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ユーキャンの社労士 速習レッスン 

法改正に伴う変更のお知らせ 

 

 

この度は、弊社書籍をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 

本書の記載内容について、法改正に伴い、以下のような変更がございますので、お知らせいたします。 

なお、発行年月日により対象となる変更箇所が異なる場合がございますので、お手元の書籍の奥付で発行年月日

をご確認のうえ、変更していただきますようお願いいたします。 

 

●お知らせ 

１．下記は、本書の記載内容について、令和２年９月１日より後に公布された法令等であって、令和３年度試験の対象となるもの

（令和３年４月 16日現在施行のもの）についての変更箇所です。 

２．条文番号の変更については、原則として、記載を省略しています。 

 

 

■「第 16版 第１刷（2020年 10月 16日）」をお持ちの方 

★【第Ⅰ部】労働科目―第１章 労働基準法 

頁 該当箇所 改正前 改正後 公開日 

P107 

３．就業規則の作成の

手続き 

基本理解（２）２行目 

～代表する者の署名又は記名押印が必要です。 ～代表する者の記名が必要です。 4/30 

欄外（※11） 

３行目～４行目 
～しない場合や署名等をしない場合～ ～しない場合や記名をしない場合～ 4/30 

 

 

★【第Ⅰ部】労働科目―第２章 労働安全衛生法 

特に変更箇所はありません。 

 

  



★【第Ⅰ部】労働科目―第３章 労働者災害補償保険法（No.1） 

頁 該当箇所 改正前 改正後 公開日 

P217 

欄外（※８）表 

35～39 歳／最低限度

額の欄 

6,857円 6,854円 

4/30 

35～39 歳／最高限度

額の欄 
19,404円 19,407円 

50～54 歳／最高限度

額の欄 
25,305円 25,308円 

55～59 歳／最低限度

額の欄 
6,586円 6,583円 

P226 

欄外（※３） 

９行目～10行目 

～したときは、休業（補償）等給付が支給され

る。 

～したときは、給付基礎日額から有給休暇の賃

金額を控除した額の60％が休業（補償）等給付

として支給される。 4/30 

図下 ⇒休業（補償）等給付を支給。 
⇒「（給付基礎日額－有給休暇の賃金額）×100

分の60」を休業（補償）等給付として支給。 

P251 

（１）支給額の原則 

５行目・６行目 

ただし、常時介護の場合は 166,950円、随時介

護の場合は 83,480円が上限となります。 

ただし、常時介護の場合は 171,650円、随時介

護の場合は 85,780円が上限となります。 
4/30 

（２）親族等による介

護を受けた日がある

月の場合 

３行目 

～。最低保障額は、常時介護の場合は 72,990

円、～ 

～。最低保障額は、常時介護の場合は 73,090

円、～ 
4/30 

P254 
【穴うめチェック】 

問題２ 

～、（Ｂ）の場合は166,950円、（Ｃ）の場合

は83,480円である。 

～、（Ｂ）の場合は171,650円、（Ｃ）の場合

は85,780円である。 
4/30 

P260 
欄外（※３） 

２行目～３行目 

傷病（補償）等年金又は障害（補償）等年金の

受給権者で、～ 

傷病（補償）等年金、障害（補償）等年金又は

遺族（補償）等年金の受給権者で、～ 
4/30 

P263 
基本理解 

（１） 

求償は、災害発生後３年以内に支給事由が生じ

た保険給付であって、災害発生後３年以内に支

給したものについて～ 

求償は、災害発生後５年以内に支給事由が生じ

た保険給付であって、災害発生後５年以内に支

給したものについて～ 

7/2 

P266 

②被災労働者等援護

事業 

表内３行目 

～、長期家族介護者援護金、労災療養援護金の

支給 
～、長期家族介護者援護金の支給 4/30 

P280 

（２）一人親方等と特

定作業従事者の範囲 

上の囲み 

⑦の下に 労災:別紙１ の内容を追加してください。 4/30 

（２）一人親方等と特

定作業従事者の範囲

下の囲み 

⑤の下に 労災:別紙２ の内容を追加してください。 4/30 

 

労災:別紙１（P280） 

⑧柔道整復師法２条に規定する柔道整復師が行う事業 

⑨高年齢者雇用安定法に規定する創業支援等措置に基づき、委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事

業又は社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業であって、厚生労働省労働基準局長が定

めるもの 

労災:別紙２（P280） 

⑥放送番組（広告放送を含む。）、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは

企画の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの（芸能従事者） 

⑦アニメーションの制作の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの（アニメーション制作従事者） 



 

★【第Ⅰ部】労働科目―第４章 雇用保険法 

頁 該当箇所 改正前 改正後 公開日 

P314 

（２）表 

上限額／30 歳未満の

欄 

13,700円 13,690円 4/30 

P359 
（２）① 

１行目 
～支給限度額（365,114円（※６））～ ～支給限度額（365,055円（※６））～ 4/30 

 

 

★【第Ⅰ部】労働科目―第５章 労働保険徴収法 

頁 該当箇所 改正前 改正後 公開日 

P400 
（３）雇用保険率 

①タイトル 
①令和２年度の雇用保険率 ① 令和３年度の雇用保険率 4/30 

P428 

２．（１）③ 

１行目・３行目・４行

目 

～、各年の特例基準割合（※５）が～ 

・「年14.6％」の部分→特例基準割合＋7.3％ 

・「年7.3％」の部分→特例基準割合＋１％（上

限7.3％） 

～、各年の延滞税特例基準割合（※５）が～ 

・「年14.6％」の部分→延滞税特例基準割合＋

7.3％ 

・「年7.3％」の部分→延滞税特例基準割合＋

１％（上限7.3％） 

4/30 

欄外（※５） 

２行目・４行目・５行

目 

～に規定する特例基準割合のことである。令和

２年度の特例基準割合は、1.6％である。 

～に規定する延滞税特例基準割合のことであ

る。令和３年度の延滞税例基準割合は、1.5％

である。 

4/30 

 

 

  



★【第Ⅱ部】社会保険科目―第６章 健康保険法 

頁 該当箇所 改正前 改正後 公開日 

P66 欄外（※３） （削除） 4/30 

P78 欄外（※４） 内容を 健保:別紙１ に変更してください。 4/30 

P100 
欄外（※３） 

下から１行目 
～1,000分の 17.9である。 ～1,000分の 18.0である。 4/30 

 

健保:別紙１（P78） 

（※４）保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定を受けている者等を除き、被保険者による申請を要さず、被保険者の

高額療養費算定基準額について、限度額適用認定を行わなければならない。限度額適用認定が行われた被保険者が、電子資

格確認により被保険者資格の確認を受ける場合であって高額療養費の支給対象となるときは、当該認定を受けていることの

確認を受けて、限度額適用認定証を提出することなく、高額療養費の現物給付が行われる。 

 

 

★【第Ⅱ部】社会保険科目―第７章 国民年金法（No.1） 

頁 該当箇所 改正前 改正後 公開日 

P153 欄外（※６） 令和２年度の改定率は、1.001である。 令和３年度の改定率は、1.000である。 4/30 

P155 

欄外（※７） 

５行目 
～。令和２年度の調整率に係る～ ～。令和３年度の調整率に係る～ 4/30 

欄外（※11） 
令和２年度の特別調整率は、１となった（キャ

リーオーバーなし）。 

令和３年度の特別調整率は、0.999 となった

（キャリーオーバーは、マイナス 0.1％）。 
4/30 

P161 

１．満額の年金額 

枠内 
（令和２年度価額：781,700円） （令和３年度価額：780,900円） 4/30 

欄外（※３） 令和２年度の改定率は 1.001である。 令和３年度の改定率は 1.000である。 4/30 

P179 
１.障害基礎年金の額 

表内 障害等級２級 
（令和２年度価額：781,700円） （令和３年度価額：780,900円） 4/30 

P180 

(2)加算額 

表内 第１子・第２子 
（令和２年度価額：224,900円） （令和３年度価額：224,700円） 

4/30 

表内 第３子以降 （令和２年度価額：75,000円） （令和３年度価額：74,900円） 

P189 
１．遺族基礎年金の基

本的な額 枠内 
（令和２年度価額：781,700円） （令和３年度価額：780,900円） 4/30 

P190 

子についての加算額 

表内 第１子・第２子 
（令和２年度価額：224,900円） （令和３年度価額：224,700円） 

4/30 

表内 第３子以降 （令和２年度価額：75,000円） （令和３年度価額：74,900円） 

P191 

子についての加算額 

表内 第２子 
（令和２年度価額：224,900円） （令和３年度価額：224,700円） 

4/30 

表内 第３子以降 （令和２年度価額：75,000円） （令和３年度価額：74,900円） 

●遺族基礎年金の支

給額計算の例 

タイトル 

（令和２年度価額） （令和３年度価額） 4/30 

 

  



【第Ⅱ部】社会保険科目―第７章 国民年金法（No.2） 

頁 該当箇所 改正前 改正後 公開日 

 

【例①】 

配偶者 781,700円 配偶者 780,900円 

4/30 

子Ａ （第１子） 224,900円 子Ａ （第１子） 224,700円 

子Ｂ （第２子） 224,900円 子Ｂ （第２子） 224,700円 

子Ｃ （第３子）  75,000円 子Ｃ （第３子）  74,900円 

支給額＝1,306,500円 支給額＝1,305,200円 

【例②】 

子Ａ （第１子） 781,700円 子Ａ （第１子） 780,900円 

4/30 

子Ｂ （第２子） 224,900円 子Ｂ （第２子） 224,700円 

子Ｃ （第３子）  75,000円 子Ｃ （第３子）  74,900円 

支給総額＝1,081,600円 支給総額＝1,080,500円 

子１人の支給額≒360,533円 子１人の支給額≒360,167円 

【例③】 

子Ｂ （第１子） 781,700円 子Ｂ （第１子） 780,900円 

4/30 
子Ｃ （第２子） 224,900円 子Ｃ （第２子） 224,700円 

支給総額＝1,006,600円 支給総額＝1,005,600円 

子１人の支給額＝503,300円 子１人の支給額＝502,800円 

P202 欄外（※２） 

「政令で定める数」は、本書編集時点では定め

られていないが、保険料納付済期間等の月数が

60 ヵ月（５年）以上であるときに、この数が

最も大きくなり、脱退一時金の額が最高額とな

る見込みである。 

「政令で定める数」は、保険料納付済期間等の

月数が 60ヵ月（５年）以上であるときに、最

も大きい 60となり、脱退一時金の額が最高額

となる。 

4/30 

P214 

（２）申請全額免除の

該当事由 ① ４行目 
35万円×（扶養親族等の数＋１）＋22万円 35万円×（扶養親族等の数＋１）＋32万円 

4/30 

【例】 
扶養親族等なし⇒57 万円、扶養親族等が１人

⇒92万円 

扶養親族等なし⇒67 万円、扶養親族等が１人

⇒102万円 

（２）申請全額免除の

該当事由 

③ ２行目 

～前年の所得が 125万円以下であるとき ～前年の所得が 135万円以下であるとき 4/30 

欄外（※４） 

「政令で定める者」は、本書編集時点では定め

られていないが、未婚のひとり親等が定められ

る見込みである。 

「政令で定める者」は、未婚のひとり親である。 4/30 

P215 

（２）４分の３免除、

半額免除及び４分の

１免除の該当事由 

① 

ア ４分の３免除の場合 

  ……78万円＋（38万円×扶養親族等の数） 

イ 半額免除の場合 

  ……118万円＋（38万円×扶養親族等の数） 

ウ ４分の１免除の場合 

  ……158万円＋（38万円×扶養親族等の数） 

ア ４分の３免除の場合 

  ……88万円＋（38万円×扶養親族等の数） 

イ 半額免除の場合 

  ……128万円＋（38万円×扶養親族等の数） 

ウ ４分の１免除の場合 

  ……168万円＋（38万円×扶養親族等の数） 

4/30 

●全額免除と保険料

一部免除の所得基準

（扶養親族等なし） 

図内 所得基準額 

57万円 67万円 

4/30 
78万円 88万円 

118万円 128万円 

158万円 168万円 

欄外（※９） 

４行目～５行目 

～。たとえば、所得が 78万円超 118万円以下

の場合は、～ 

～。たとえば、所得が 88万円超 128万円以下

の場合は、～ 
4/30 

P216 
（２）学生納付特例の

該当事由 ① ４行目 
118万円＋（38万円×扶養親族等の数） 1２8万円＋（38万円×扶養親族等の数） 4/30 

P217 
（２）納付猶予の該当

事由 ① ４行目 
35万円×（扶養親族等の数＋１）＋22万円 35万円×（扶養親族等の数＋１）＋32万円 4/30 



★【第Ⅱ部】社会保険科目―第８章 厚生年金保険法 

頁 該当箇所 改正前 改正後 公開日 

P277 欄外（※７） 令和２年度の改定率は 1.001である。 令和３年度の改定率は 1.000である。 4/30 

P278 
欄外（※３） 

下から２行目 
令和２年度は 0.999。 令和３年度は 0.999。 4/30 

P292 

表 上 

加給年金額 

加給年金額（令和２年度価額） 

 224,700円×改定率 （224,900円） 

 224,700円×改定率 （224,900円） 

 74,900円×改定率  （75,000円） 
 

加給年金額（令和３年度価額） 

 224,700円×改定率 （224,700円） 

 224,700円×改定率 （224,700円） 

 74,900円×改定率 （74,900円） 
 

4/30 

表 下 

特別加算額 

特別加算額（令和２年度価額） 

 33,200 円×改定率 （33,200円） 

 66,300円×改定率 （66,400円） 

 99,500円×改定率 （99,600円） 

 132,600円×改定率 （132,700円） 

 165,800 円×改定率 （166,000円） 
 

特別加算額（令和３年度価額） 

 33,200 円×改定率 （33,200円） 

 66,300円×改定率 （66,300円） 

 99,500円×改定率 （99,500円） 

 132,600円×改定率 （132,600円） 

 165,800 円×改定率 （165,800円） 
 

4/30 

P294 

③ タイトル （令和２年度は 28万円） （令和３年度は 28万円） 4/30 

④ タイトル （令和２年度は 47万円） （令和３年度は 47万円） 4/30 

欄外（※６） 

５行目 
～、令和２年度は 47万円とされた。～ ～、令和３年度は 47万円とされた。～ 4/30 

P295 ⑤ タイトル （令和２年度は 47万円） （令和３年度は 47万円） 4/30 

P306 
（２）最低保障額 

枠下 ２行目 
※令和２年度価額：586,300円 ※令和３年度価額：585,700円 4/30 

P307 
表 

加給年金額 

加給年金額（令和２年度価額） 

224,700円×改定率 （224,900円） 
 

加給年金額（令和３年度価額） 

224,700円×改定率 （224,700円） 
 

4/30 

P311 
（３）障害手当金の額 

下から２行目 
～（令和２年度価額：1,172,600円）～ ～（令和３年度価額：1,171,400円）～ 4/30 

P319 

（２）中高齢寡婦加算

額 

枠下 ２行目 

※令和２年度価額：586,300円 ※令和３年度価額：585,700円 4/30 

P325 欄外（※５） 

「政令で定める数」は、本書編集時点では定め

られていないが、被保険者であった期間が 60

ヵ月（５年）以上であるときに、この数が最も

大きくなり、支給率が最大となる見込みであ

る。 

「政令で定める数」は、被保険者であった期間

が 60ヵ月（５年）以上であるときに、最も大

きい 60となり、支給率が最大となる。 

4/30 

P349 
４．その他の雑則 

表 下 中欄 
事業主に対し 適用事業所等の事業主に対し 4/30 

 

  



★【第Ⅲ部】一般常識科目―第９章 労務管理その他の労働に関する一般常識 

頁 該当箇所 改正前 改正後 公開日 

P21 

３.中途採用に関する

情報の公表 

２行目 

～通常の労働者の数に占める～ 
～通常の労働者及びこれに準ずる者として厚

生労働省令で定める者の数に占める～ 
4/30 

P25 

欄外（※５） 

５行目 

～、へき地等における医師の業務である場合等

は、～ 

～、へき地等における医師、看護師等の業務で

ある場合等は、～ 
4/30 

（２）日雇派遣の禁止 

５行目 
～、研究開発等の業務）や②～ 

～、研究開発、福祉及び介護施設等において看

護師が行う療養上の世話又は診療の補助等の

業務）や②～ 

4/30 

P36 

３.障害者の雇用義務

等 

表 上 

雇用義務者 障害者雇用率 

一般事業主 100分の 2.2 

国・地方公共団体 100分の 2.5 

特殊法人等 100分の 2.5 

都道府県教育委員会等 100分の 2.4 
 

雇用義務者 障害者雇用率 

一般事業主 100分の 2.3 

国・地方公共団体 100分の 2.6 

特殊法人等 100分の 2.6 

都道府県教育委員会等 100分の 2.5 
 

4/30 

表 上右 吹き出し 

２行目～３行目 

一般事業主の場合、常時45.5人以上（≒１人

÷2.2％）の労働者を～ 

一般事業主の場合、常時43.5人以上（≒１人

÷2.3％）の労働者を～ 

欄外（※５） 

５行目～７行目 
～（200人＋300人×0.5）×2.2％＝７人～ ～（200人＋300人×0.5）×2.3％＝８人～ 4/30 

P37 

６.報告等 表 

雇用に関する状況の

報告／右欄 １行目 

雇用労働者数が常時45.5人以上の～ 雇用労働者数が常時43.5人以上の～ 

4/30 

障害者雇用推進者／

右欄 １行目 
雇用労働者数が常時45.5人以上の～ 雇用労働者数が常時43.5人以上の～ 

欄外（※10） 

３行目 
～、雇用労働者数が常時40人以上～ ～、雇用労働者数が常時38.5人以上～ 4/30 

 

  



★【第Ⅲ部】一般常識科目―第 10章 社会保険に関する一般常識 

頁 該当箇所 改正前 改正後 公開日 

P97 
欄外（※７） 

１行目 
令和２年度の～ 令和３年度の～  4/30 

P103 
欄外（※８） 

２行目 
～（令和２年度価額）～ ～（令和３年度価額）～ 4/30 

P130 

欄外（※１） 

【個人型年金】③ 

１行目～２行目 

③通算拠出期間が政令で定める期間内～ ② 通算拠出期間が１ヵ月以上５年以下～ 4/30 

P133 
表内 １号業務 

④ ２行目 
～障害者雇用促進法、男女雇用機会均等法、～ 

～障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男

女雇用機会均等法、～ 
4/30 

P147 

４．特定障害者給付金

法 

下から２行目 

令和２年度の特別障害給付金の月額は、～ 令和３年度の特別障害給付金の月額は、～ 4/30 

P148 

●給付額の例 

タイトル 右 
※～を 10,856円として計算 ※～を 10,845円として計算 

4/30 
表 給付額（月額） 

下から２行目の欄 
3,773円＋2,714円＝6,487円 3,773円＋2,711円＝6,484円 

表 給付額（月額） 

下から１行目の欄 
2,515円＋5,428円＝7,943円 2,515円＋5,423円＝7,938円 

欄外（※５） 

下から２行目 
～。令和２年度の～ ～。令和３年度の～  4/30 

欄外（※６） 

３行目・４行目 

下から２行目 

～は、10,856円である（令和２年度の額）。た

だし、～により、5,428円となる。 

～は、10,845円である（令和３年度の額）。た

だし、～により、5,422円となる。 
4/30 

欄外（※７） 

１行目 
令和２年度の～ 令和３年度の～  4/30 

 

 


