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「過去問①＜労働法編＞」改正等による訂正箇所

次のように訂正いただけますようお願い致します。

＜労働安全衛生法＞

問題 訂正前 訂正後

130

□□130 厚生労働大臣は、労働安全衛生

法第 93 条第２項又は第３項の規定によ

る労働災害の原因の調査が行われる場合

に、当該労働災害の規模その他の状況か

ら判断して必要があると認めるときは、

独立行政法人労働安全衛生総合研究所に

当該調査を行わせることができる。

（H25-9C）

130 → ○ （法96条の２第１項）

設問のとおりである。なお、厚生労働大

臣は、必要があると認めるときは、独立

行政法人労働安全衛生総合研究所に、当

該調査に係る立入検査を行わせることが

できる（法96条の２第２項）。

厚生労働大臣は、労働安全衛生法第 93

条第２項又は第３項の規定による労働災

害の原因の調査が行われる場合に、当該

労働災害の規模その他の状況から判断し

て必要があると認めるときは、独立行政

法人労働者健康安全機構に当該調査を行

わせることができる。（H25-9C）

130 → ○ （法96条の２第１項）

設問のとおりである。なお、厚生労働大

臣は、必要があると認めるときは、独立

行政法人労働者健康安全機構に、当該調

査に係る立入検査を行わせることができ

る（法96条の２第２項）。
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「過去問②＜労働保険編＞」改正等による訂正箇所

次のように訂正いただけますようお願い致します。

＜労働者災害補償保険法＞

問題 訂正前 訂正後

129

□□ 129 労災保険の保険給付は、いず

れも、その事由が生じた場合に、当該保

険給付を受けることができる者からの請

求に基づいて行われる。（H20-1C）

129 → ○ （法 12 条の８第２項・

３項、則 18 条の２第１項） 「傷病補償

年金及び介護補償給付」のように政府の

職権によって支給が決定される保険給付

もあるため、「いずれも」としている点で、

設問は誤りとなる。

□□ 129 労災保険の保険給付は、いず

れも、その事由が生じた場合に、当該保

険給付を受けることができる者からの請

求に基づいて行われる。（H20-1C）

129 → ○ （法 12 条の８第２項・

３項、則 18 条の２第１項） 「傷病補償

年金及び傷病年金」のように政府の職権

によって支給が決定される保険給付もあ

るため、「いずれも」としている点で、設

問は誤りとなる。

H21

選択

高齢化の進展とともに、家族の介護が労

働者の生活に深く関わってきていること

から Ａ 保護制度の見直しが行わ

れ、平成 20 年に労働者災害補償保険法施

行規則が改正、施行された。

同改正は、労働者災害補償保険法施行

規則第８条に定める日常生活上必要な行

為として、新たに「要介護状態にある配

偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同

居し、かつ、扶養している Ｂ の介

護（ Ｃ 行われるものに限る。）」を

加えたものである。なお、同規則第７条

において、要介護状態とは「負傷、疾病

又は身体上若しくは精神上の障害によ

り、 Ｄ の期間にわたり常時介護を

必要とする状態をいう。」と定められてい

る。

高齢化の進展とともに、家族の介護が労

働者の生活に深く関わってきていること

から Ａ 保護制度の見直しが行わ

れ、平成 20 年に労働者災害補償保険法施

行規則が改正、施行された。

同改正は、労働者災害補償保険法施行

規則第８条に定める日常生活上必要な行

為として、新たに「要介護状態にある配

偶者、子、父母、 Ｂ 並びに配偶者

の父母の介護（ Ｃ 行われるものに

限る。）」を加えたものである。なお、同

規則第７条において、要介護状態とは「負

傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障

害により、 Ｄ の期間にわたり常時

介護を必要とする状態をいう。」と定めら

れている。
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＜雇用保険法＞

問題 訂正前 訂正後

151

■□ 151 基準日が平成 21 年３月 31

日から平成 29 年３月 31 日までの間であ

る場合、特定理由離職者である受給資格

者についてはすべて、基本手当の支給に

当たり、特定受給資格者と同じ所定給付

日数が適用される。（H22-2D）

151 → × （法 13 条３項、法附則４

条） 特定理由離職者である受給資格者

のすべてについて特定受給資格者と同じ

所定給付日数が適用されるわけではな

い。特定理由離職者である受給資格者が、

①期間の定めのある労働契約の期間が満

了し、かつ、当該労働契約の更新がない

ことにより離職した者、又は、②法 33

条１項の正当な理由のある自己都合によ

り離職した者であって、離職日以前２年

間に被保険者期間が 12 か月以上ないも

のに該当する場合に限り、特定受給資格

者とみなして基本手当が支給される。

■□ 151 基準日が平成 29 年４月１日

から平成 34 年３月 31 日までの間である

場合、特定理由離職者である受給資格者

についてはすべて、基本手当の支給に当

たり、特定受給資格者と同じ所定給付日

数が適用される。（H22-2D）

151 → × （法 13 条３項、法附則４

条） 特定理由離職者である受給資格者

のすべてについて特定受給資格者と同じ

所定給付日数が適用されるわけではな

い。特定理由離職者である受給資格者が、

「期間の定めのある労働契約の期間が満

了し、かつ、当該労働契約の更新がない

こと（その者が当該更新を希望したにも

かかわらず、当該更新についての合意が

成立するに至らなかった場合に限る）」に

より離職した者に該当する場合に限り、

特定受給資格者とみなして基本手当が支

給される。



著作権者（株）キャリアテラス

4

154

□□ 154 働契約の締結に際し明示さ

れた労働条件が事実と著しく相違したこ

とを理由に就職後１年以内に離職した者

は、他の要件を満たす限り特定受給資格

者に当たる。（H27-2B）

154 → ○ （法 23 条２項２号、則 36

条２項、手引 50305） 設問のとおりで

ある。なお、「労働契約の締結に際し明示

された労働条件が事実と著しく相違した

こと」とは、被保険者が労働契約の締結

に際し、事業主から明示された労働条件

（「採用条件」という）が就職後の実際の

労働条件と著しく相違した場合又は事業

主が労働条件を変更したことにより採用

条件と実際の労働条件が著しく異なるこ

ととなったことを理由に、就職後１年を

経過するまでの間に離職した場合をい

う。

□□ 154 働契約の締結に際し明示さ

れた労働条件が事実と著しく相違したこ

とを理由に当該事由発生後１年以内に離

職した者は、他の要件を満たす限り特定

受給資格者に当たる。（H27-2B）

154 → ○ （法 23 条２項２号、則 36

条２号、手引 50305） 設問のとおりで

ある。なお、「労働契約の締結に際し明示

された労働条件が事実と著しく相違した

こと」とは、被保険者が労働契約の締結

に際し、事業主から明示された労働条件

（「採用条件」という）が就職後の実際の

労働条件と著しく相違した場合又は事業

主が労働条件を変更したことにより採用

条件と実際の労働条件が著しく異なるこ

ととなったことを理由に、当該事由発生

後１年を経過するまでの間に離職した場

合をいう。

P170

＜P170の問164の前、「個別延長給付」の

タイトルの下に以下の文言を入れる。＞

（※）以下の４問（問 164、問 165、問

166、問 167）及び問 171 については、補

正しきれないため当時の問題のまま掲載

している。法附則５条１項に基づく「個

別延長給付」は、平成 29 年３月 31 日を

もって終了し、平成 29 年４月１日からは

新たに「地域延長給付」を５年間実施す

る措置がとられている。また、法 24 条の

２において、災害による離職者等を対象

とした新たな「個別延長給付」が創設さ

れている。



著作権者（株）キャリアテラス

5

175

■□ 175 受給資格者（訓練延長給付、

広域延長給付、全国延長給付又は個別延

長給付を受けている者を除く。）が雇用保

険法第 21 条に規定する待期の期間の満

了前に正当な理由がなく公共職業安定所

の紹介する業務に就くことを拒んだとき

は、当該拒んだ日以降の待期の期間を含

め１か月間に限り、基本手当を受けるこ

とができない。（H25-6D）

175 → × （法 32 条１項、行政手引

52251） 受給資格者が、公共職業安定所

の紹介する職業に就くことを拒んだとき

は、１か月間は基本手当は支給されない

が、待期期間中に給付制限が行われた場

合には、給付制限期間（１か月間）が経

過した後に、待期期間（通算７日）が完

成するまで基本手当は支給されない。し

たがって、「待期の期間を含め」としてい

る点で誤りとなる。給付制限の前後の待

期の日数が通算して７日に達するまでは

基本手当は支給されないことから、給付

制限は１か月間行われ、それとは別に待

期期間が満了するまでは基本手当は支給

されないこととなる。

■□ 175 受給資格者（訓練延長給付、

広域延長給付、全国延長給付、個別延長

給付又は地域延長給付を受けている者を

除く。）が雇用保険法第 21 条に規定する

待期の期間の満了前に正当な理由がなく

公共職業安定所の紹介する業務に就くこ

とを拒んだときは、当該拒んだ日以降の

待期の期間を含め１か月間に限り、基本

手当を受けることができない。（H25-6D）

175 → × （法 32 条１項、行政手引

52251） 受給資格者が、公共職業安定所

の紹介する職業に就くことを拒んだとき

は、１か月間は基本手当は支給されない

が、待期期間中に給付制限が行われた場

合には、給付制限期間（１か月間）が経

過した後に、待期期間（通算７日）が完

成するまで基本手当は支給されない。し

たがって、「待期の期間を含め」としてい

る点で誤りとなる。給付制限の前後の待

期の日数が通算して７日に達するまでは

基本手当は支給されないことから、給付

制限は１か月間行われ、それとは別に待

期期間が満了するまでは基本手当は支給

されないこととなる。
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178

□□ 178 受給資格者が、厚生労働大臣

の定める基準に従って公共職業安定所が

行うその者の再就職を促進するために必

要な職業指導を受けることを、正当な理

由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起

算して１か月を超えない範囲内において

公共職業安定所長の定める期間は、基本

手当が支給されない。なお、本問におい

ては、訓練延長給付、広域延長給付、全

国延長給付及び個別延長給付は考慮しな

いものとする。（H23-4B）

178 →○ （法 32 条２項） 設問のと

おりである。なお、訓練延長給付（公共

職業訓練等終了後の延長給付に限る）、広

域延長給付、全国延長給付又は個別延長

給付を受けている受給資格者が、正当な

理由がなく、公共職業安定所長の指示し

た公共職業訓練等を受けることを拒んだ

ときは、法 29 条が適用されるため、その

拒んだ日以後基本手当は支給されない。

□□ 178 受給資格者が、厚生労働大臣

の定める基準に従って公共職業安定所が

行うその者の再就職を促進するために必

要な職業指導を受けることを、正当な理

由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起

算して１か月を超えない範囲内において

公共職業安定所長の定める期間は、基本

手当が支給されない。なお、本問におい

ては、訓練延長給付、広域延長給付、全

国延長給付、個別延長給付又は地域延長

給付は考慮しないものとする。（H23-4B）

178 →○ （法 32 条２項） 設問のと

おりである。なお、訓練延長給付（公共

職業訓練等終了後の延長給付に限る）、広

域延長給付、全国延長給付、個別延長給

付又は地域延長給付を受けている受給資

格者が、正当な理由がなく、公共職業安

定所長の指示した公共職業訓練等を受け

ることを拒んだときは、法 29 条が適用さ

れるため、その拒んだ日以後基本手当は

支給されない。
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179

□□ 179 受給資格者（訓練延長給付、

広域延長給付、全国延長給付又は個別延

長給付を受けている者を除く。）が、正当

な理由がなく、厚生労働大臣の定める基

準に従って公共職業安定所が行うその者

の再就職を促進するために必要な職業指

導を受けることを拒んだときは、その拒

んだ日から起算して１か月を超えない範

囲内において公共職業安定所長の定める

期間は、基本手当を支給しない。（H25-6C）

179 → ○ （法 32 条２項） 設問の

とおりである。なお、「１か月を超えない

範囲内において公共職業安定所長の定め

る期間」とは、具体的には、１か月とさ

れている（平 14.９.２職発 0902001 号）。

また、正当な理由があるかどうかの認定

は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の

定める基準に従ってするものとされてい

る（法 32 条３項）。

□□ 179 受給資格者（訓練延長給付、

広域延長給付、全国延長給付、個別延長

給付又は地域延長給付を受けている者を

除く。）が、正当な理由がなく、厚生労働

大臣の定める基準に従って公共職業安定

所が行うその者の再就職を促進するため

に必要な職業指導を受けることを拒んだ

ときは、その拒んだ日から起算して１か

月を超えない範囲内において公共職業安

定所長の定める期間は、基本手当を支給

しない。（H25-6C）

179 → ○ （法 32 条２項） 設問の

とおりである。なお、「１か月を超えない

範囲内において公共職業安定所長の定め

る期間」とは、具体的には、１か月とさ

れている（平 14.９.２職発 0902001 号）。

また、正当な理由があるかどうかの認定

は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の

定める基準に従ってするものとされてい

る（法 32 条３項）。
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279

□□ 279 雇用保険法第 60 条の２第１

項に規定する支給要件期間が 10 年以上

である者であって、専門実践教育訓練を

受け、修了し、当該専門実践教育訓練に

係る資格の取得等をし、かつ当該専門実

践教育を修了した日の翌日から起算して

１年以内に一般被保険者として雇用され

た者に支給される教育訓練給付金の額

は、当該教育訓練の受講のために支払っ

た費用の額の100分の60を乗じて得た額

（その額が厚生労働省令で定める額を超

えるときは、その定める額。）である。

（H28-6D）

279 → ○ （法 60 条の２第４項、則

101 条の２の７第３号、則 101 条の２の

８第３号） 設問のとおりである。なお、

上限額は 144 万円（連続した二支給単位

期間（当該専門実践教育訓練を修了した

日が属する場合であって、支給単位期間

が連続して二ないときは一支給単位期

間）ごとに支給する額は、48 万円）であ

る。

□□ 279 雇用保険法第 60 条の２第１

項に規定する支給要件期間が 10 年以上

である者であって、専門実践教育訓練を

受け、修了し、当該専門実践教育訓練に

係る資格の取得等をし、かつ当該専門実

践教育を修了した日の翌日から起算して

１年以内に一般被保険者又は高年齢被保

険者として雇用された者に支給される教

育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受

講のために支払った費用の額の 100 分の

60 を乗じて得た額（その額が厚生労働省

令で定める額を超えるときは、その定め

る額。）である。（H28-6D）

279 → ○ （法 60 条の２第４項、則

101 条の２の７第３号、則 101 条の２の

８第３号） 設問のとおりである。なお、

上限額は 144 万円（連続した二支給単位

期間（当該専門実践教育訓練を修了した

日が属する場合であって、支給単位期間

が連続して二ないときは一支給単位期

間）ごとに支給する額は、48 万円）であ

る。
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332

■■ 332 国庫は、求職者給付（高年齢

求職者給付金を除く。）及び雇用継続給付

（高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢

再就職給付金を除く。）に要する費用の一

部を負担するが、その額は、当分の間、

本来の規定による負担額の 100 分の 55

に相当する額とされている。（H20-7B）

332 → ○ （法 66 条１項、法附則 13

条） 設問のとおりである。なお、雇用

保険の国庫負担については、引き続き検

討を行い、できるだけ速やかに、安定し

た財源を確保した上で設問の暫定措置

（国庫負担額の100分の55相当額を負担

する措置）を廃止するものとされている

（法附則 15 条）。

■■ 332 国庫は、求職者給付（高年齢

求職者給付金を除く。）及び雇用継続給付

（高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢

再就職給付金を除く。）に要する費用の一

部を負担するが、その額は、当分の間、

本来の規定による負担額の 100 分の 55

（平成 29 年度から平成 31 年度までの各

年度においては、100 分の 10）に相当す

る額とされている。（H20-7B）

332 → ○ （法 66 条１項、法附則 13

条） 設問のとおりである。なお、雇用

保険の国庫負担については、引き続き検

討を行い、平成 32 年 4月 1日以降できる

だけ速やかに、安定した財源を確保した

上で設問の暫定措置（国庫負担額の 100

分の 55 相当額を負担する措置）を廃止す

るものとされている（法附則 15 条）。

333

■■ 333 国庫は、雇用継続給付（高年

齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付

金を除く。）に要する費用の８分の１の額

に 100 分の 55 を乗じて得た額を負担す

る。（H28-7 ｴ）

333 → ○ （法 66 条１項３号、法附

則 13 条１項） 設問のとおりである。国

庫は、当分の間、求職者給付（高年齢求

職者給付金を除く）、雇用継続給付（高年

齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職

給付金を除く）及び職業訓練受講給付金

並びに広域延長給付を受ける者に係る求

職者給付に要する費用について負担する

こととされた額の100分の55に相当する

額を負担する。

■■ 333 国庫は、雇用継続給付（高年

齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付

金を除く。）に要する費用の８分の１の額

に 100 分の 55（平成 29 年度から平成 31

年度までの各年度においては、100 分の

10）を乗じて得た額を負担する。（H28-7

ｴ）

333 → ○ （法 66 条１項３号、法附

則 13 条１項） 設問のとおりである。国

庫は、当分の間、求職者給付（高年齢求

職者給付金を除く）、雇用継続給付（高年

齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職

給付金を除く）及び職業訓練受講給付金

並びに広域延長給付を受ける者に係る求

職者給付に要する費用について負担する

こととされた額の100分の55に相当する

額を負担する。
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H20

選択

２ 受給資格者（基本手当の支給残日数

が所定給付日数の３分の１未満である者

に限る。）、特例受給資格者又は

Ｄ であって、身体障害者その他の

就職が困難な者として厚生労働省令で定

めるものが、厚生労働省令で定める安定

した職業に就いた場合、所定の要件を満

たせば、 Ｅ を受給することができ

る。

２ 受給資格者（基本手当の支給残日数

が所定給付日数の３分の１未満である者

に限る。）、高年齢受給資格者、特例受給

資格者又は Ｄ であって、身体障害

者その他の就職が困難な者として厚生労

働省令で定めるものが、厚生労働省令で

定める安定した職業に就いた場合、所定

の要件を満たせば、 Ｅ を受給する

ことができる。

H21

選択

被保険者であって、 Ａ に 65 歳に達

した日の前日から引き続いて 65 歳に達

した日以後の日において雇用されている

もの（ Ｂ 及び日雇労働被保険者を

除く。）が失業した場合、原則として、離

職の日以前１年間に被保険者期間が通算

して６か月以上であれば、 Ｃ が支

給される。この場合、支給を受けようと

する者は、離職の日の翌日から起算して

Ｄ を経過する日までに、公共職業

安定所に出頭し、求職の申込みをした上、

失業していることについての認定を受け

なければならない。また、離職後最初に

公共職業安定所に求職の申込みをした日

以後において、失業している日（疾病又

は負傷のため職業に就くことができない

日を含む。）が通算して Ｅ に満た

ない間は、 Ｃ は支給されない。

被保険者であって、 Ａ に 65 歳に達

した日の前日から引き続いて 65 歳に達

した日以後の日において雇用されている

もの（※）（ Ｂ 及び日雇労働被保

険者を除く。）が失業した場合、原則とし

て、離職の日以前１年間に被保険者期間

が通算して６か月以上であれば、

Ｃ が支給される。この場合、支給

を受けようとする者は、離職の日の翌日

から起算して Ｄ を経過する日ま

でに、公共職業安定所に出頭し、求職の

申込みをした上、失業していることにつ

いての認定を受けなければならない。ま

た、離職後最初に公共職業安定所に求職

の申込みをした日以後において、失業し

ている日（疾病又は負傷のため職業に就

くことができない日を含む。）が通算して

Ｅ に満たない間は、 Ｃ は支給

されない。

（※）※までの冒頭の文章は、平成 29

年１月１日より改正されているが、補正

しきれないため当時の問題のまま掲載し

ている。なお、改正後の※までの冒頭の

文章は「65 歳以上の被保険者」となる。
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H26

選択

３ 雇用保険法第56条の３第３項におい

て、就業促進手当の額は、厚生労働省令

で定める安定した職業に就いた者であっ

て、当該職業に就いた日の前日における

基本手当の支給残日数が当該受給資格

に基づく所定給付日数の３分の１以上

であるものについては、基本手当日額に

支給残日数に相当する日数に

Ｃ （その職業に就いた日の前日に

おける基本手当の支給残日数が当該受

給資格に基づく所定給付日数の３分の

２以上であるものにあっては、

Ｄ ）を乗じて得た数を乗じて得た

額（同一の事業主の適用事業にその職業

に就いた日から引き続いて６か月以上雇

用される者であって厚生労働省令で定め

るものにあっては、当該額に、基本手当

日額に支給残日数に相当する日数に

Ｅ を乗じて得た数を乗じて得た額

を限度として厚生労働省令で定める額を

加えて得た額）とされている。

＜解答＞

Ｃ ➡ ⑦ 10分の５（法56条の３第３

項２号）

Ｄ ➡ ⑧ 10分の６（法56条の３第３

項２号）

３ 雇用保険法第56条の３第３項におい

て、就業促進手当の額は、厚生労働省令

で定める安定した職業に就いた者であっ

て、当該職業に就いた日の前日における

基本手当の支給残日数が当該受給資格

に基づく所定給付日数の３分の１以上

であるものについては、基本手当日額に

支給残日数に相当する日数に

Ｃ （その職業に就いた日の前日に

おける基本手当の支給残日数が当該受

給資格に基づく所定給付日数の３分の

２以上であるもの（以下、「早期再就職

者」という。」）にあっては、 Ｄ ）

を乗じて得た数を乗じて得た額（同一の

事業主の適用事業にその職業に就いた日

から引き続いて６か月以上雇用される者

であって厚生労働省令で定めるものにあ

っては、当該額に、基本手当日額に支給

残日数に相当する日数に Ｅ （早期

再就職者にあっては、10分の３）を乗じ

て得た数を乗じて得た額を限度として厚

生労働省令で定める額を加えて得た額）

とされている。

＜解答＞

Ｃ ➡ ⑧ 10分の６（法56条の３第３

項２号）

Ｄ ➡ ⑩ 10分の７（法56条の３第３

項２号）
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＜労働保険徴収法＞

問題 訂正前 訂正後

91

□□ 91 雇用保険率は、労働保険徴収

法第 12 条第４項において原則の料率が

定められているが、毎会計年度において、

雇用保険の財政状況に応じて一定範囲内

において弾力的に変更ができる仕組みが

とられ、平成 27 年度の雇用保険率は、一

般の事業では、1,000 分の 15.5 とされて

いる。（H26-災 10B）

91 → × （法 12 条４項・５項、平

26.１.27 厚労告 14 号） 平成 27 年度に

おける一般の事業の雇用保険率は「1,000

分の 13.５」である。なお、建設の事業

を除く特掲事業については 1,000 分の

15.5、建設の事業については 1,000 分の

16.5 とされている。

□□ 91 雇用保険率は、労働保険徴収

法第 12 条第４項において原則の料率が

定められているが、毎会計年度において、

雇用保険の財政状況に応じて一定範囲内

において弾力的に変更ができる仕組みが

とられ、平成 29 年度の雇用保険率は、一

般の事業では、1,000 分の 15.5 とされて

いる。（H26-災 10B）

91 → × （法 12 条４項・５項、平

29.3.31 厚労告 170 号） 平成 29 年度に

おける一般の事業の雇用保険率は「1,000

分の 9」である。なお、建設の事業を除

く特掲事業については 1,000 分の 11、建

設の事業については1,000分の12とされ

ている。

273 ― ＜13、14ページに掲載（修正箇所は下線）＞
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「過去問③＜社会保険編＞」改正等による訂正箇所

次のように訂正いただけますようお願い致します。

＜健康保険法＞

問題 訂正前 訂正後

433

□□ 433 日雇特例被保険者に係る費

用のうち国庫が一定の割合で補助するこ

ととされているものには、前期高齢者納

付金が含まれている。（H20-5E）

433 → ○ （法 154 条） 設問のとお

りである。日雇特例被保険者に関しても、

給付費に対する国庫補助及び前期高齢者

納付金に係る国庫補助が、一般の被保険

者と同一の補助率で行われている。

□□ 433 日雇特例被保険者に係る費

用のうち国庫が一定の割合で補助するこ

ととされているものには、前期高齢者納

付金が含まれている。（H20-5E）

433 → ※ （法 154 条１項・２項） 出

題当時は正しい問題であったが、改正に

より問題として論点が不明確となった。

法 154 条２項に基づく後期高齢者支援金

及び前期高齢者納付金（のうち前期高齢

者に係る後期高齢者支援金部分）に対す

る国庫補助は、一般被保険者に係るもの

と同様に廃止された。ただし、前期高齢

者納付金のうち、前期高齢者の給付費部

分については、法 154 条１項により従来

通り国庫補助の対象とされている。
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H27

選択

２ 保険料その他健康保険法の規定によ

る徴収金を滞納する者に督促した場合に

保険者等が徴収する延滞金の割合につい

ては、同法附則第９条により当分の間、

特例が設けられている。平成28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0.8％とされたため、平

成28年における特例基準割合は年1.8％

となった。このため、平成28年における

延滞金の割合の特例は、 Ｃ までの

期間については年 Ｄ ％とされ、

Ｃ の翌日以後については年

Ｅ ％とされた。

＜選択肢＞

③ 2.8

⑧ 9.1

＜解答＞

Ｄ ➡③ 2.8（法附則９条、Ｈ26.12.12

年管管発1212第２号）

Ｅ ➡⑧ 9.1（法附則９条、Ｈ26.12.12

年管管発1212第２号）

２ 保険料その他健康保険法の規定によ

る徴収金を滞納する者に督促した場合に

保険者等が徴収する延滞金の割合につい

ては、同法附則第９条により当分の間、

特例が設けられている。平成29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0.7％とされたため、平

成29年における特例基準割合は年1.7％

となった。このため、平成29年における

延滞金の割合の特例は、 Ｃ までの

期間については年 Ｄ ％とされ、

Ｃ の翌日以後については年

Ｅ ％とされた。

＜選択肢＞

③ 2.7

⑧ 9.0

＜解答＞

Ｄ ➡③ 2.7（法附則９条、Ｈ28.12.12

年管管発1212第１号）

Ｅ ➡⑧ 9.0（法附則９条、Ｈ28.12.12

年管管発 1212 第１号）
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＜社会保険一般常識＞

問題 訂正前 訂正後

31

■■ 31 国民健康保険法施行令では、

市町村が徴収する世帯主に対する保険料

の賦課額のうちの基礎賦課額は、16 万円

を超えることはできないことを規定して

いる。（H27-6B）

31 → × （法 76 条、令 29 条の７第

２項 10 号） 「16 万円」ではなく、「－

64 万円」であるため、設問は誤りとなる。

国民健康保険料の賦課限度額は、「基礎賦

課額 54 万円」・「後期高齢者支援金等賦課

額 19 万円」・「介護納付金賦課額 16 万円」

とされている。

■■ 31 国民健康保険法施行令では、

市町村が徴収する世帯主に対する保険料

の賦課額のうちの基礎賦課額は、16 万円

を超えることはできないことを規定して

いる。（H27-6B）

31 → × （法 76 条、令 29 条の７第

２項 10 号） 「16 万円」ではなく、「54

万円」であるため、設問は誤りとなる。

国民健康保険料の賦課限度額は、「基礎賦

課額 54 万円」・「後期高齢者支援金等賦課

額 19 万円」・「介護納付金賦課額 16 万円」

とされている。

158

□□ 158 企業型年金加入者の拠出限

度額について、確定拠出年金以外の企業

年金等がない場合は 55,000 円である。

（H27-8D）

158 → ○ （法 20 条、令 11 条１号）

設問のとおりである。なお、確定拠出年

金以外の企業年金等に加入している者

（企業年金加入者）の拠出限度額は

「27,500 円」である。

□□ 158 企業型年金加入者の拠出限

度額について、確定拠出年金以外の企業

年金等がない場合は 55,000 円である。な

お、個人型年金同時加入可能者について

は考慮しないものとする。（H27-8D）

158 → ○ （法 20 条、令 11 条１号）

設問のとおりである。なお、確定拠出年

金以外の企業年金等に加入している者

（他制度加入者）の拠出限度額は「27,500

円」である（個人型年金同時加入可能者

を除く）。

165

□□ 165 60 歳未満の厚生年金保険の

被保険者（企業型年金加入者その他政令

で定める者を除く。）である個人型年金加

入者の拠出限度額は 25,000 円である。

（H27-8C）

165 → × （法 69 条、令 36 条２号）

設問の場合の拠出限度額は、「25,000 円」

ではなく「23,000 円」である。

□□ 165 60 歳未満の厚生年金保険の

被保険者（企業型年金加入者その他政令

で定める者を除く。）である個人型年金加

入者の拠出限度額は 25,000 円である。な

お、この者は厚生年金第２号被保険者及

び厚生年金第３号被保険者ではないもの

とする。（H27-8C）

165 → × （法 69 条、令 36 条２号）

設問の場合の拠出限度額は、「25,000 円」

ではなく「23,000 円」である。
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「過去問④＜年金編＞」改正等による訂正箇所

次のように訂正いただけますようお願い致します。

＜国民年金法＞

問題 訂正前 訂正後

324

□□ 324 学生納付特例に関する期間

及び若年者納付猶予期間に係る老齢基礎

年金の給付に要する費用に関しては、国

庫はその２分の１を負担する。（H19-7B）

324 → × （法 85 条） 学生納付特

例に関する期間及び若年者納付猶予期間

については、老齢基礎年金の額に反映さ

れないため、国庫負担は行われない。

□□ 324 学生納付特例に関する期間

及び保険料納付猶予期間に係る老齢基礎

年金の給付に要する費用に関しては、国

庫はその２分の１を負担する。（H19-7B）

324 → × （法 85 条） 学生納付特

例に関する期間及び保険料納付猶予期間

については、老齢基礎年金の額に反映さ

れないため、国庫負担は行われない。

339

□□ 339 生活保護法による生活扶助

以外の扶助を受けることとなった任意加

入被保険者は、保険料の免除を申請する

ことができる。（H21-10D）

339 → × （法附則５条 11 項、平６

法附則 11 条 11 項、平 16 法附則 23 条 11

項） 任意加入被保険者及び特例任意加

入被保険者については、保険料免除（法

定免除、申請全額免除、申請一部免除、

学生の保険料納付特例及び 30 歳未満の

保険料納付猶予制度）の規定は適用され

ない。

□□ 339 生活保護法による生活扶助

以外の扶助を受けることとなった任意加

入被保険者は、保険料の免除を申請する

ことができる。（H21-10D）

339 → × （法附則５条 11 項、平６

法附則 11 条 11 項、平 16 法附則 23 条 11

項） 任意加入被保険者及び特例任意加

入被保険者については、保険料免除（法

定免除、申請全額免除、申請一部免除、

学生の保険料納付特例及び保険料納付猶

予制度）の規定は適用されない。
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347

■□ 347 法定免除により保険料の納

付を免除されている第１号被保険者は、

法定免除の事由のいずれにも該当しなく

なったときは、所定の事項を記載した届

書に、国民年金手帳を添えて、14 日以内

に、これを日本年金機構に提出しなけれ

ばならないが、法定免除事由のいずれに

も該当しなくなった日から 14 日以内に

保険料４分の３免除、半額免除又は４分

の１免除の申請をしたときは、当該届書

の提出は不要である。（H21-4D）

347 → ○ （法 89 条、則 76 条） 設

問のとおりである。法定免除事由のいず

れにも該当しなくなった日から 14 日以

内に、保険料の一部免除の申請をしたと

きは、法定免除事由に該当しなくなった

場合の届出を行わなくてもよい。なお、

14 日以内に全額免除、学生納付特例又は

若年者納付猶予の申請をしたときも同様

である。

■□ 347 法定免除により保険料の納

付を免除されている第１号被保険者は、

法定免除の事由のいずれにも該当しなく

なったときは、所定の事項を記載した届

書に、国民年金手帳を添えて、14 日以内

に、これを日本年金機構に提出しなけれ

ばならないが、法定免除事由のいずれに

も該当しなくなった日から 14 日以内に

保険料４分の３免除、半額免除又は４分

の１免除の申請をしたときは、当該届書

の提出は不要である。（H21-4D）

347 → ○ （法 89 条、則 76 条） 設

問のとおりである。法定免除事由のいず

れにも該当しなくなった日から 14 日以

内に、保険料の一部免除の申請をしたと

きは、法定免除事由に該当しなくなった

場合の届出を行わなくてもよい。なお、

14 日以内に全額免除、学生納付特例又は

保険料納付猶予の申請をしたときも同様

である。

360 ―
＜解説の表の中の「30 歳未満納付猶予」

の「30 歳未満」を削除＞

367

■□ 367 平成 17 年４月から平成 37

年３月までの期間に限り、30 歳未満の第

１号被保険者であって、本人及び配偶者

の所得が政令で定める額以下であるとき

は、世帯主の所得に関係なく、保険料の

納付を猶予することとされている。

（H20-3C）

367 → × （平 16 法附則 19 条１項、

２項） 30 歳未満の保険料納付猶予制度

は、平成 17 年４月から平成 37 年「６月」

までの期間について適用される。

■□ 367 平成 17 年４月から平成 37

年３月までの期間に限り、30 歳未満の第

１号被保険者であって、本人及び配偶者

の所得が政令で定める額以下であるとき

は、世帯主の所得に関係なく、保険料の

納付を猶予することとされている。

（H20-3C）

367 → × （平 16 法附則 19 条１項、

２項、平 26 法附則 14 条１項） 30 歳未

満の保険料納付猶予制度は、平成 17 年４

月から平成 37 年「６月」までの期間につ

いて適用される。なお、30 歳以上 50 歳

未満の保険料納付猶予制度については、

平成 28 年７月から平成 37 年６月までの

時限措置とされている。



著作権者（株）キャリアテラス

20

447

解説

E

Ｅ：× （法 116 条１項、法附則５条１

項、12 項） 60 歳以降、国民年金基金の

加入員となることができるのは、「日本国

内に住所を有する 60 歳以上 65 歳未満の

任意加入被保険者」であるが、設問の者

は、現在 59 歳であり、60 歳到達まで引

き続き第１号被保険者として地域型国民

年金基金に加入した場合には 60 歳時点

で保険料納付済期間が 480 月となるた

め、60 歳以降、任意加入被保険者となる

ことはできない。したがって、「希望すれ

ば 60 歳以降も、最長で 65 歳まで、引き

続き当該国民年金基金に加入することが

できる」とした記述は誤りとなる。

Ｅ：× （法 116 条１項、法附則５条１

項、12 項） 設問の者は、現在 59 歳で

あり、60 歳到達まで引き続き第１号被保

険者として地域型国民年金基金に加入し

た場合には 60 歳時点で保険料納付済期

間が 480 月となるため、60 歳以降、任意

加入被保険者となることはできない。し

たがって、「希望すれば 60 歳以降も、最

長で 65 歳まで、引き続き当該国民年金基

金に加入することができる」とした記述

は誤りとなる。

H19

選択

１ 国民年金の保険料は、法律で定めら

れた平成16年度価格の保険料の額（平成

28年度に属する月の月分は Ａ 円）

に、その年度の保険料改定率を乗じて得

た額とされている。

保険料改定率は、平成17年度について

は１とされ、平成18年度以後については、

それぞれの年度の前年度の保険料改定率

×当該年度の初日の属する年の

Ｂ 年前の物価変動率×当該年度の

初日の属する年の４年前の年度の実質賃

金変動率（３年前から５年前のものの３

年平均）とされている。平成28年度の保

険料改定率は Ｃ である。

＜選択肢＞

⑳ 16,660

＜解答＞

Ａ ➡ ⑳ 16,660（法87条３項） 

１ 国民年金の保険料は、法律で定めら

れた平成16年度価格の保険料の額（平成

29年度に属する月の月分は Ａ 円）

に、その年度の保険料改定率を乗じて得

た額とされている。

保険料改定率は、平成17年度について

は１とされ、平成18年度以後については、

それぞれの年度の前年度の保険料改定率

×当該年度の初日の属する年の

Ｂ 年前の物価変動率×当該年度の

初日の属する年の４年前の年度の実質賃

金変動率（３年前から５年前のものの３

年平均）とされている。平成29年度の保

険料改定率は Ｃ である。

＜選択肢＞

⑳ 16,900

＜解答＞

Ａ ➡ ⑳ 16,900（法87条３項） 
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H21

選択

１ 保険料納付済期間又は保険料免除期

間（いわゆる「学生納付特例」又は「若

年者納付猶予」の期間を除く。）を有する

者であって、 Ａ であるもの

（ Ｂ でないものに限るものとし、

法附則第９条の２の２第１項に規定する

老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求

をすることができるものを除く。）は、当

分の間、 Ｃ に達する前に、厚生労

働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請

求をすることができる。ただし、当該請

求があった日の前日において、当該請求

に係る者の保険料納付済期間と保険料免

除期間とを合算した期間が25年に満たな

いときは、この限りでない。

１ 保険料納付済期間又は保険料免除期

間（いわゆる「学生納付特例」又は「保

険料納付猶予」の期間を除く。）を有する

者であって、 Ａ であるもの

（ Ｂ でないものに限るものとし、

法附則第９条の２の２第１項に規定する

老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求

をすることができるものを除く。）は、当

分の間、 Ｃ に達する前に、厚生労

働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請

求をすることができる。ただし、当該請

求があった日の前日において、当該請求

に係る者の保険料納付済期間と保険料免

除期間とを合算した期間が25年に満たな

いときは、この限りでない。

H24

選択

平成17年度以降の実際の保険料の額は、

それぞれの年度ごとに定められた額（平

成16年度価格）に Ｄ を乗じて得た

額を10円未満で四捨五入した額とされ、

平成28年度は月額 Ｅ 円である。

＜選択肢＞

⑪ 16,260

＜解答＞

Ｅ ➡ ⑪ 16,260（国民年金法による

改定率の改定等に関する政令２条）

平成17年度以降の実際の保険料の額は、

それぞれの年度ごとに定められた額（平

成16年度価格）に Ｄ を乗じて得た

額を10円未満で四捨五入した額とされ、

平成29年度は月額 Ｅ 円である。

＜選択肢＞

⑪ 16,490

＜解答＞

Ｅ ➡ ⑪ 16,490（国民年金法による

改定率の改定等に関する政令２条）
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＜厚生年金保険法＞

問題 訂正前 訂正後

169

■■ 169 昭和９年４月２日から昭和

15 年４月１日までに生まれた者に支給

する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年

金額については、224,700 円に改定率を

乗じて得た額に端数処理をして得た額に

170,700 円に改定率を乗じて得た額に端

数処理をして得た額である 165,200 円を

加算した額とする。（H21-6E）

169 → × （昭 60 法附則 60 条２項）

昭和９年４月２日から昭和 15 年４月１

日までに生まれた者に支給する老齢厚生

年金の配偶者に係る加給年金額について

は、224,700 円に改定率を乗じて得た額

に端数処理をして得た額に、「33,200 円」

に改定率を乗じて得た額に端数処理をし

て得た額である「33,200 円」（平成 28 年

度価額）を加算した額とされる。

■■ 169 昭和９年４月２日から昭和

15 年４月１日までに生まれた者に支給

する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年

金額については、224,700 円に改定率を

乗じて得た額に端数処理をして得た額に

170,700 円に改定率を乗じて得た額に端

数処理をして得た額である 165,200 円を

加算した額とする。（H21-6E）

169 → × （昭 60 法附則 60 条２項）

昭和９年４月２日から昭和 15 年４月１

日までに生まれた者に支給する老齢厚生

年金の配偶者に係る加給年金額について

は、224,700 円に改定率を乗じて得た額

に端数処理をして得た額に、「33,200 円」

に改定率を乗じて得た額に端数処理をし

て得た額である「33,100 円」（平成 29 年

度価額）を加算した額とされる。

220

□□ 220 60 歳台後半の老齢厚生年金

の受給権者が被保険者である間、老齢厚

生年金については、総報酬月額相当額と

老齢厚生年金の基本月額の合計額から

47 万円を控除した額の２分の１に相当

する額に相当する部分が支給停止され

る。（H22-2B）

220 → ○ （法 46 条１項） 設問の

とおりである。65 歳以後の在職老齢年金

については、総報酬月額相当額と老齢厚

生年金の基本月額の合計額から支給停止

調整額を控除した額の２分の１に相当す

る額に相当する部分が支給停止される

が、支給停止調整額は、平成 28 年度にお

いては、47 万円とされている。

□□ 220 60 歳台後半の老齢厚生年金

の受給権者が被保険者である間、老齢厚

生年金については、総報酬月額相当額と

老齢厚生年金の基本月額の合計額から

46 万円を控除した額の２分の１に相当

する額に相当する部分が支給停止され

る。（H22-2B）

220 → ○ （法 46 条１項） 設問の

とおりである。65 歳以後の在職老齢年金

については、総報酬月額相当額と老齢厚

生年金の基本月額の合計額から支給停止

調整額を控除した額の２分の１に相当す

る額に相当する部分が支給停止される

が、支給停止調整額は、平成 29 年度にお

いては、46 万円とされている。
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221

□□ 221 60 歳台後半の老齢厚生年金

の受給権者が被保険者である間、老齢厚

生年金については、総報酬月額相当額と

老齢厚生年金の基本月額の合計額から

47 万円を控除した額の２分の１に相当

する額に相当する部分が、老齢厚生年金

の額以上であるときは、老齢厚生年金の

全部（繰下げ加算額を除く。）が支給停止

される。（H22-2C）

221 → ○ （法 46 条１項ただし書）

設問のとおりである。なお、設問の場合

であっても、経過的加算及び繰下げ加算

額については支給停止されない。

□□ 221 60 歳台後半の老齢厚生年金

の受給権者が被保険者である間、老齢厚

生年金については、総報酬月額相当額と

老齢厚生年金の基本月額の合計額から

46 万円を控除した額の２分の１に相当

する額に相当する部分が、老齢厚生年金

の額以上であるときは、老齢厚生年金の

全部（繰下げ加算額を除く。）が支給停止

される。（H22-2C）

221 → ○ （法 46 条１項ただし書）

設問のとおりである。なお、設問の場合

であっても、経過的加算及び繰下げ加算

額については支給停止されない。

222

□□ 222 昭和 12 年４月２日以後に生

まれた 70 歳以上の老齢厚生年金（基本月

額 150,000 円）の受給権者が適用事業所

に使用され、その者の標準報酬月額に相

当する額が 360,000 円であり、その月以

前１年間に賞与は支給されていない場

合、支給停止される月額は 25,000 円とな

る。（H27-9B）

222 → × （法 46 条１項、平 16 法附

則 43 条１項） 設問の場合、在職老齢年

金の仕組みにより、支給停止される年金

月額は、「20,000 円」となる。

・支給停止基準額（月額）：（360,000 円

＋150,000 円－470,000 円）×1/2＝

20,000 円

なお、出題当時は、昭和 12 年４月１日

以前生まれの者については、在職老齢年

金の仕組みによる支給停止を行わないこ

ととされていたが、平成 27 年 10 月施行

の改正により、当該者についても支給停

止の対象とすることとされた。

□□ 222 昭和 12 年４月２日以後に生

まれた 70 歳以上の老齢厚生年金（基本月

額 150,000 円）の受給権者が適用事業所

に使用され、その者の標準報酬月額に相

当する額が 360,000 円であり、その月以

前１年間に賞与は支給されていない場

合、支給停止される月額は 25,000 円とな

る。（H27-9B）

222 → 〇 （法 46 条１項、平 16 法附

則 43 条１項） 設問のとおりである。

・支給停止基準額（月額）：（360,000 円

＋150,000 円－460,000 円）×1/2＝

25,000 円

なお、出題当時は、昭和 12 年４月１日

以前生まれの者については、在職老齢年

金の仕組みによる支給停止を行わないこ

ととされていたが、平成 27 年 10 月施行

の改正により、当該者についても支給停

止の対象とすることとされた。
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223

■□ 223 60 歳台後半の老齢厚生年金

の受給権者が被保険者である間の総報酬

月額相当額が 300,000 円であって、老齢

厚生年金の額（加給年金額及び繰下げに

よる加算額を除く。）と老齢基礎年金の額

との合計額を 12 で除して得た額が

220,000 円の場合、総報酬月額相当額と

220,000 円との合計額が、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。（H25-8E）

223 → × （法 46 条１項） 在職老

齢年金の計算対象となる基本月額は、老

齢厚生年金（加給年金額、「経過的加算額」

及び繰下げによる加算額を除く）を 12

で除して得た額であるため、「老齢基礎年

金」は含まれない。

■□ 223 60 歳台後半の老齢厚生年金

の受給権者が被保険者である間の総報酬

月額相当額が 300,000 円であって、老齢

厚生年金の額（加給年金額及び繰下げに

よる加算額を除く。）と老齢基礎年金の額

との合計額を 12 で除して得た額が

220,000 円の場合、総報酬月額相当額と

220,000 円との合計額が、支給停止調整

額（460,000 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

30,000 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。（H25-8E）

223 → × （法 46 条１項） 在職老

齢年金の計算対象となる基本月額は、老

齢厚生年金（加給年金額、「経過的加算額」

及び繰下げによる加算額を除く）を 12

で除して得た額であるため、「老齢基礎年

金」は含まれない。

227

□□ 227 在職老齢年金の支給停止調

整額は、法律上、賃金等の変動に応じて

改定する仕組みとなっている。平成 23

年度の在職老齢年金の支給停止調整額に

ついては、47 万円から 46 万円に改定さ

れた。（H23-2D）

227 → ○ （法 46 条３項） 設問の

とおりである。在職老齢年金の支給停止

調整額は、平成 23 年度に 46 万円に改定

された。なお、平成 28 年度は 47 万円で

ある。

□□ 227 在職老齢年金の支給停止調

整額は、法律上、賃金等の変動に応じて

改定する仕組みとなっている。平成 23

年度の在職老齢年金の支給停止調整額に

ついては、47 万円から 46 万円に改定さ

れた。（H23-2D）

227 → ○ （法 46 条３項） 設問の

とおりである。在職老齢年金の支給停止

調整額は、平成 23 年度に 46 万円に改定

された。なお、平成 29 年度は 46 万円で

ある。
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229

□□ 229 60歳台前半の老齢厚生年金

の受給権者が被保険者である場合、その

者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の

基本月額との合計額が28万円以下のとき

は、年金の支給停止は行われない。

（H20-10E）

229 → ○ （法附則11条、平６法附則

21条） 設問のとおりである。総報酬月

額相当額と基本月額の合計額が支給停止

調整開始額（平成27年度価額28万円）以

下のときは、60歳台前半の老齢厚生年金

の支給停止は行われない。

□□ 229 60歳台前半の老齢厚生年金

の受給権者が被保険者である場合、その

者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の

基本月額との合計額が28万円以下のとき

は、年金の支給停止は行われない。

（H20-10E）

229 → ○ （法附則11条、平６法附則

21条） 設問のとおりである。総報酬月

額相当額と基本月額の合計額が支給停止

調整開始額（平成29年度価額28万円）以

下のときは、60歳台前半の老齢厚生年金

の支給停止は行われない。

以上


