第５節 

趣旨 下から５行目 

(※２) (※１) 

訂正 

P312 厚年-068 

 ②図中 

②在職定時改定 

③退職時改定 

④在職定時改定 

⑤退職時改定 

②削除 

②退職時改定 

③在職定時改定 

④退職時改定 

訂正 

P395 国年-054 

 １行目 

 障害等級３級の障害厚生年金又は障害等級３

級の障害共済年金 削除 

 

訂正 
P395 国年-054 

 ３行目 

…又は障害共済年金 削除 

 

訂正 
P395 国年-054 

 ６行目 

…又は障害共済年金 削除 

 

 

年金法Ⅲ(RU22257) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P470 国年-066 

要点整理 

(2) (※1) １行目 

「保険料納付済期間等の

月数」 

「基準月」 

訂正 

P470 国年-066 

要点整理 

(2) (※1) ４行目 

…納付された保険料に係

る月のうち直近の月をい

う。 

…納付された保険料に係

る月及び産前産後期間の

保険料免除の規定により

納付することを要しない

ものとされた保険料に係

る月のうち直近の月をい

う。 

訂正 

P645 厚年-137 

要点整理 

２つ目 ３行目 

→ 行政不服審査法によ

り処分庁に対する異議申

立て又は処分庁の直近上

級行政庁に対する 

→ 行政不服審査法によ

り処分庁の直近上級行政

庁に対する 
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【2022/2/28 更新分】 

Tool boxⅠ(RU22251) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 
P18  

（失業保険制度の創設） 

＊2 2000（平成 12）年に「社会福祉法」に改称された。 

１行削除 

 

労働一般常識(RU22258) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P148 労組-006 

要点整理 

(4) 一般的拘束力 

最終行 

（解説*2） （解説*3） 

訂正 

P149 労組-006 

要点整理 

(5) タイトル 

地域的の一般的拘束力 地域的の一般的拘束力 

 

【2022/3/22 更新分】 

労働者災害補償保険法(RU22261) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P66 労災-016 

要点整理 

(2)❺ ７行目 

3,944 円 3,940 円 

訂正 

P238 労災-063 

要点整理 

(7)② 

②障害特別年金差額一時

金の額 

②遺族特別年金の額 

改正 

P255 労災-072 

要点整理 

(1)➊⑨ 

⑨の後に右の⑩を追加 ⑩あん摩マッサージ指圧

師、はり師又はきゆう師

が行う事業 

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(RU22263) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P62 徴収-020 

第二種特別加入保険

料率（則別表第５) 

特 10「あん摩マッサージ指

圧師、はり師又はきゅう師

が行う事業」追加及び改正

前の特 10 以降の番号を１

つずつ繰り下げ。 

別添１に差し替え 
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社会保険一般常識(RU22254) 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P49 国保-027 

要点整理(1)  

賦課限度額① 

63 万円 65 万円 

改正 

P49 国保-027 

要点整理(1)  

賦課限度額② 

19 万円 20 万円 

改正 

P108 高医-022 

要点整理(1)  

３つ目 

賦課限度額は 64万円… 賦課限度額は 66万円… 

訂正 

P288 確拠-024 

要点整理(4)３行目 

なお、国民年金基金連合会

は、個人型年金加入者掛金

の納付を受けたときは、厚

生労働省令で定めるとこ

ろにより、各個人型年金加

入者に係る個人型年金加

入者掛金の額を・・・ 

なお、国民年金基金連合会

は、中小事業主掛金の納付

を受けたときは、厚生労働

省令で定めるところによ

り、各個人型年金加入者に

係る中小事業主掛金の額

を・・・ 

 改正前 令和４年４月 30日まで 

確認 

P284 確拠-023 

(2)脱退一時金 

 

※本教材では、令和４年

５月１日改正施行後

の内容を掲載してお

りますが、当該施行日

までは、右の内容とさ

れています。 

①国民年金の保険料免除者であること 

②障害給付金の受給権者でないこと 

③その者の通算拠出期間が１月以上３年以下であるこ

と又は請求した日における個人別管理資産の額が、

25 万円以下であること 

④最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資

格を喪失した日から起算して２年を経過していない

こと 

⑤企業型年金における脱退一時金の支給を受けていな

いこと 
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 【第二種特別加入保険料率（則別表第５)】（令和４年４月１日改定）  

事業又は作業 

の種類の番号 
事業又は作業の種類 

第２種特別加入保険料率 

（単位：1／1,000） 

特 1 個人タクシー、個人貨物運送業者 12 

特 2 建設業の一人親方 18 

特 3 漁船による自営業者 45 

特 4 林業の一人親方 52 

特 5 医薬品の配置販売業者 7 

特 6 再生資源取扱業者 14 

特 7 船員法第１条に規定する船員が行う事業 48 

特 8 
 

 
柔道整復師法第２条に規定する柔道整復師が行う事業 3 

特 9 
 

 

高年齢者の雇用の安定等に関する法律による創業支援等

措置に基づき高年齢者が行う事業 
3 

特 10 

 
あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業 3 

特 11 指定農業機械従事者 3 

特 12 職場適応訓練受講者 3 

特 13 金属等の加工、洋食器加工作業 15 

特 14 履物等の加工の作業 6 

特 15 陶磁器製造の作業 17 

特 16 動力機械による作業 3 

特 17 仏壇、食器の加工の作業 18 

特 18 事業主団体等委託訓練従事者 3 

特 19 特定農作業従事者 9 

特 20 労働組合等常勤役員 3 

特 21 介護作業従事者 5 

特 22 
 

 
芸能関係作業従事者 3 

特 23 
 

 
アニメーション制作作業従事者 3 

特 24 
 

 
情報処理に係る作業従事者 3 
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