お 詫 び と 訂 正
平成 30 年７月 19 日現在
本誌記事中に下記の誤り・追加がございました。謹んでお詫び申し上げます。
下記の箇所を修正の上、ご利用くださいますようお願い申し上げます。
◆＝最新修正

2018 年（平成 30 年）度受験用 社労士Ｖ
８月号
◆56 ページ 下から８行目

◆60 ページ 右段下から３行目

（誤） 第１号被保険者または第３号被保険者
の死亡の日から
（誤）× 則 13 条 1 項２号

(正) 受給権者の死亡の日から
(正) ○ 則 13 条 1 項２号

設問の者は、産業医に選任することができる。

７月号
◆40 ページ

Ａ４の３行目

（誤）14,400 円であるため、

(正) ）144,000 円であるため、

４月号
◆25 ページ 最下行

（誤） ＝前年の物価変動率×３年前の年度の (正) ＝前年の物価変動率×３年前の年度の実質賃
実質賃金変動率）

金変動率×３年前の年度の可処分所得割合変化率

（誤） Ｃ

(正) Ｄ

（誤） 270 日

(正) 240 日

（誤） ⑥ ……平成 31 年 10 月 18 日まで

(正) ⑥ ……平成 31 年 10 月 17 日まで

３月号
◆85 ページ

問６の正解

12 月号
◆12 ページ「２ 特定受給資格
者」の表中「区分－30 歳以上 35
歳未満」で「算定基礎期間 20 年
以上」の所定給付日数
◆33 ページ 下から 16 行目

◆54 ページ「３ 所定給付日数」
の「① 特定受給資格者以外につ （誤） 就職困難者 45 歳以上 60 歳未満

(正) 就職困難者 45 歳以上 65 歳未満

いての所定給付日数」の表中
◆62 ページ１ ３の見出し

（誤） ３ 就職促進定着手当

(正) ３ 就業促進定着手当

（誤） ●表面 ②の 2 行目

(正) ●表面 ②の 2 行目

⇒毎年【Ｄ】及び 12 月の【Ｅ】に…

◆巻末付録カードの「労災 45」

⇒毎年【Ｃ】及び 12 月の【Ｄ】に…

●裏面 ５～6 行目

●裏面 ５～6 行目

Ｂ ２月、４月、…

Ｃ ２月、４月、…

Ｃ ６期

Ｄ ６期

11 月号
◆70 ページ

２１の表中「休業

（補償）給付」の「特別支給一時 （誤） 休業給付基礎日額の 60％
金」の欄

10 月号

(正) 休業給付基礎日額の 20％

◆47 ページ 下から 13 行目

◆77 ページ 上部の図中

（誤） …「賃金」性（労働の対象として賃金を得 (正) …「賃金」性（労働の対償として賃金を得ているこ
ていること）…

と）…

（誤） ○
ロ ⇒他の軽易な業務への…

(正) …○
イ ⇒他の軽易な業務への

2017 年（平成 29 年）度受験用 社労士Ｖ
９月号「科目別最終要点整理」
◆21 ページ 真ん （誤）⑤ …祖父母および兄弟
中の表の⑤

◆32 ページ 「所
定給付日数」の表

姉妹の介護…

(正) ⑤ …祖父母および兄弟姉妹ならびに配偶者の父母の介護…

右表のオレンジ色の部分

８月号「重要項目横断整理」
◆７ページ欄外の確認Ｑ１の問
題文３行目
◆47 ページ上の表中、右から２
段目（健保－

（誤） …労働者の Ｂ の確保等を図り、

(正) …労働者の Ｃ の確保等を図り、

（誤） ② 協会の被保険者の住所変更の…

(正) ② 被保険者の住所変更の…

７月号「白書対策・法改正総まとめ」
◆58 ページ「Ⅱ択一式」の解答
のＡの解説２行目

（誤） …「出産の理由」に置き換えると正しい。 (正) …「結婚の理由」に置き換えると正しい。

◆巻末「超・論点整理カード」社 (誤) 原則：100 分の 90

(正) 原則：100 分の 10

一 29 の解答・解説①

一定以上所得者※：100 分の 80

一定以上所得者※：100 分の 20

（誤） 65 歳以上 75 未満の…

（正） 65 歳以上 75 歳未満の…

(誤) …当該第 1 号等厚生年金被保険者…

(正) …当該第 1 号厚生年金被保険者…

(誤) ④ 処遇

(正) ⑨ 待遇

６月号「労一・社一」
◆40 ページ「講師より一言」
◆57 ページ １つめの「ココも
Check!」13 行目
◆69 ページ 「選択式」の解答
のＤ

５月号「国民年金法・厚生年金保険法③」
◆27 ページ 一番下の【参考図】
の右下の式
◆32 ページ 〈脱退一時金の支
給〉の図の下

（誤） (D)×１／２

（正） (C)×１／２

(誤) 平均標準報酬額×支給額

(正) 平均標準報酬額×支給率

◆39 ページ表中の「裁定・支給 (誤)
事務」に関する２つの図
◆68 ページ 一番下の行

４号老齢厚生年金(８年)

(誤) 在籍趣向

(正)
１号老齢厚生年金(３年)

４号厚生年金被保険者(８年)

(正) 在籍出向

４月号「国民年金法・厚生年金保険法②」
(誤)

◆17 ページの図

(正)

１号厚生年金被保険者(３年)

◆39 ページ ３つ目の「ココも （誤）④の被保険者資格取得届、⑦の報酬月

（正）⑤の被保険者資格取得届、⑧の報酬月額算定

Check!」

額算定基礎届などの……

基礎届などの……

（誤） 適用事業に係る届書の提出先：管轄公

（正） 適用事業に係る届書の提出先：所轄公共職業

共職業安定所長

安定所長

12 月号「雇用保険法」
◆13 ページ「ココも Check!」

◆18 ページ 中ほどより下の水 (誤) 15 日以上、かつ、支払基礎日数 11 (正) 15 日以上、かつ、支払基礎日数 11 日以上
色の図中

日以上⇒被保険者期間：１カ月

⇒被保険者期間：２分の１カ月

(誤) 必要な職業訓練を受けること

(正) 必要な職業指導を受けること

◆25 ページ【職業紹介の拒否等・
職業指導の拒否による給付制限】
の表中「基本手当」
「延長給付」
の③（２カ所）
◆25 ページ「講師より一言」の２
～３行目
◆39 ページ【支給対象月】の下の
図中、赤色の両方向矢印の上

(誤) 本来の延長給付と同じ給付制限が、 (正) 本来の基本手当と同じ給付制限が、

(誤) 支給対象月とされない

◆43 ページ＜４＞介護休業給付 (誤) ●被保険者と同居し、かつ、扶養さ
金【対象家族】の囲み内

れている祖父母、兄弟姉妹および孫

(正) 支給対象月とされる

(正）●被保険者の祖父母、兄弟姉妹および孫
高年齢者雇用安定法に規定する地域高年齢者就

◆45 ページ「■雇用安定事業」

業機会確保計画（同意地域高年齢者就業機会確

の内容を記した５つの囲みのう

保計画）に係る国が実施する高年齢者の雇用に

ち、３つ目の次に右の内容を追加

資する事業のうち雇用の安定に係るものを行う
こと

◆47 ページ「■不服申立て」の下
の図中

(誤) 雇用保険審査会

(正) 労働保険審査会

◆同上の図中、上から１段目のブ (誤) 処分があったことを知った日の翌日 (正) 処分があったことを知った日の翌日から
ロック矢印の右側の文章

から起算して 60 日以内

起算して３カ月以内

◆同上の図中、上から２段目のブ (誤) 決定書の謄本が送付された日の翌日 (正) 決定書の謄本が送付された日の翌日から
ロック矢印の右側の文章

から起算して 60 日以内

◆同上の図中、上から３段目のブ (誤) 決定書の謄本が送付された日の翌日
ロック矢印の右側の文章

から起算して 60 日以内

起算して２カ月以内
(正) （削除）

11 月号「労働者災害補償保険法」
◆９ページ９行目

（誤）（業務遂行性）

（正）（業務起因性）

◆12 ページ 本文３行目

(誤) 国の直営事業（国有林野事業）

(正) 国の直営事業

◆39 ページ １つめの「ココも (誤) 独立行政法人労働者健康安全福祉機
Check!」の３行目

構

◆42 ページ８行目

(誤) ⇒納付額に 40％を乗じて…

(正) 独立行政法人労働者健康安全機構

(正) ⇒給付額に 40％を乗じて…
(正)

◆43 ページ不服申立ての図の中
の右の囲みと矢印

(誤)

「審査請求をした日から３カ月経過しても決定

「審査請求をした日から３カ月経過して がないとき…」⇒労働保険審査会
も決定がないとき…」⇒裁判所

「再審査請求をした日から３カ月経過しても裁
決がないとき…」⇒裁判所

10 月号「労働基準法・労働者安全衛生法」
◆12 ページ 13 行目の右側の囲み
内

(誤) 労働契約関および派遣先と…

(正) 労働契約関係および派遣先と…

(誤) 退職時等の証明(法第 21 条第１項～ (正) 退職時等の証明(法第 22 条第１項～
◆19 ページ図の見出し

◆P.20 「賃金の支払」の表中

(誤) 通信の禁止等(法第 21 条第４項)

(正) 通信の禁止等(法第 22 条第４項)

(誤) 金品の返還(法第 21 条第４項)

(正) 金品の返還(法第 23 条)

(誤) 通過払

(正) 通貨払

