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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〈2022 年度版〉 

（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ほか 自宅学習用教材） 

（2022/08/15 現在） 

 

2022 年度合格目標 合格講座本論編等の自宅学習用教材である「2022 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。 
 

・ 2021/10/08 更新分…ｐ.2 

・ 2021/12/13 更新分…ｐ.3 

・ 2022/01/24 更新分…ｐ.4 

・ 2022/02/08 更新分…ｐ.5 

・ 2022/03/08 更新分…ｐ.6～11 

・ 2022/04/25 更新分…ｐ.12～16 

・ 2022/05/16 更新分…ｐ.17 

・ 2022/06/13 更新分…ｐ.18～19 

・ 2022/07/19 更新分…ｐ.20 

・ 2022/08/15 更新分…ｐ.21 
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【2021/10/08 更新分】 

 

労働安全衛生法(RU22801) 
 

 訂正箇所 訂正後 

改正 

P23  

No.39 解説 

下記に差し替え 

 

39. ○ （令 6条 18号、令別表第 3）本肢のとおりである。金属をアーク溶接する際に

発生する溶接ヒューム(金属アーク溶接等作業において過熱により発生する

粒子状物質)は、令 6条（作業主任者を選任すべき作業）18号の「特定化学物

質を製造し、又は取り扱う作業（一定のものを除く）」の特定化学物質に含

まれているため、本肢の作業は、作業主任者を選任すべきものとされている

作業である。 
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【2021/12/13 更新分】 

 

労働者災害補償保険法(RU22802) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P57 No.151 解説 

1 行目 

 

…身体障害が2以上ある

場合あることから、… 

 

…身体障害が2以上ある

場合があることから、… 

 

 

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(RU22804) 
 

 訂正箇所 訂正後 

訂正 

P49 No.122 解説 下記に差し替え 

（※後段（「また、…」以降の記述）を削除） 

 

122. × (則 25 条 1項)本肢の場合、増加後の賃金総額見込額 6,000 万円は増加前の賃

金総額見込額 3,600 万円の 100 分の 200(7,200 万円)を超えていないため、増

加概算保険料の納付義務はない。(P52) 
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【2022/01/24 更新分】 

 

厚生年金保険法(RU22808) 
 

 訂正箇所 訂正後 

訂正 

P69 No.181 解説 下記に差し替え 

 

 

181. × (法 43 条 3項)本肢の場合、退職時改定は、被保険者である受給権者が被保険

者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして退職日から起算して 1

月を経過した場合に行われるものである。本肢の場合、被保険者の資格を喪失

し、かつ、被保険者となることなくして退職日から起算して 1月を経過して「い

ない」ため、退職時改定は「行われない」。また、60歳台前半の老齢厚生年金

については在職定時改定は行われない。(P107-108,P134) 
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【2022/02/08 更新分】 

 

社会保険に関する一般常識(RU22809) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P22 No.59 問題 

2 行目 

…、後期高齢者医療広域

連合が被保険者に対して

課する保険料の賦課額

は、64 万円を超えること

ができないものであるこ

とを規定している。 

 

…、後期高齢者医療広域

連合が被保険者に対して

課する保険料の賦課額

は、66 万円を超えること

ができないものであるこ

とを規定している。 
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【2022/03/08 更新分】 

 

労働基準法(【第 1版】：RU22800、【第 2版】：RU22810) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

【第 1版】 

P71 No.194 解説 

4 行目 

 

…、特段の事業のない限

り、… 

…、特段の事情のない限

り、… 

【第 2版】 

P71 No.196 解説 

4 行目 

 

訂正 

【第 1版】 

P104 No.271 問題 

3 行目 

 

…、同条第39条第6項に

定める年次有給休暇の計

画的付与の対象とするこ

とができる。 

…、同法第39条第6項に

定める年次有給休暇の計

画的付与の対象とするこ

とができる。 

【第 2版】 

P104 No.271 問題 

3 行目 

 

訂正 

【第 1版】 

P109 No.279 解説 

5 行目 

 

…の例により労働させる。 …の例により労働させる

ことができる。 

【第 2版】 

未掲載 

 

 

訂正 

【第 1版】 

P125 No.334 解説 

3 行目 

 

…、法91に違反しない。 …、法91条に違反しない。 

【第 2版】 

P123 No.334 解説 

3 行目 
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労働者災害補償保険法(RU22802) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P18 No.51 問題 

1 行目～2行目 

 

厚生労働省労働基準局長

通知(「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)における発症に

近接した時期において、

… 

厚生労働省労働基準局長

通知(「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)

における発症に近接した

時期において、… 

改正 

P19 No.51 解説 

1 行目 

 

(平 13.12.12 基発 1063

号)本肢のとおりである。

なお、… 

(令 3.9.14基発0914第 1

号)本肢のとおりである。

なお、… 

改正 

P20 No.52 問題 

1 行目～2行目 

厚生労働省労働基準局長

通知(「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)における発症に

近接した時期において、

… 

厚生労働省労働基準局長

通知(「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)

における発症に近接した

時期において、… 

改正 

P20 No.53 問題 

1 行目～2行目 

 

厚生労働省労働基準局長

通知(「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)における発症に

近接した時期において、

… 

厚生労働省労働基準局長

通知(「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)

における発症に近接した

時期において、… 
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 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P20 No.54 問題 

1 行目～2行目 

 

厚生労働省労働基準局長

通知(「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)における発症に

近接した時期において、

… 

 

厚生労働省労働基準局長

通知(「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)

における発症に近接した

時期において、… 

改正 

P20 No.55 問題 

1 行目～2行目 

 

厚生労働省労働基準局長

通知(「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)における発症に

近接した時期において、

… 

 

厚生労働省労働基準局長

通知(「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)

における発症に近接した

時期において、… 

改正 

P21 No.52 解説 

1 行目 

 

(平 13.12.12 基発 1063

号)本肢のとおりである。

なお、… 

(令 3.9.14基発0914第 1

号)本肢のとおりである。

なお、… 

改正 

P21 No.53 解説 

1 行目 

(平 13.12.12 基発 1063

号)本肢の「同僚等」とは、

… 

(令 3.9.14基発0914第 1

号)本肢の「同僚等」とは、

… 

改正 

P21 No.54 解説 

1 行目 

 

(平 13.12.12 基発 1063

号)本肢のとおりである。

なお、… 

(令 3.9.14基発0914第 1

号)本肢のとおりである。

なお、… 

改正 

P21 No.55 解説 

1 行目 

 

(平 13.12.12 基発 1063

号)本肢のとおりである。

なお、… 

(令 3.9.14基発0914第 1

号)本肢のとおりである。

なお、… 
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 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P59 No.156 解説 

4 行目 

 

 

・・・、本肢の過重にな

らない。 

・・・、本肢の加重にな

らない。 

訂正 

P101 No.280 解説 

2 行目 

 

 

本肢のとおりである（独

立行政法人福祉医療機構

法 12条 1項）。 

本肢のとおりである。 

改正 

P138 

No.5 療養補償給付・

支給制限・業務上の疾

病 

問題 2 

1 行目～2行目 

 

2 厚生労働省労働基準

局長通知(「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)において、

… 

2 厚生労働省労働基準

局長通知(「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)において、… 

 

改正 

P139 

No.5 

H28-選択式【解答】 

Ｃ 

 

Ｃ ⑩6 か月間(平 13.12

.12 基発 1063 号) 

Ｃ ⑩6か月間(令3.9.14

基発 0914第 1号) 

改正 

P139 

No.5 

H28-選択式【解答】 

Ｄ 

 

Ｄ ⑯1 か月間(平 13.12

.12 基発 1063 号) 

Ｄ ⑯1か月間(令3.9.14

基発 0914第 1号) 

改正 

P139 

No.5 

H28-選択式【解答】 

Ｅ 

 

Ｅ ⑲2 か月間ないし 6

か月間(平 13.12.12 基

発 1063 号) 

Ｅ ⑲2 か月間ないし 6

か月間(令 3.9.14 基発

0914 第 1 号) 
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雇用保険法(RU22803) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P63 No.179 解説 

2 行目 

 

…の定める期間（原則と

して 2箇月間）は、… 

…の定める期間（原則と

して 3箇月間）は、… 

 

 

健康保険法(RU22806) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P20 No.57 問題 

3 行目 

 

…、60 歳以上の受給権者

である者が、… 

…、60歳以上の者が、… 

訂正 

P133 No.357 解説 

1 行目～2行目 

…、資格喪失後の傷病手

当金及び傷病手当金の継

続給付の支給を受けるこ

とはできない。 

 

…、傷病手当金及び資格

喪失後の継続給付として

の傷病手当金の支給を受

けることはできない。 

訂正 

P133 No.358 解説 

2 行目 

…、傷病手当金及び資格

喪失後の継続給付として

傷病手当金の支給を受け

ることは「できない」。

 

…、傷病手当金及び資格

喪失後の継続給付として

の傷病手当金の支給を受

けることは「できない」。 
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厚生年金保険法(RU22808) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P87 No.230 解説 

9 行目（下から 3行目）

 

…減額率（1,000 の 4に、

原則として、… 

…減額率（1,000 の 5、

原則として、… 

 

【上記 P87 No.230 の解説における減額率の訂正について(補足)】 

改正後の減額率（1,000 分の 4）は、令和 4年 4月 1日の前日において、60 歳に達し

ていない者（昭和 37 年 4月 2 日以後生まれの者）について適用するとされている（年

発 0806 第 1 号）。本肢の男性は、昭和 31年 4月 2日生まれであるため、改正前の減額

率（1,000 の 5）が適用されることとなる。 

 

 

社会保険に関する一般常識(RU22809) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P11 No.21 解説 

2 行目 

 

…基礎賦課額は、「63万

円」を超えることができ

ない。 

…基礎賦課額は、「65万

円」を超えることができ

ない。 
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【2022/04/25 更新分】 

 

雇用保険法(RU22803) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P65 No.183 解説 

リンクページ 

 

 

（テキスト該当ページな

し） 

（P49） 

訂正 

P89 No.253 解説 

10行目（下から3行目）

 

 

…、支給要件期間は3年以

上となる。 

…、支給要件期間は1年以

上となる。 

改正 

P114 No.329 問題 

2 行目 

 

 

…、雇用継続給付(介護休

業給付金に限る。)に要す

る費用の8分の1の額(平

成29年度から令和3年度

までの各年度においては、

… 

 

…、雇用継続給付(介護休

業給付金に限る。)に要す

る費用の8分の1の額(平

成29年度から令和6年度

までの各年度においては、

… 

改正 

P115 No.328 解説 

2 行目～3行目 

…、その「2分の1(平成

29年度から令和3年度ま

での各年度においては、そ

の100分の10)」が国庫に

より負担される。 

 

…、その「2分の1(当分の

間、その100分の55)」が

国庫により負担される。 
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律(RU22804) 
 

 訂正箇所 訂正後 

改正 

P34・35 No.95 

問題・解説 

 

 

※雇用保険率の変更に伴い、問題・解説を共に削除 

改正 

P34・35 No.96 

問題・解説 

 

 

※雇用保険率の変更に伴い、問題・解説を共に削除 

改正 

P44・45 No.114 

問題・解説 

 

 

※雇用保険率の変更に伴い、問題・解説を共に削除 

改正 

P48・49 No.122 

問題・解説 

 

 

※雇用保険率の変更に伴い、問題・解説を共に削除 

改正 

P52・53 No.132 

問題・解説 

 

 

※雇用保険率の変更に伴い、問題・解説を共に削除 

改正 

P56・57 No.143 

問題・解説 

 

 

※雇用保険率の変更に伴い、問題・解説を共に削除 

改正 

P60・61 No.149 

問題・解説 

 

 

※雇用保険率の変更に伴い、問題・解説を共に削除 
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健康保険法(RU22806) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P190  

No.4 一部負担金の

割合・延滞金の割合 

問題 2 

３行目～5 行目 

 

令和2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0.6％

とされたため、令和 2 年

における特例基準割合は

年 1.6％となった。この

ため、令和 2 年における

延滞金の割合の特例は、

… 

 

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、… 

改正 

P191 

No.04 選択肢 

③、⑧ 

 

 

③ 2.6 

⑧ 8.9 

③ 2.4 

⑧ 8.7 

改正 

P191 

No.4 

H27-選択式【解答】 

Ｄ、Ｅ 

 

Ｄ ③ 2.6 

Ｅ ⑧ 8.9 

Ｄ ③ 2.4 

Ｅ ⑧ 8.7 
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国民年金法(RU22807) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P94 No.258 問題 

2 行目～3行目 

…、前年の所得が 360 万

4 千円を超え 462 万 1 千

円以下であるときは 2分

の 1相当額が、前年の所

得が 462 万 1 千円を超え

るときは全額が、… 

 

…、前年の所得が 370 万

4 千円を超え 472 万 1 千

円以下であるときは 2分

の 1相当額が、前年の所

得が 472 万 1 千円を超え

るときは全額が、… 

 

改正 

P95 No.258 解説 

2 行目～4行目 

…、前年の所得が 360 万

4 千円に 38 万円(一定の

場合を除く)を加算した

額を超え 462 万 1 千円に

38 万円(一定の場合を除

く)を加算した額以下で

あるときは 2分の 1相当

額が、前年の所得が 462

万 1 千円に 38万円(一定

の場合を除く)を加算し

た額を超えるときは全額

が、… 

 

…、前年の所得が 370 万

4 千円に 38 万円(一定の

場合を除く)を加算した

額を超え 472 万 1 千円に

38 万円(一定の場合を除

く)を加算した額以下で

あるときは 2分の 1相当

額が、前年の所得が 472

万 1 千円に 38万円(一定

の場合を除く)を加算し

た額を超えるときは全額

が、… 
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厚生年金保険法(RU22808) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P76 No.206 問題 

1 行目 

令和 2年 8月において、

… 

令和 4年 8月において、

… 

 

 

改正 

P77 No.205 解説 

1 行目 

…、当該年金の支給停止

月額(令和3年度価額)は、

… 

 

…、当該年金の支給停止

月額(令和4年度価額)は、

… 

改正 

P77 No.206 解説 

3 行目 

…が支給停止調整額470,

000 円（令和3年度価額）

を超えないため、… 

 

…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、… 

訂正 

P125 No.330 解説 

4 行目 

 

 

…。本肢後段の記述は正

しい。 

…。本肢前段の記述は正

しい。 

訂正 

P137 No.360 解説 

4 行目 

…、事実上の婚姻関係を

解消することになった時

点(令和 3年 3月)におい

て、… 

 

…、事実上の婚姻関係を

解消することになった時

点(令和 3年 4月)におい

て、… 

 

以上 
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【2022/05/16 更新分】 

 

厚生年金保険法(RU22808) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P94 No.249 問題 

1 行目 

 

 

令和 3年 4月において、

… 

令和 4年 4月において、

… 

改正 

P95 No.248 解説 

2 行目 

 

 

 

…，当該年金の支給停止

される月額（令和3年度

価額）は，… 

…，当該年金の支給停止

される月額（令和4年度

価額）は，… 

 

改正 

P95 No.249 解説 

2 行目 

 

 

 

…，{総報酬月額相当額

（480,000 円）＋基本月

額(100,000 円)－支給停

止基準額（令和 3 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

止基準額（令和 4 年度価

額 470,000 円）}×2分の

1=55,000 円が、… 

改正 

P178 No.475 解説 

4 行目～6行目 

令和 3年における延滞税

特例基準割合は，年1.5％

となることから，令和3

年の軽減期間での延滞金

の割合は年1.5％である。

 

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。 
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【2022/06/13 更新分】 

 

国民年金法(RU22807) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P11  

No.20 解説 

1 行目 

 

 

（平 23.3.23 年発 0323

第 1 号）本肢のとおりで

ある。届け出による婚姻

関係にある者が重ねて他

の者と内縁関係にある場

合の取扱いについては、

… 

 

（平 23.3.23 年発 0323

第 1 号）本肢のとおりで

ある。なお、届け出によ

る婚姻関係にある者が重

ねて他の者と内縁関係に

ある場合の取扱いについ

ては、… 

 

 

厚生年金保険法(RU22808) 
 

 訂正箇所 訂正後 

改正 

P44、45 

No.113 問題・解説 

※改正により年金手帳が廃止されたため、問題・解

説を共に削除 

 

 

訂正 

P81 

No.215 解説 

下記に差し替え 

 

 

 

 

215. × （法附則 11条の 5、令 6条の 4）60 歳台前半の老齢厚生年金が雇用保険法に基

づく基本手当との調整により支給停止となるのは、60 歳台前半の老齢厚生年金

の受給権者が同時に雇用保険法に基づく基本手当の受給することができ、かつ、

「同法の規定による求職の申込みをしたとき」である。その他の記述について

は正しい。(P124) 
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 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P151  

No.402 解説 

リンクページ 

 

（P105-106,212） （テキスト該当ページな

し） 
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【2022/07/19 更新分】 

 

労働者災害補償保険法(RU22802) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P30 No.76 問題 

3 行目 

…、伳鞘炎等については、

… 

 

…、腱鞘炎等については、

… 
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【2022/08/15 更新分】 

 

雇用保険法(RU22803) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

改正 

P102 No.297 問題 

2 行目 

 

 

297.期間を定めて雇用さ

れる者(短期雇用特例被保

険者及び日雇労働被保険

者を除く。)が、その事業

主に引き続き雇用された

期間が1年以上であり、…

 

297.期間を定めて雇用さ

れる者(短期雇用特例被保

険者及び日雇労働被保険

者を除く。)が、… 

 

 

以上 


