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労働・社会保険に関する法律、人事労務管理の専門家である、社会保険労務士。
そんな社会保険労務士試験の合格を目指す方にとって、「とにかく分かりやすい」テキ
ストを作りたい。そんな思いから「読めばわかる！社労士テキスト」を発刊いたしました。
本書は、とにかく「わかる！」を目指して、一つ一つの項目について簡潔にまとめなが

ら、流れを追って理解できる構成です。フルカラーでスラスラ読めるだけでなく、情報を
整理して必要な図解や具体例を豊富に掲載しています。
特に本文をコンパクトにまとめた「わかる！メモ」は、文章だけでは分かりづらい法律

も、一目で分かる講義板書です。本文から流れを追って読み進めれば「わかる！」という
実感を持ちながら、納得して学習を進めることができます。
また、社会保険労務士試験は範囲が膨大で「何から学習をしていいか分からない」と感

じられるかもしれませんが、合格への近道は、基本項目をきちんとマスターすること、合
格に必要な情報を選び抜いて学習することです。
本書は、資格の大原 社会保険労務士講座の講師陣が培ってきたノウハウを駆使して、
厳選・監修を行いました。読めばわかるだけでなく、合格に必要な知識を効率良く、一か
らしっかり身に付けられます。
2022年度版の発刊にあたり、本試験や出題傾向を改めて徹底分析し、合格のために必要

な情報をより充実させ、整理して掲載しました。本書は優先順位をつけて学習効率を高め
るため、本試験の出題実績に応じ「基本」「発展」とし、また、条文・図解をより理解して
いただけるように「読めばわかる！」で丁寧に説明をしています。
はじめて学習される方にオススメの一冊です。
また、「合格のミカタシリーズ」として、アウトプット教材「解けばわかる！社労士問題
集」、「解いて覚える！社労士選択式トレーニング問題集」も発刊しています。合格のミカ
タシリーズは、合格を本気で目指す受験生の皆様の効率的な学習をサポートするため、資
格の大原 社会保険労務士講座講師陣が自信を持っておすすめする書籍シリーズです。
本書をご活用頂き、皆様の努力が実を結び合格を勝ち取られることを心よりお祈り致します。

2021年８月吉日

資格の大原　社会保険労務士講座　講師一同

はじめに

本書は、令和３年４月16日現在において公布され、令和４年度の社会保険労務士試験の実施につ
いての公示（毎年４月中旬）が行われるまでに施行されるものに基づいて作成しています。なお、
令和３年４月17日以降に公布された法改正等に伴う修正については、下記ホームページにて順次
公開いたします。
※法令については、「平成」を用いて改元日以降の年を表示していても、有効であり、原則、改元のみを理由
とする改正は行わないものとされているため、本書においても平成のままで記載しているものがあります。

資格の大原書籍販売サイト「大原ブックストア」
https://www.o-harabook.jp/

Ⅰ



本書の紹介
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第１章 ● 労働基準法

⑵　賃金は、毎月１回以上、一定の期日を定めて支払わなければ
ならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに
準ずるもので厚生労働省令で定める賃金（臨時の賃金等）につい
ては、この限りでない。

賃金支払の五原則
五原則 原　則 例　　　外

通貨払の原則 通貨であること ・労働協約→現物払可
・労働者の同意→賃金の口座振込可

直接払の原則 直接労働者に支
払うこと ・使者（妻など）に支払可

全額払の原則 全額支払うこと ・所得税や社会保険料の控除可
・労使協定の締結による控除可

毎月１回以上
払の原則

最低でも毎月１
回支払うこと ・臨時に支払われる賃金、賞与

・１か月を超える期間の出勤成績に
よって支払われる精勤手当など一定期日払の

原則
支払期日が一定
であること

９ 賃金の非常時払、出
で

来
き

高
だか

払
ばらい

制
せい

の最低保障

賃金の非常時払（法25条）１ 重要度 Ｂ

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定
める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、
支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなけれ
ばならない。※３

※１

※２
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第１章 ● 労働基準法

学習上の  ポイント

労働契約締結時の規制・
労使協定・賃金

●雇止めの予告を必要とする労働者を正確に押さえましょう。

●労使協定の効力を理解しましょう。

●賃金支払五原則は、それぞれの例外が大事です。

第２節

１ 契約期間の制限

原則（法14条）１ 重要度 A

⑴　労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完
了に必要な期間を定めるもの※１のほかは、３年を超える期間
について締結してはならない。

⑵　上記⑴の制限は、専門的知識を有する労働者等との間に締結
される場合には、５年を超える期間について締結してはならな
い。➡ ２

●契約期間のまとめ

「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」
（例えば、建設現場において建設物が完成するまで
の間等）は、その必要な期間の契約が認められ、
３年（５年）の上限は適用されません。

再び契約を締結するとき
はどうなりますか？

契約期間の上限は１回
の契約について適用さ
れることから、例えば、
３年の契約を締結して
期間が満了した後に、
再度契約を締結する際
は、あらためて、３年
の上限が適用されるこ
とになります。

※２解 説
「一定の事業の完了に
必要な期間を定めるも
の」とは、その事業が
有期的事業であること
が客観的に明らかな場
合であり、その事業の
終期までの期間を定め
る契約であることが必
要とされています。

※１
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第１章 ● 労働基準法

災害は突発的に生じるものであることから、事前に許
可を受けることができないときは、事後に遅滞なく届
出をすることが認められています。

試験
対策

代休命令（法33条）２ 重要度 Ｃ

事後の届出があった場合で、所轄労働基準監督署長がその労働
時間の延長又は休日の労働を不適当と認める場合には、その後に
その時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを命ずること
ができる。

10 時間外・休日労働及び深夜労働の割増賃金

時間外労働・休日労働※１（法37条）１ 重要度 A

通常の労働時間又は労働日の賃金※２※３の計算額の２割５分以
上５割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃
金の支払いが必要となります。※４

割増率 時間外労働：２割５分以上／休日労働：３割５分以上

具体例

÷ ＝

年間所定休日122日　１日の所定労働時間が８時間
基本給：235,000円　　精皆勤手当：8,000円
家族手当：20,000円　　通勤手当：15,000円

　　 243,000円
基本給：235,000円
精皆勤手当：8,000円

賃金

162時間
所定労働時間 通常の

労働時間の
賃金（1,500円）

１年間の所定出勤日数
（365－122）

１日の所定労働時間
８×

12

家族手当、通勤手当は割増賃金の算定の基礎とはなりません。

※１
例えば、時給1,000円
であれば、時間外労働
１時間に対して、労働
時間分1,000円と割増
分250円（1,000円×
25%）の支払いが必要
になります。

※２基 本
月によって定められた
賃金については、その
金額を月における所定
労働時間数（月によっ
て所定労働時間数が異
なる場合には、１年間
における１か月平均所
定労働時間数）で除し
た金額です。

※３基 本
出来高払制その他の請
負制によって定められ
た賃金については、そ
の賃金算定期間におい
て出来高払制その他の
請負制によって計算さ
れた賃金の総額を当該
賃金算定期間における
総労働時間数で除した
金額です。

※４発 展
時間外労働が継続して
翌日の所定労働時間に
及んだ場合は、翌日の
所定労働時間の始期ま
での超過時間に対して
割増賃金を支払えばよ
いものとされていま
す。

具体的には

読めばわかる！
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総則 ● 第２節

第
１
章
労
基

専属
安全衛生推進者 衛生推進者

専属 その事業場に専属の者を選任すること
専属
不要

労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等のうちから
選任するとき

安全管理者、衛生管理者の専属不要の要件とは異なり、
コンサルタントであれば専属不要です。

試験
対策

資格
安全衛生推進者 衛生推進者

資格
都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その
他安全衛生推進者等の業務を担当するため必要な能力を有すると
認められる者

産業医（法13条等）４ 重要度 A

労働者の健康管理等を行う者として、常時50人以上の事業場に
おいては、医師であって健康管理等の知識を持つ者を産業医とし
て選任します。※１

業種 全業種
規模 常時使用する労働者の数が50人以上

職務内容
⑴　事業者は、産業医に労働者の健康管理その他の厚生労働省令
で定める事項を行わせなければならない。※２

⑵　産業医は、少なくとも毎月１回（産業医が、事業者から、毎月
１回以上、次の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意

を得ているときは、少なくとも２か月に１回）作業場等を巡視し、
作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、
労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければな
らない。

ア 衛生管理者が行う巡視の結果
イ 労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必
要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議
を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

※１解 説
使用労働者が常時
3,000人を超える事業
場にあっては、２人以
上の産業医を選任する
必要があります。

※２解 説
「その他の厚生労働省
令で定める事項」には、
「心理的な負担の程度
を把握するための検査
（ストレスチェック）の
実施」などが含まれて
います。

常時60人の労働者を使
用する自動車整備業の
事業場においては産業
医を選任しなければな
らないが、産業医は少
なくとも毎年１回作業
場等を巡視しなければ
ならない。

解 ×
産業医の作業場等の巡
視は、その業種や事業
場の規模にかかわら
ず、少なくとも「毎月」
１回（一定の場合、少
なくとも２か月に１
回。）行わなければなら
ない。

過去問（H23）
改正
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第１章 ● 労働基準法

学習上の  ポイント
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（例えば、建設現場において建設物が完成するまで
の間等）は、その必要な期間の契約が認められ、
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はどうなりますか？
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の契約について適用さ
れることから、例えば、
３年の契約を締結して
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再度契約を締結する際
は、あらためて、３年
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「一定の事業の完了に
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の」とは、その事業が
有期的事業であること
が客観的に明らかな場
合であり、その事業の
終期までの期間を定め
る契約であることが必
要とされています。

※１
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総則 ● 第１節

第
１
章
労
基

９ 労働関係の指導原理

労働条件のあり方※２（法１条）

※１基 本
労働者が法令により負
担すべき所得税や健康
保険料等を事業主が労
働者に代わって負担す
る場合は、その事業主
が負担する部分は賃金
とみなされます。

※２発 展
使用者から支払われる
ものが賃金です。ホテ
ルのチップのように、
従業員がお客から受け
とるものは賃金ではあ
りません。

労働基準法は労働条件
の最低基準を定めたも
のであり、この最低基
準が標準とならないよ
うに、同法は、この最
低基準を理由として労
働条件を低下させるこ
とを禁止し、その向上
を図るように努めるこ
とを労働関係の当事者
に義務づけている。

解 〇

過去問（H25）

１ 重要度 A

⑴　労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要
を充たすべきものでなければならない。
⑵　労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるか
ら、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下
させてはならないことはもとより、その向上を図るように努め
なければならない。

●⑵の「この基準を理由として」とは

上記の「労働条件」とは、賃金、労働時間のほか、解
雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべ
て含む労働者の職場における一切の待遇をいいます。

試験
対策

労働条件の対等な決定とその遵守（法２条）２ 重要度 Ｂ

⑴　労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定す
べきものである。
⑵　労働者及び使用者は、労働協約※３、就業規則※４及び労働契
約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

⑴は、労働者と使用者は、対等の立場であることを宣言した
規定であって、⑵は、お互いに約束したことを守りましょう、と
いう規定です。

用
語 ※３

労働協約とは、労働組
合と企業が結んだ契約
です。労働協約は、締
結した労働組合に属し
ている労働組合員に適
用されます。

用
語 ※４

就業規則とは、企業が
作成する労働条件等の
職場のルールです。

読めばわかる！
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働者に代わって負担す
る場合は、その事業主
が負担する部分は賃金
とみなされます。

※２発 展
使用者から支払われる
ものが賃金です。ホテ
ルのチップのように、
従業員がお客から受け
とるものは賃金ではあ
りません。

労働基準法は労働条件
の最低基準を定めたも
のであり、この最低基
準が標準とならないよ
うに、同法は、この最
低基準を理由として労
働条件を低下させるこ
とを禁止し、その向上
を図るように努めるこ
とを労働関係の当事者
に義務づけている。

解 〇

過去問（H25）

１ 重要度 A

⑴　労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要
を充たすべきものでなければならない。

⑵　労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるか
ら、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下
させてはならないことはもとより、その向上を図るように努め
なければならない。

●⑵の「この基準を理由として」とは

上記の「労働条件」とは、賃金、労働時間のほか、解
雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべ
て含む労働者の職場における一切の待遇をいいます。

試験
対策

労働条件の対等な決定とその遵守（法２条）２ 重要度 Ｂ

⑴　労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定す
べきものである。

⑵　労働者及び使用者は、労働協約※３、就業規則※４及び労働契
約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

⑴は、労働者と使用者は、対等の立場であることを宣言した
規定であって、⑵は、お互いに約束したことを守りましょう、と
いう規定です。

用
語 ※３

労働協約とは、労働組
合と企業が結んだ契約
です。労働協約は、締
結した労働組合に属し
ている労働組合員に適
用されます。

用
語 ※４

就業規則とは、企業が
作成する労働条件等の
職場のルールです。

読めばわかる！ 13

総則 ● 第１節

第
１
章
労
基

平均賃金の計算におい
て、労働者が労働基準
法第７条に基づく公民
権の行使により休業し
た期間は、その日数及
びその期間中の賃金を
労働基準法第12条第
１項及び第２項に規定
する期間及び賃金の総
額から除外する。

解 ×
平均賃金の計算におい
て、公民権の行使によ
り休業した期間の日数
及びその期間中の賃金
は、「除外されない」。

語
呂 ※１

「業」、「産」、「使」、「育」、
「試」（ギョウサンシイ
クヲココロミル）

※１
家事使用人の判断は？
誰の指示を受けている
かで判断します。家族
の指示なら＝労働基準
法は適用除外、事業（企
業）の指示なら労働基
準法は適用です。

過去問（H27）
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第
１
章
労
基

平均賃金の計算におい
て、労働者が労働基準
法第７条に基づく公民
権の行使により休業し
た期間は、その日数及
びその期間中の賃金を
労働基準法第12条第
１項及び第２項に規定
する期間及び賃金の総
額から除外する。

解 ×
平均賃金の計算におい
て、公民権の行使によ
り休業した期間の日数
及びその期間中の賃金
は、「除外されない」。

語
呂 ※１

「業」、「産」、「使」、「育」、
「試」（ギョウサンシイ
クヲココロミル）

※１
家事使用人の判断は？
誰の指示を受けている
かで判断します。家族
の指示なら＝労働基準
法は適用除外、事業（企
業）の指示なら労働基
準法は適用です。

過去問（H27）
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第
１
章
労
基

９ 労働関係の指導原理

労働条件のあり方※２（法１条）

※１基 本
労働者が法令により負
担すべき所得税や健康
保険料等を事業主が労
働者に代わって負担す
る場合は、その事業主
が負担する部分は賃金
とみなされます。

※２発 展
使用者から支払われる
ものが賃金です。ホテ
ルのチップのように、
従業員がお客から受け
とるものは賃金ではあ
りません。

労働基準法は労働条件
の最低基準を定めたも
のであり、この最低基
準が標準とならないよ
うに、同法は、この最
低基準を理由として労
働条件を低下させるこ
とを禁止し、その向上
を図るように努めるこ
とを労働関係の当事者
に義務づけている。

解 〇

過去問（H25）

１ 重要度 A

⑴　労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要
を充たすべきものでなければならない。

⑵　労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるか
ら、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下
させてはならないことはもとより、その向上を図るように努め
なければならない。

●⑵の「この基準を理由として」とは

上記の「労働条件」とは、賃金、労働時間のほか、解
雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべ
て含む労働者の職場における一切の待遇をいいます。

試験
対策

労働条件の対等な決定とその遵守（法２条）２ 重要度 Ｂ

⑴　労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定す
べきものである。

⑵　労働者及び使用者は、労働協約※３、就業規則※４及び労働契
約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

⑴は、労働者と使用者は、対等の立場であることを宣言した
規定であって、⑵は、お互いに約束したことを守りましょう、と
いう規定です。

用
語 ※３

労働協約とは、労働組
合と企業が結んだ契約
です。労働協約は、締
結した労働組合に属し
ている労働組合員に適
用されます。

用
語 ※４

就業規則とは、企業が
作成する労働条件等の
職場のルールです。

読めばわかる！

SAM
PLE

SAM
PLE

SAMP
LE

SA
MP
LE

SAMP
LE

SAMP
LE

SAMPLE
●学習上のポイント
これから学習する項目についての全体的なアドバ
イスです。特に大事な部分や、学習する上で注意
すべきこと等を指摘しています。これからの学習
をサポートします。

●わかる！メモ
本文の内容をコンパクトにまとめた講義板書で
す。実際に講義を受けている感覚で読み進められ
るようにノート形式にしています。講師の一言と
あわせて「わかる！」と納得できます。

●重要度
項目ごとに重要度を３段階で
示しています。
Ａ→Ｂ→Ｃの順で学習すれば、
効率良く進められます。

●改正
直近で改正があった箇所です。
改正は、試験に出題される可能性が高いです。優先的に
学習しましょう。

各章の冒頭には、主な法改正のポイントをまとめています。

●具体例
本文だけではイメージが難しいところは、数値や例を用
いています。実例がイメージできるので、スムーズに学
習が進められます。

●まとめ
試験での押さえどころを分かりやすく、簡潔にまとめて
います。要点を一目で確認できるので、試験で役立つこ
と間違いなし！

・・・・・・

重要度…高
重要度…中
重要度…低

Ａ
B
C

社労士試験合格のために、必要な情報を掲載しています。フルカラーで
見易いだけでなく、学習をスムーズに進めることができるように、文字
の大きさや全体のバランスにもこだわりました。また、読み進めるうち
に自然と理解することができるように、「わかる！」をテーマに様々な
要素を取り入れています。

本文について

サイドのアイコンの記載は、本文とリンクしてい
ます。用語の意味や本文中の試験対策の他に押さ
えるべきポイントや関連する過去問等です。

●Q&A
よくある疑問を丁寧に
解説しています。
「どうして？」をその
場で解決できます。

※画像は本書の紹介のためのサンプルです。実際の画像とは異なります。

サイドのアイコンについて

用語の意味を記載しています。
本文とあわせて、意味をしっかり理
解しておきましょう。

数字や語句の覚え方を紹介していま
す。覚えることが大変な部分もこれ
でばっちり覚えられます。

●試験対策
本試験の出題実績等に基づいた重要ポイントです。

●読めばわかる！
講師のポイント解説です。
条文や図解について、制度の趣旨や考え方を説明
しています。条文、図解のあとに確認すれば、納
得して学習が進められます。

本文の内容に関連した過去問を紹介しています。学習のスタート時点から、
本試験での問われ方などを随時確認できます。
※過去問は、法改正等により一部改題しているものがあります。
※（Ｈ●●）は出題年度を表しています。（Ｈは平成、Rは令和）

本文と合わせて確認すれば、理解度
アップ！より内容の理解を深めるの
に役立ちます。

本試験での出題実績が高い内容で
す。試験対策とあわせて確認しま
しょう。

基 本

本試験での出題実績は低い内容です
が、合格するためには必要な知識で
す。基本の次に確認しましょう。

発 展

読めばわかる！

用
語

語
呂

試験
対策

改正

Ⅱ



本書の紹介
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第１章 ● 労働基準法

⑵　賃金は、毎月１回以上、一定の期日を定めて支払わなければ
ならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに
準ずるもので厚生労働省令で定める賃金（臨時の賃金等）につい
ては、この限りでない。

賃金支払の五原則
五原則 原　則 例　　　外

通貨払の原則 通貨であること ・労働協約→現物払可
・労働者の同意→賃金の口座振込可

直接払の原則 直接労働者に支
払うこと ・使者（妻など）に支払可

全額払の原則 全額支払うこと ・所得税や社会保険料の控除可
・労使協定の締結による控除可

毎月１回以上
払の原則

最低でも毎月１
回支払うこと ・臨時に支払われる賃金、賞与

・１か月を超える期間の出勤成績に
よって支払われる精勤手当など一定期日払の

原則
支払期日が一定
であること

９ 賃金の非常時払、出
で

来
き

高
だか

払
ばらい

制
せい

の最低保障

賃金の非常時払（法25条）１ 重要度 Ｂ

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定
める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、
支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなけれ
ばならない。※３

※１

※２

20

第１章 ● 労働基準法

学習上の  ポイント

労働契約締結時の規制・
労使協定・賃金

●雇止めの予告を必要とする労働者を正確に押さえましょう。

●労使協定の効力を理解しましょう。

●賃金支払五原則は、それぞれの例外が大事です。

第２節

１ 契約期間の制限

原則（法14条）１ 重要度 A

⑴　労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完
了に必要な期間を定めるもの※１のほかは、３年を超える期間
について締結してはならない。

⑵　上記⑴の制限は、専門的知識を有する労働者等との間に締結
される場合には、５年を超える期間について締結してはならな
い。➡ ２

●契約期間のまとめ

「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」
（例えば、建設現場において建設物が完成するまで
の間等）は、その必要な期間の契約が認められ、
３年（５年）の上限は適用されません。

再び契約を締結するとき
はどうなりますか？

契約期間の上限は１回
の契約について適用さ
れることから、例えば、
３年の契約を締結して
期間が満了した後に、
再度契約を締結する際
は、あらためて、３年
の上限が適用されるこ
とになります。

※２解 説
「一定の事業の完了に
必要な期間を定めるも
の」とは、その事業が
有期的事業であること
が客観的に明らかな場
合であり、その事業の
終期までの期間を定め
る契約であることが必
要とされています。

※１

46

第１章 ● 労働基準法

災害は突発的に生じるものであることから、事前に許
可を受けることができないときは、事後に遅滞なく届
出をすることが認められています。

試験
対策

代休命令（法33条）２ 重要度 Ｃ

事後の届出があった場合で、所轄労働基準監督署長がその労働
時間の延長又は休日の労働を不適当と認める場合には、その後に
その時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを命ずること
ができる。

10 時間外・休日労働及び深夜労働の割増賃金

時間外労働・休日労働※１（法37条）１ 重要度 A

通常の労働時間又は労働日の賃金※２※３の計算額の２割５分以
上５割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃
金の支払いが必要となります。※４

割増率 時間外労働：２割５分以上／休日労働：３割５分以上

具体例

÷ ＝

年間所定休日122日　１日の所定労働時間が８時間
基本給：235,000円　　精皆勤手当：8,000円
家族手当：20,000円　　通勤手当：15,000円

　　 243,000円
基本給：235,000円
精皆勤手当：8,000円

賃金

162時間
所定労働時間 通常の

労働時間の
賃金（1,500円）

１年間の所定出勤日数
（365－122）

１日の所定労働時間
８×

12

家族手当、通勤手当は割増賃金の算定の基礎とはなりません。

※１
例えば、時給1,000円
であれば、時間外労働
１時間に対して、労働
時間分1,000円と割増
分250円（1,000円×
25%）の支払いが必要
になります。

※２基 本
月によって定められた
賃金については、その
金額を月における所定
労働時間数（月によっ
て所定労働時間数が異
なる場合には、１年間
における１か月平均所
定労働時間数）で除し
た金額です。

※３基 本
出来高払制その他の請
負制によって定められ
た賃金については、そ
の賃金算定期間におい
て出来高払制その他の
請負制によって計算さ
れた賃金の総額を当該
賃金算定期間における
総労働時間数で除した
金額です。

※４発 展
時間外労働が継続して
翌日の所定労働時間に
及んだ場合は、翌日の
所定労働時間の始期ま
での超過時間に対して
割増賃金を支払えばよ
いものとされていま
す。

具体的には

読めばわかる！
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総則 ● 第２節

第
１
章
労
基

専属
安全衛生推進者 衛生推進者

専属 その事業場に専属の者を選任すること
専属
不要

労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等のうちから
選任するとき

安全管理者、衛生管理者の専属不要の要件とは異なり、
コンサルタントであれば専属不要です。

試験
対策

資格
安全衛生推進者 衛生推進者

資格
都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その
他安全衛生推進者等の業務を担当するため必要な能力を有すると
認められる者

産業医（法13条等）４ 重要度 A

労働者の健康管理等を行う者として、常時50人以上の事業場に
おいては、医師であって健康管理等の知識を持つ者を産業医とし
て選任します。※１

業種 全業種
規模 常時使用する労働者の数が50人以上

職務内容
⑴　事業者は、産業医に労働者の健康管理その他の厚生労働省令
で定める事項を行わせなければならない。※２

⑵　産業医は、少なくとも毎月１回（産業医が、事業者から、毎月
１回以上、次の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意

を得ているときは、少なくとも２か月に１回）作業場等を巡視し、
作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、
労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければな
らない。

ア 衛生管理者が行う巡視の結果
イ 労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必
要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議
を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

※１解 説
使用労働者が常時
3,000人を超える事業
場にあっては、２人以
上の産業医を選任する
必要があります。

※２解 説
「その他の厚生労働省
令で定める事項」には、
「心理的な負担の程度
を把握するための検査
（ストレスチェック）の
実施」などが含まれて
います。

常時60人の労働者を使
用する自動車整備業の
事業場においては産業
医を選任しなければな
らないが、産業医は少
なくとも毎年１回作業
場等を巡視しなければ
ならない。

解 ×
産業医の作業場等の巡
視は、その業種や事業
場の規模にかかわら
ず、少なくとも「毎月」
１回（一定の場合、少
なくとも２か月に１
回。）行わなければなら
ない。

過去問（H23）
改正
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学習上の  ポイント

労働契約締結時の規制・
労使協定・賃金

●雇止めの予告を必要とする労働者を正確に押さえましょう。

●労使協定の効力を理解しましょう。

●賃金支払五原則は、それぞれの例外が大事です。

第２節

１ 契約期間の制限

原則（法14条）１ 重要度 A

⑴　労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完
了に必要な期間を定めるもの※１のほかは、３年を超える期間
について締結してはならない。
⑵　上記⑴の制限は、専門的知識を有する労働者等との間に締結
される場合には、５年を超える期間について締結してはならな
い。➡ ２

●契約期間のまとめ

「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」
（例えば、建設現場において建設物が完成するまで
の間等）は、その必要な期間の契約が認められ、
３年（５年）の上限は適用されません。

再び契約を締結するとき
はどうなりますか？

契約期間の上限は１回
の契約について適用さ
れることから、例えば、
３年の契約を締結して
期間が満了した後に、
再度契約を締結する際
は、あらためて、３年
の上限が適用されるこ
とになります。

※２解 説
「一定の事業の完了に
必要な期間を定めるも
の」とは、その事業が
有期的事業であること
が客観的に明らかな場
合であり、その事業の
終期までの期間を定め
る契約であることが必
要とされています。

※１
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９ 労働関係の指導原理

労働条件のあり方※２（法１条）

※１基 本
労働者が法令により負
担すべき所得税や健康
保険料等を事業主が労
働者に代わって負担す
る場合は、その事業主
が負担する部分は賃金
とみなされます。

※２発 展
使用者から支払われる
ものが賃金です。ホテ
ルのチップのように、
従業員がお客から受け
とるものは賃金ではあ
りません。

労働基準法は労働条件
の最低基準を定めたも
のであり、この最低基
準が標準とならないよ
うに、同法は、この最
低基準を理由として労
働条件を低下させるこ
とを禁止し、その向上
を図るように努めるこ
とを労働関係の当事者
に義務づけている。

解 〇

過去問（H25）

１ 重要度 A

⑴　労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要
を充たすべきものでなければならない。

⑵　労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるか
ら、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下
させてはならないことはもとより、その向上を図るように努め
なければならない。

●⑵の「この基準を理由として」とは

上記の「労働条件」とは、賃金、労働時間のほか、解
雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべ
て含む労働者の職場における一切の待遇をいいます。

試験
対策

労働条件の対等な決定とその遵守（法２条）２ 重要度 Ｂ

⑴　労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定す
べきものである。

⑵　労働者及び使用者は、労働協約※３、就業規則※４及び労働契
約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

⑴は、労働者と使用者は、対等の立場であることを宣言した
規定であって、⑵は、お互いに約束したことを守りましょう、と
いう規定です。

用
語 ※３

労働協約とは、労働組
合と企業が結んだ契約
です。労働協約は、締
結した労働組合に属し
ている労働組合員に適
用されます。

用
語 ※４

就業規則とは、企業が
作成する労働条件等の
職場のルールです。

読めばわかる！
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平均賃金の計算におい
て、労働者が労働基準
法第７条に基づく公民
権の行使により休業し
た期間は、その日数及
びその期間中の賃金を
労働基準法第12条第
１項及び第２項に規定
する期間及び賃金の総
額から除外する。

解 ×
平均賃金の計算におい
て、公民権の行使によ
り休業した期間の日数
及びその期間中の賃金
は、「除外されない」。

語
呂 ※１

「業」、「産」、「使」、「育」、
「試」（ギョウサンシイ
クヲココロミル）

※１
家事使用人の判断は？
誰の指示を受けている
かで判断します。家族
の指示なら＝労働基準
法は適用除外、事業（企
業）の指示なら労働基
準法は適用です。

過去問（H27）
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SAMPLE
●学習上のポイント
これから学習する項目についての全体的なアドバ
イスです。特に大事な部分や、学習する上で注意
すべきこと等を指摘しています。これからの学習
をサポートします。

●わかる！メモ
本文の内容をコンパクトにまとめた講義板書で
す。実際に講義を受けている感覚で読み進められ
るようにノート形式にしています。講師の一言と
あわせて「わかる！」と納得できます。

●重要度
項目ごとに重要度を３段階で
示しています。
Ａ→Ｂ→Ｃの順で学習すれば、
効率良く進められます。

●改正
直近で改正があった箇所です。
改正は、試験に出題される可能性が高いです。優先的に
学習しましょう。

各章の冒頭には、主な法改正のポイントをまとめています。

●具体例
本文だけではイメージが難しいところは、数値や例を用
いています。実例がイメージできるので、スムーズに学
習が進められます。

●まとめ
試験での押さえどころを分かりやすく、簡潔にまとめて
います。要点を一目で確認できるので、試験で役立つこ
と間違いなし！

・・・・・・

重要度…高
重要度…中
重要度…低

Ａ
B
C

社労士試験合格のために、必要な情報を掲載しています。フルカラーで
見易いだけでなく、学習をスムーズに進めることができるように、文字
の大きさや全体のバランスにもこだわりました。また、読み進めるうち
に自然と理解することができるように、「わかる！」をテーマに様々な
要素を取り入れています。

本文について

サイドのアイコンの記載は、本文とリンクしてい
ます。用語の意味や本文中の試験対策の他に押さ
えるべきポイントや関連する過去問等です。

●Q&A
よくある疑問を丁寧に
解説しています。
「どうして？」をその
場で解決できます。

※画像は本書の紹介のためのサンプルです。実際の画像とは異なります。

サイドのアイコンについて

用語の意味を記載しています。
本文とあわせて、意味をしっかり理
解しておきましょう。

数字や語句の覚え方を紹介していま
す。覚えることが大変な部分もこれ
でばっちり覚えられます。

●試験対策
本試験の出題実績等に基づいた重要ポイントです。

●読めばわかる！
講師のポイント解説です。
条文や図解について、制度の趣旨や考え方を説明
しています。条文、図解のあとに確認すれば、納
得して学習が進められます。

本文の内容に関連した過去問を紹介しています。学習のスタート時点から、
本試験での問われ方などを随時確認できます。
※過去問は、法改正等により一部改題しているものがあります。
※（Ｈ●●）は出題年度を表しています。（Ｈは平成、Rは令和）

本文と合わせて確認すれば、理解度
アップ！より内容の理解を深めるの
に役立ちます。

本試験での出題実績が高い内容で
す。試験対策とあわせて確認しま
しょう。

基 本

本試験での出題実績は低い内容です
が、合格するためには必要な知識で
す。基本の次に確認しましょう。

発 展

読めばわかる！

用
語

語
呂

試験
対策

改正

Ⅲ



合格を引き寄せる！効果的な学習の進め方

1．細かいことは気にしない！ 
2．結論が最も大事。結論→理解の順番を意識する！
3．重要度の高い項目からおさえる！

合格のための３か条

まずは本文を読む！
まずはどんな法律の規定なのかを確認しましょう。読みづらい法律の条文も、読
めばわかる文章にしているのでスラスラ読み進められます。細かい内容が理解で
きなくても、全体像がイメージできれば大丈夫です。赤字は大事なキーワード！
しっかりおさえておきましょう。

ステップ

1

お忙しい方が学習を続けるためには、スキマ時間の活用が重要です。
本書はスマホでも見れる電子版付きなので、外出先にテキストを持ち歩かなく
ても、見たい時にいつでもテキストが見れます！

まずはじめに、本書を学習する際の心得をご紹介します。

この３か条を頭において、学習スタート！

ポイントチェックにチャレンジ！
節ごとの最後に、内容の理解度を確認するためのポイントチェックがあります。
間違えてしまった問題は、必ず本文に戻って復習を！これが知識の定着に繋がり
ます。

ステップ

5

「テキスト」を読んで内容を理解、「問題集」で
テキストの内容が理解できているか確認します。
問題を解いて、間違えたところはテキストで
確認→知識の定着に！
問題集は択一式対策から重点的に解きましょう。

科目ごとの問題で、
選択式を完全マスター！
豊富な過去問＋オリジナル問題で、
細かい論点もしっかり網羅。
選択式の仕上げにバッチリです。

インプット 「本書の紹介」とあわせて確認してください。

「スマホで見れる電子版」のご案内

「合格のミカタシリーズ」でアウトプット

　　をおさえる！
本試験でよく出題される内容が「試験対策」です。本文の内容が理解できたら、必
ずおさえておきましょう。ここでも赤字が重要ポイント。本試験で問われる重要論
点です。赤字を中心にチェックすれば、試験の正誤判断に役立つこと間違いなし！

ステップ

3

　　　　　　　で合格レベルへ！
本文と合わせてサイドを確認しましょう。出題実績が高い順に「基本」→「発展」
を確認すると、より効果的に学習できます。「発展」までおさえて本試験に備えま
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選択式の
仕上げに !

テキストに
完全準拠 !

選択式トレーニング問題集
（全５冊）

テキスト

問題集

※表紙はイメージです。

＜利用方法＞
①申込ページへアクセスして、必要事項を入力して申し込む。（無料）
　https://bit.ly/3xiCnrd
②メールで電子版の利用方法が届くので、その内容に従って利用し
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〈利用期限〉2021年８月23日～2022年８月31日

（注意）①電子版のご利用には、インターネットへの接続環境が必要になります。
　　　②インターネット接続に必要な通信費用はお客様負担となります。

③使用ブラウザは、Firefox、Chrome、Safari等、HTML5に対応したもの（バー
ジョン）をご使用ください。

　　　④電子版のダウンロードや複製、プリントアウトはできません。

試験
対策
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しあわせ学習法９フレームのご紹介
～“９フレーム”を活用して短期合格を目指そう！～

Twitterユーザーの方であれば、ご存知だと思いますが…
毎年の合格発表日には、「#９フレーム」で学習状況をツイートしていた受験生の方々の
「合格しました」ツイートが大爆発しています！
そして、2022年の合格発表日にも、9フレーム実践者から合格者が続出することでしょ
う！ぜひ、皆さんも9フレームを実践し、社労士の学習に活かしませんか？
なぜ、９フレームで社労士合格者が続出するのか？
この学習法を実践して頂ければ、すぐにお分かり頂けるはずですが、まずはすでに９フ
レームを実践している方の生の声をご紹介させていただきます。

社労士試験に関する有益な情報
をGETしつつ、多くの受験生
とつながることができます！

９フレーム実践者の方々から
も「やる気が出る」と大人気
のアカウントです！

「資格の大原 社労士」アカウントをフォローしましょう！

https://twitter.com/o_hara_sharoshi

「Cチーム」アカウントもフォローしましょう！

https://twitter.com/contents_j

大原ブックストア

Amazon

楽　　 天

書籍『しあわせ学習法9フレーム』
（資格の大原 中の人）を合格のお伴に！

！

！

書籍も好評発売中

※2021年5月、ツイッター上にて「#9フレーム実践者の声」として募集したものを掲載しております。

どうですか、ワクワクしてきましたか？
では早速、ツイッターアカウントのフォローから始めましょう

＃9フレーム実践者の声

できないことよりもできたことに目を向けることによっ
て、ポジティブになれる。問題を解く度に、正解したら自
分すごい、間違ったらのびしろと思えるようになる。そし
て、勉強することが苦痛でなくなり、知識が増えることが
楽しくなる。

9フレームは資格試験の枠を超えて、人生100年時代の生
き方の羅針盤です！

何かを得るために我慢の日々を過ごすのではなく、日々の
成長を楽しんでいく。そうする事で学びに熱中できて、結
果、望んでいた現実も引き寄せられる。
そんなスキルです。

◆勉強中や終わった後、自分にポジティブな声がけ（自分
すごい！またひとつ賢くなった！とか）する
◆学習効果を最大限に発揮するためには心の安定が最重要。
外の雑音に気を取られても、「自分の心は自分で動かす」
を意識。
◆自分の中の「メッチャ楽しい！」を大切にする

社労士受験生時代から1年3ヶ月程実践中。
資格試験合格のために「脳の作り込み」をしていたら、自
分の客観視ができるようになってきた。
新しいことの挑戦や失敗が怖くなくなってきた。感情に振
り回されず、着実に行う力が身に付いて習慣になった。

毎日楽しい！

9フレームに出会ったのは試験後でまさに知りたいこと
でした。できない自分を責めてイライラして、脳に知識が
入りづらい状況だったと思います。勉強の脳の状態をつ
くるということのために毎日穏やかに過ごせるように心
がけて自分の成長したところを見つめて勉強続けます。

「根拠の無い自信」
力を発揮する為に必要なもの
自分がこれだと決めたなら
迷わずやり抜くこと
自分を信じる
それだけ

イライラすることが少なくなりました。
脳を自分でコントロールするまでにはまだまだ修行が足
りませんが、俯瞰的、客観的に自分を見ることができるよ
うになった気がします。
毎日が楽しい♪

感謝の気持ちで毎日がとても楽しくなります。
勉強だけでなく、仕事や家事もうまくいきます。
たくさんの仲間に出会えます！

怒ったりイライラしている状態では知識は入りにくいという
くだりにハッとして、とにかく予備校や先生や家族や取引
先に感謝をしまくってから勉強を実践しました。勉強に幸
せを感じるようになり、以前ほど苦痛を感じなくなりまし
た。頭の良し悪し以上に心の持ち方はとても大事。

実践していても、考えがスッキリとしなくなってきたとき
には、中　先生の動画を見直しして、原点回帰する

#9フレーム で繋がってひとりじゃないんだ。
と感じると、楽しんで勉強に向かっている自分に気づく。

表現すると照れる～

できなかったことを悔やむより、できたことに対して自
分を褒めるようになったら、日々を楽しめるように
なった。
仕事との両立で、気持ちに波があったりするけど、継
続することの楽しさを実感しています。

まだまだ9フレーム実践中ですが、以前よりは意識的に自
分の心を自分で動かせるようになったと思います！
ポイントは
・感謝とワクワク！
・良い方向に進んだ自分をめちゃくちゃ誉める！
・悪い方向に進んだ自分を決して責めずに許す！
是非9フレームをオススメします!!

一番は勉強に対するイメージの変化。
辛くできれば避けたい存在から知的好奇心を刺激しこ
んなにも楽しい存在なのだと前向きな認識へと変化し
たこと。
脳内の思考回路はどこまでも広く自由な世界で満ちて
いる。実践すればだれでも楽しく勉強ができるように
なります。

勉強仲間が増えたように思います。
9フレームに集まってきた勉強仲間に、日々力をもらって
います。

客観的に考える事でイライラもしなくなり、自分の勉強
のやり方もわかってきました！
いろいろな方々の勉強やお仕事も刺激になります!!
日々、楽しくなってきます

9フレームに出会い実践し昔より断然に生きやすくなりました。
脳内世界を客観視
↓
落ち込み、不安、イライラが減る
↓
常に楽しむが中心に。
↓
家族にも伝わり
気持ちよく勉強を応援し協力してくれる
↓
相乗効果で家族も私もHAPPYに
私の半分は9フレームで出来ています
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第１部 労働関係科目の全体像

労働者にまつわる様々な法律を学習します。
労働契約法が最も大事です。

労務管理その他の
労働に関する一般常識 重要度 Ｃ

労働者の業務災害以外の負傷や
疾病などについて、保険給付を
行います。
（注）公務員等は、共済組合法等

の適用を受けます。共済組
合法等は、社労士試験では
学習しません。

健康保険法
保険給付の種類や支
給額等は、健康保険
法と概ね同じです。

重要度 A

労働災害を防止するために、労働者の
安全と衛生についてのルールを定めて
います。

労働安全衛生法 重要度 C

労働者が業務上の災害等を被ったときに、会
社が行う災害補償（賠償）を保険制度としたも
のです。

労働者災害補償保険法 重要度 A

労働者の失業中の所得や育児休業期間
中の所得を保障する等の各種保険給付
を行います。

雇用保険法 重要度 A

労働者災害補償保険法と雇用保険法の各種保険
給付の財源となる保険料の徴収方法などを定め
ています。

労働保険の保険料の
徴収等に関する法律 重要度 A

安全と
衛生

被用者（会社員・公務員等）

医

　療

年

　金

自営業者・無職

育児・介護
休業法

災害
補償

保険料

会社員などの勤めている人を対
象とした年金制度です。在職中
の報酬（賃金）に基づいた年金
が支給されます。

厚生年金保険法
重要度 A

全国民を対象とした年金制度です。老後の年金だけで
なく、障害や死亡についても年金が支給されます。

国民年金法
重要度 A

社会保険に関する
一般常識同じ

医療保険 健康保険以外の医療保険や
介護保険、企業年金等を学習
します。

重要度 C

医療・介護

介護
保険法

企業年金

その他

社会保険労務士法等

国民健康保険法

確定給付
企業年金法

確定拠出
年金法

国民健康
保険法等

連携

給料の支払い方法などの労働条件につ
いてのルールを定めています。

労働基準法 重要度 A
第１章

第 3 章

第 5 章

第 2 章

第 6 章

第 7 章

第 9 章

第 8 章

第 10 章

第 4 章

第２部 社会保険関係科目の全体像

上乗せ
として

各科目のつながりを確認できます。
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重要度 A

全国民を対象とした年金制度です。老後の年金だけで
なく、障害や死亡についても年金が支給されます。
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社会保険労務士試験の概要

試験科目・出題数

受験案内の配布

受験申込書の受付期間

試験日

合格発表日

４月中旬～

４月中旬～５月下旬

８月下旬

10月下旬～ 11月上旬

学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学、短期大学、専門職大学、専門職
短期大学若しくは高等専門学校（５年制）を卒業した者又は専門職大学の前期課
程を修了した者（専攻の学部学科は問わない）

修業年限が２年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700時間
以上の専修学校の専門課程を修了した者

労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員（非常勤の者を除く）
又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して３年以上になる者

行政書士となる資格を有する者 など

選択式 択一式
総得点25点以上かつ各科目３点以上（ただし、労務管
理その他の労働に関する一般常識、社会保険に関する一
般常識及び健康保険法は２点以上）である者

総得点44点以上かつ各科目
４点以上である者

条文や通達等の語句や数字等が空欄となっていて、適切なものを選択肢
の中から選びます。
・出題数は８問（40点満点（１問あたり５つの空欄となっている））

５つの選択肢の中から、正解肢を選択します。
・出題数は70問（70点満点）

①　労働基準法
②　労働安全衛生法
③　労働者災害補償保険法

④　労働保険の保険料の徴収等に関する法律

⑤　雇用保険法
⑥　労務管理その他の労働に関する一般常識
⑦　社会保険に関する一般常識
⑧　健康保険法
⑨　厚生年金保険法
⑩　国民年金法

２科目から１問

１　問

─

１　問
１　問
１　問
１　問
１　問
１　問

７　問
３　問
７　問
３　問
３　問
７　問
５　問
５　問
10　問
10　問
10　問

選択式科　目

合　計

択一式

８　問 70　問

（注）詳細は、「全国社会保険労務士会連合会　試験センター」にお問い合わせ下さい。

※選択式、択一式ともに、マークシートに記入します。

選択式

択一式

合格基準は、選択式試験及び択一式試験のそれぞれの総得点と、それぞれの科目
ごとに定められています。参考として、令和２年度本試験の合格基準を掲載し
ます。
＜令和２年度本試験の合格基準＞
次の条件を満たした者を合格とする。

受験申込者数
受験者数
合格者数
合格率

51,953人
39,972人
1,770人
4.4%

49,902人
38,685人
2,613人
6.8%

49,570人
38,428人
2,525人
6.6%

平成28年 平成29年 令和元年
49,250人
34,845人
2,237人
6.4%

令和２年
49,582人
38,427人
2,413人
6.3％

平成30年

主な受験資格

合格基準

（注）詳細は、「全国社会保険労務士会連合会　試験センター」にお問い合わせ下さい。

試験日程等

試験形式

過去５年間の試験動向
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社会保険労務士試験の概要

試験科目・出題数

受験案内の配布

受験申込書の受付期間

試験日

合格発表日

４月中旬～

４月中旬～５月下旬

８月下旬

10月下旬～ 11月上旬

学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学、短期大学、専門職大学、専門職
短期大学若しくは高等専門学校（５年制）を卒業した者又は専門職大学の前期課
程を修了した者（専攻の学部学科は問わない）

修業年限が２年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700時間
以上の専修学校の専門課程を修了した者

労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員（非常勤の者を除く）
又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して３年以上になる者

行政書士となる資格を有する者 など

選択式 択一式
総得点25点以上かつ各科目３点以上（ただし、労務管
理その他の労働に関する一般常識、社会保険に関する一
般常識及び健康保険法は２点以上）である者

総得点44点以上かつ各科目
４点以上である者

条文や通達等の語句や数字等が空欄となっていて、適切なものを選択肢
の中から選びます。
・出題数は８問（40点満点（１問あたり５つの空欄となっている））

５つの選択肢の中から、正解肢を選択します。
・出題数は70問（70点満点）

①　労働基準法
②　労働安全衛生法
③　労働者災害補償保険法

④　労働保険の保険料の徴収等に関する法律

⑤　雇用保険法
⑥　労務管理その他の労働に関する一般常識
⑦　社会保険に関する一般常識
⑧　健康保険法
⑨　厚生年金保険法
⑩　国民年金法

２科目から１問

１　問

─

１　問
１　問
１　問
１　問
１　問
１　問

７　問
３　問
７　問
３　問
３　問
７　問
５　問
５　問
10　問
10　問
10　問

選択式科　目

合　計

択一式

８　問 70　問

（注）詳細は、「全国社会保険労務士会連合会　試験センター」にお問い合わせ下さい。

※選択式、択一式ともに、マークシートに記入します。

選択式

択一式

合格基準は、選択式試験及び択一式試験のそれぞれの総得点と、それぞれの科目
ごとに定められています。参考として、令和２年度本試験の合格基準を掲載し
ます。
＜令和２年度本試験の合格基準＞
次の条件を満たした者を合格とする。

受験申込者数
受験者数
合格者数
合格率

51,953人
39,972人
1,770人
4.4%

49,902人
38,685人
2,613人
6.8%

49,570人
38,428人
2,525人
6.6%

平成28年 平成29年 令和元年
49,250人
34,845人
2,237人
6.4%

令和２年
49,582人
38,427人
2,413人
6.3％

平成30年

主な受験資格

合格基準

（注）詳細は、「全国社会保険労務士会連合会　試験センター」にお問い合わせ下さい。

試験日程等

試験形式

過去５年間の試験動向
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賃金   11
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労働者に対する就業措置等   128
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持ち運びに便利！
分けてつかえる２分冊式

①本体第１部と本体第２部の真ん中から、左右に開きます。
　外側の背表紙に縦に折り目をつけると、はがしやすくなります。
②外側の背表紙から、本体の背表紙をはがすと、第１部と第２部の
　２分冊になります。それぞれでご利用ください。

本書は、第1部：労働関係科目と第2部：社会保険関係科目の
２冊に分けてつかえる、「２分冊式」の作りになっています。
１冊ずつでコンパクトにつかえるので、持ち運びに便利です。

①真ん中から左右に開きます

カバーを外し、
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令和４年度 本試験対策の主な改正
●本書作成時点においては、特にありません。

令和３年度 本試験対策の主な改正
●届出等の様式等について押印又は署名（押印等）を求めないものとされた。（令和３
年４月１日施行）

労働基準法

第１章

出題傾向と対策
第１節　総則 
第２節　労働契約締結時の規制・労使協定・賃金
第３節　労働時間、休憩及び休日
第４節　年次有給休暇
第５節　年少者・妊産婦等
第６節　就業規則・労働契約終了時の規制
第７節　その他の規制
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出題傾向と対策

会社
働きます

賃金を支払います

賃金の支払方法などの労働条件についてルールを定めている

労働契約

使用者 労働者

近年は新しい通達や最新の最高裁判例からの出題が顕著です。

８問中１問（空欄５つ）が労働基準法及び労働安全衛生法で、労働基準法からの出題は３空
欄です。平成28年は「打切補償」（判例）等、平成29年は「使用者の時季変更権の行使」（判
例）等、平成30年は「解雇予告」（条文）等、令和元年は「中間利益の控除」（判例）等、令和
２年は「労働者に当たるか否か」（判例）等の出題となっています。

70問中10問が労働基準法及び労働安全衛生法で、10問中７問が労働基準法です。
労働基準法は、他の科目に比べて、条文の趣旨を問う問題が多く見受けられます。ただし、
基本的な内容を理解していれば正解できる問題です。本文、サイドに記載されている趣旨
や考え方を確認しましょう。

特 徴

選択式

択一式

第１章
労働基準法

重要度 Ａ
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第
１
章
労
基過去５年間の出題傾向

（　）は重要度
平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

選択 択一 選択 択一 選択 択一 選択 択一 選択 択一

第１節（Ａ） ─ 5 ─ 9 1 6 ３ 10 ２ 10

第２節（Ａ） ─ 10 ─ 7 ─ 7 ─ ７ ─ ２

第３節（Ａ） 1 11 ─ 9 ─ 12 ─ ９ ─ ４

第４節（Ｂ） ─ 5 3 ─ ─ ─ ─ １ ─ １

第５節（Ｃ） ─ ─ ─ 5 1 1 ─ ─ ─ ５

第６節（Ｂ） 2 4 ─ 3 1 9 ─ ８ ─ ７

第７節（Ｃ） ─ ─ ─ 2 ─ ─ ─ ─ １ ６

各節ごとの概要
総則
労働基準法の根幹となる事項を学習します。労働基準法が適用される労働者、使
用者の定義などは確実におさえましょう。労働者の定義は、この後に学習する労
働者災害補償保険法も同じとなります。

労働契約締結時の規制・労使協定・賃金
労働契約に期間を設ける場合の制限や賃金の支払方法等のルールを学習します。

労働時間、休憩及び休日
労働時間、休憩、休日等のルールを学習します。

年次有給休暇
年次有給休暇を学習します。年次有給休暇はその発生要件から取得したときの賃
金までの一連の流れを確認しましょう。

年少者・妊産婦等
年少者、妊産婦等の保護規定を学習します。年少者、妊産婦等には、一般の労働
者と異なり、労働時間等について特別の規定があります。

就業規則・労働契約終了時の規制
職場のルールを定める就業規則、解雇に関する内容を学習します。

その他の規制
付加金や罰則等を学習します。付加金はその対象となるもの、罰則は両罰規定の
内容をしっかり確認しましょう。

第１節

第２節

第３節

第４節

第５節

第６節

第７節
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第１章 ● 労働基準法

学習上の  ポイント

１ 労働基準法とは

労働基準法は、労働条件の最低基準を定めることにより、立場
の弱い労働者を保護する法律です。労働時間や賃金などの労働条
件は、企業（使用者）と労働者との間で自由に定めることができ
ます。ただし、企業の方が労働者よりも立場が強いため、労働者
は企業側から不利な労働条件を負わされる可能性があります。そ
こで、労働条件について最低の基準を定めた労働基準法が設けら
れています。

使用者

労働基準法の適用

労働者

立場が弱い

２ 労働基準法に違反した場合

労働基準法の労働条件の最低基準を確保するために「労働基準
法違反の契約を無効とする取扱い」、「罰則の適用」、「違反に対す
る行政措置」が設けられています。

今日も
がんばりましょう！

総則

●労働条件の最低基準に関する考え方を理解しましょう。

●「適用除外」は頻出項目です。繰り返しの確認を！

第１節
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総則 ● 第１節

第
１
章
労
基

労働基準法違反の契約（法13条）１ 重要度 A

⑴　労働基準法で定める基準に達しない※１労働条件を定める労
働契約※２は、その部分については無効となる。※３

⑵　無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。

●「達しない」の考え方

賃金は、毎月１回以上支払わなければならない

労働基準法の最低基準

賃金は、２か月に１回支払う旨の契約
無効！

例えば、労働基準法では、賃金を毎月１回以上
支払う旨を規定していることから、２か月に１
回支払う旨の契約は無効です。

労働契約のうち、労働基準法の基準に達していない労
働条件を定めている部分が、無効です。労働契約のす
べてが無効となるわけではなく、労働基準法の基準を
満たしている部分は、そのまま有効となります。

試験
対策

罰則の適用２ 重要度 C

労働基準法では、一部を除きその規定に対する違反に罰則を設
けることで労働者の保護を図っています。例えば、法５条（強制

労働の禁止）に違反した者は、１年以上10年以下の懲役又は20万
円以上300万円以下の罰金に処すると規定されています。罰則に
ついては 第７節 でご確認下さい。

強制労働の禁止違反の罰則は、労働基準法上、最も重
い罰則です。

試験
対策

下回ることをいいま
す。労働基準法の基準
を下回る労働条件は認
められないということ
です。これに対して、
労働基準法の基準を満
たしている、より良い
労働条件はそのまま有
効となります。

用
語 ※２

労働契約とは、労働者
が使用者に使用されて
労働し、使用者がこれ
に対して賃金を支払う
ことについて、労働者
及び使用者が合意した
契約をいいます。

※３発 展
当事者が合意をしてい
ても、労働基準法に違
反している場合にはそ
の効力が否定されま
す。

達しないとは？
※１
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第１章 ● 労働基準法

違反に対する行政措置（法97条）３ 重要度 C

労働基準法の監督機関として、「労働基準主管局（厚生労働省の

内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を

所掌するものをいう。）、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働
基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置く
ことができる。」とされています。

３ 適用事業　 重要度 B

労働基準法は、事業の種類や規模を問わず、労働者を使用する
全ての事業又は事務所において適用されます。※１※２

●労働基準法の適用

東京本社 大阪支社 名古屋工場

労働基準法

それぞれに適用
１つの場所
ごとに適用！

東京に本社、大阪に支社、名古屋に工場がある
場合は、本社、支社、工場ごとに労働基準法が
適用されます。

※１発 展
１個の事業であるか否
かは、原則として場所
で判断します。ただし、
次の例外があります。
ア 同一の場所にある

ものであっても、労
務管理が独立した部
門は独立の事業とさ
れる

イ 場所が分散するも
のであっても、著し
く小規模で独立性の
ないものは、直近上
位の機構と一括して
１個の事業とされる

例えば、工場の中に診
療所があり、それぞれ
の労務管理が独立して
いるときは、それぞれ
を１個の事業として取
扱うことになります。

※２基 本
労働基準法は、外国事
業主の事業・外国人労
働者についても、適法
就労か違法就労かを問
わず、適用されます。
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総則 ● 第１節

第
１
章
労
基

４ 適用除外

全部適用除外（法112条、116条等）１ 重要度 A

次のいずれかに該当する場合は、労働基準法のすべての規定が
適用除外となります。
⑴　同居の親族※３のみを使用する事業　　⑵　家事使用人
⑶　一般職の国家公務員（行政執行法人※４の職員を除く。）

●⑴　同居の親族のみを使用する事業

同居の親族と
親族以外の労働者を使用

同居の親族のみ使用

適用除外 適用

個人商店

夫 妻

個人商店

夫 妻
労働者

同居の親族は、指揮命令下にある労働者とはい
えません。例えば、家族だけで行っている個人
商店は、労働条件について不利益を受ける労働
者がいないため、労働基準法は適用されません。

同居の親族以外の労働者が１人でも使用される場合
は、その事業について労働基準法が適用されます。

試験
対策

※３発 展
同居の親族は、事業主
と居住及び生計を一に
するものであり、原則
として労働者には該当
しないが、同居の親族
であっても、常時同居
の親族以外の労働者を
使用する事業において
一般事務又は現場作業
等に従事し、かつ業務
を行うにつき事業主の
指揮命令に従っている
ことが明確であり、就
労の実態が当該事業場
における他の労働者と
同様であって賃金もこ
れに応じて支払われて
いる場合には、労働者
として取扱うものとさ
れています。

用
語 ※４

行政執行法人とは、国
との密接な連携の下
で、事務・事業の確実
な執行が期待される法
人をいいます。例えば、
独立行政法人造幣局な
どが該当します。
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第１章 ● 労働基準法

⑵　家事使用人に該当する・しない
家事使用人 家事使用人ではない

家庭において、その家族の指揮命
令の下で家事一般に従事する者

家庭における家事を事業として請
け負う者に雇われて、その指揮命
令の下に当該家事を行う者※２

労働基準法は適用除外 労働基準法は適用

⑶　一般職の国家公務員

国家公務員（行政執行法人の職員を除く。） 適用除外

行政執行法人の職員 適用

一部適用除外（法112条、116条等）２ 重要度 B

次のいずれかに該当する場合は、労働基準法の一部の規定が適
用除外となります。
⑴　一般職の地方公務員
⑵　船員法１条１項に規定する船員※４

船員

総則規定等及びその罰則以外 適用除外

総則規定等及びその罰則 適用

誰の指示を受けている
かで判断します。家族
の指示なら＝労働基準
法は適用除外、事業（企
業）の指示なら労働基
準法は適用です。

※２
家事サービス代行会社
などに雇用された者
が、家庭をまわり家事
を行うような場合です。

労働基準法第９条に定
める「労働者」とは、職
業の種類を問わず、事
業又は事務所に使用さ
れる者で、賃金を支払
われる者をいい、この
定義に該当する場合に
は、いかなる形態の家
事使用人にも労働基準
法が適用される。

解 ×
家事使用人について
は、労働基準法は適用
されない。

※３
国家公務員の全てが適
用除外ではありませ
ん。行政執行法人の職
員は、国家公務員の身
分を有しますが、労働
基準法の適用がありま
す。

用
語 ※４

船員とは、船舶に乗り
組み、海上で働く人た
ちの総称です。

家事使用人の判断は？
※１

過去問（H23）

※１

※３

※５
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総則 ● 第１節

第
１
章
労
基

５ 労働者（法９条） 重要度 A

「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用
される者で、賃金を支払われる者をいう。※６※７

具体例

代 表 取 締 役
法人、団体、組合の代表者又は執行機関のように、
事業主体との関係において使用従属の関係に立たな
い者は労働者ではない。

代表権を持たない
重 役

工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、そ
の限りにおいて労働者である。

労働組合専従職員
使用者が専従職員に対し会社に在籍のまま労働提供
の義務を免除し、組合事務に専従することを認める
場合には、会社との労働関係は存続する。

インターンシップ
に お け る 学 生

使用従属関係が認められない場合には、労働者に該
当しない。

※５
船員は海の上で業務を
行うことから、一般の
労働者とは異なる労働
条件が船員法に規定さ
れています。ただし、
労働基準法の総則規定
等（労働基準法第１条

（労働条件の原則）等）
は船員にも適用されま
す。

※６基 本
指揮命令下にあるとい
えるか否かは、業務の
内容、遂行の仕方、勤
務場所、勤務時間等の
拘束性によって判断す
ることから、例えば、
形式上は請負契約のよ
うなかたちをとってい
ても、その実体におい
て使用従属関係が認め
られるときは、当該関
係は労働関係であり、
当該請負人は労働者に
当たるものとされてい
ます。

※７発 展
最高裁の判例によれ
ば、研修医が医師法に
定めがある臨床研修と
して医療行為等に従事
する場合、当該医療行
為等は、病院の開設者
のための労務の遂行と
いう側面を不可避的に
有することとなるので
あり、病院の開設者の
指揮監督の下にこれを
行ったと評価すること
ができる限り、当該研
修医は労働者に当たる
ものというべきであ
る、としています。



10

第１章 ● 労働基準法

６ 使用者（法10条） 重要度 A

労働基準法の責任の主体となる使用者は次のいずれかに該当す
る者です。
⑴　事業主　　⑵　事業の経営担当者
⑶　その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為
をするすべての者※１※２

労働基準法の使用者となる
範囲が
広い！

事業の
経営担当者

（２）

事業主

（１）

その事業の労働者に関する
事項について事業主のために

行為をするすべての者

（３）

社長 部長会社

⑴は、法人であれば法人そのもの、⑵は、法人
の代表者、⑶は、部長や課長などが該当します。

※１基 本
労働基準法各条の義務
について実質的に一定
の権限を与えられてい
るか否かによるが、か
かる権限が与えられて
おらず、単に上司の命
令の伝達者にすぎぬ場
合は使用者とはみなさ
れない。

※２発 展
社会保険労務士は、社
会保険労務士法の定め
により、労働基準法に
基づく申請等について
事務代理をすることが
できるが、事務代理の
委任を受けた社会保険
労務士がその懈怠によ
り当該申請等を行わな
かった場合には、当該
社会保険労務士は「使
用者」に該当するもの
であり、労働基準法違
反の責任を問われるこ
とになるものとされて
います。

※３基 本
労働者が法令により負
担すべき所得税や健康
保険料等を事業主が労
働者に代わって負担す
る場合は、その事業主
が負担する部分は賃金
とみなされます。

※４基 本
使用者から支払われる
ものが賃金です。ホテ
ルのチップのように、
従業員がお客から受け
とるものは賃金ではあ
りません。
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総則 ● 第１節

第
１
章
労
基

７ 賃金（法11条） 重要度 A

労働基準法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与そ
の他名称の如何を問わず、労働の対償として、使用者が労働者に
支払うすべてのものをいう。※３※４※５※６

労働の対償である
賃金

使用者が労働者に支払う

賃金に該当するもの・しないもの（抜粋）
賃金に該当するもの 賃金に該当しないもの
基本給、残業手当、
通勤手当等

・任意的、恩恵的給付
　（例）結婚祝金、病気見舞金、退職金※７、一時

金（賞与）
ただし、労働協約、就業規則、労働契約等によっ
てあらかじめ支給要件が明確になっていて、使
用者に支払義務があるものは、労働の対償とし
て認められ賃金と取扱う。

・企業設備、業務費
　（例）作業服、出張旅費、交際費

８ 平均賃金

平均賃金の原則的な算定式※８（法12条）１ 重要度 A

算定すべき事由の発生した日以前３か月間※９に支払われた賃金の総額
算定すべき事由の発生した日以前３か月間の総日数

平均賃金とは、労働者の３か月間の賃金の１日あたりの平均
です。なお、平均賃金は後述する休業手当等の金額を算定する際
に用いることになります。

平均賃金は３か月間の賃金の総額を、労働日数ではな
く「総日数」で除して計算します。

試験
対策
　

※５基 本
解雇予告手当は賃金に
該当しません。

※６発 展
ストック・オプション
制度から得られる利益
は、それが発生する時
期及び額ともに労働者
の判断に委ねられてい
るため、労働の対償で
はなく、賃金には該当
しないものとされてい
ます。

※７発 展
最高裁の判例によれ
ば、「会社が退職金規
則において、同業他社
に就職した退職社員に
支給すべき退職金につ
き、支給額を一般の自
己都合による退職の場
合の半額と定めること
も、退職金が功労報償
的な性格を併せ有する
ことにかんがみれば、
合理性のない措置であ
るとすることはできな
い。」としています。

※８発 展
雇入れ後３か月未満の
労働者について平均賃
金を算定すべき事由が
発生した場合には、雇
入れ後の期間及びその
賃金により平均賃金が
算定されます。

※９発 展
算定すべき事由の発生
した日以前３か月間と
は、算定事由の発生し
た日の前日から遡る３
か月間をいいます。

読めばわかる！
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平均賃金を用いるもの及びそれぞれの具体的な算定事由発生日
解雇予告手当 労働者に解雇の通告をした日
休 業 手 当 休業最初の日
年次有給休暇 年次有給休暇を与えた日

災 害 補 償 死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の
発生が確定した日※２

減 給 の 制 裁 制裁の意思表示が相手方に到達した日

賃金締切日がある場合の算定（法12条）２ 重要度 A

平均賃金の算定において「３か月の期間は、賃金締切日がある
場合においては、算定事由発生日の直前の賃金締切日から起算さ
れる。」とされています。※３※４※５

例月給制の常用労働者の平均賃金（賃金締切日：毎月15日）

３/１６ ６/１５明細 明細

▼
算定事由発生

（６/２０）

明細
ここから
遡る！

 ３か月

賃金締切日があれば、算定事由発生日ではなく
直前の賃金締切日（６/15）から起算して平均賃
金を算定します。

※１
例えば、労働者が年次
有給休暇を取得した場
合、その日に支払う賃
金は、平均賃金を用い
ることができます。

※２発 展
災害補償を行う場合の
平均賃金は「死傷の原
因たる事故発生の日又
は診断によって疾病の
発生が確定した日」を
もって平均賃金を算定
すべき事由の発生した
日とするのであるか
ら、同一人の同一事故
についての平均賃金を
個々の補償事由によっ
て左右すべきではない
ものとされています。

※３
給与明細から簡単に計
算できるように、賃金
締切日を使って平均賃
金を算定します。

※４基 本
雇入れ後３か月に満た
ない労働者の場合で
も、賃金締切日がある
ときは、直前の賃金締
切日から起算されま
す。

※５基 本
賃金ごとに賃金締切日
が異なる場合（基本給
は毎月月末、時間外手
当は毎月20日など）、
直前の賃金締切日はそ
れぞれ各賃金ごとの賃
金締切日となります。

※１
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総則 ● 第１節

第
１
章
労
基

具体例（端数は省略）

算定期間 3/16〜4/15 4/16〜5/15 5/16〜6/15
総 日 数 31日 30日 31日
賃　 金 246,000円 241,000円 251,000円
平均賃金 738,000円（賃金合計）÷92（総日数）＝8,021円

平均賃金算定において除かれるもの（法12条）３ 重要度 A

⑴　次の期間は、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の
算定において、算定期間及び賃金の総額から控除されます。※６

ア 業務上の負傷又は疾病による療養のための休業期間
イ 産前産後の休業期間　
ウ 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
エ 育児・介護休業期間
オ 試みの使用期間

●業務上の負傷による休業期間がある場合

平均賃金の
算定から除く

平均賃金を算定

業務上による休業 労働に従事

残りの部分
で計算する！

 ３か月

業務上の負傷による休業期間等は平均賃金の算
定から除かれ、残りの部分で平均賃金を算定し
ます。

通勤上の負傷による休業期間は、平均賃金の算定から
除かれません。

試験
対策

平均賃金の計算におい
て、労働者が労働基準
法第７条に基づく公民
権の行使により休業し
た期間は、その日数及
びその期間中の賃金を
労働基準法第12条第
１項及び第２項に規定
する期間及び賃金の総
額から除外する。

解 ×
平均賃金の計算におい
て、公民権の行使によ
り休業した期間の日数
及びその期間中の賃金
は、「除外されない」。

語
呂 ※６

「業」、「産」、「使」、「育」、
「試」（ギョウサンシイ
クヲココロミル）

過去問（H27）
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⑵　次の賃金は、平均賃金の算定において、賃金の総額から控除
されます。

ア　臨時に支払われた賃金
イ　３か月を超える期間ごとに支払われる賃金※１※２

ウ　「法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われるもの」
以外の現物給与

平均賃金の最低保障（法12条）４ 重要度 A

賃金が日給、時間給、出来高払制その他請負制による場合は、
次の最低保障と １ 平均賃金の原則的な算定式による金額のどち
らか高い方が平均賃金となります。※３※４

日給、時間給、出来高払等の総額

最低保障額

事由の発生した日以前３か月に

労働した日数

×６０％

高い方

平均賃金の原則的な算定式１

総日数
ではない！

最低保障額は、賃金を労働した日数で除したものの
60％です。

試験
対策

※１基 本
３か月を超える期間ご
とに支払われる賃金の
具体例としては、年３
回以下で支払われる賞
与などがあります。

※２基 本
通勤費（通勤定期券）は
３か月を超える期間ご
とに支払われる場合で
あっても、「３か月を
超える期間ごとに支払
われる賃金」には該当
せず、平均賃金算定の
基礎となります。

例えば、日給制で算定
事由発生日以前３か月
の賃金総額が60万円、
総日数が90日、労働日
数が30日とした場合、
原則的な算定式では60
万円÷90日（総日数）≒
約6,600円であるのに
対して、最低保障では
60万円÷30日（労働日
数 ）×60 ％ ＝12,000円
になります。日給制の
場合は、働いた日数だ
け賃金が支払われるこ
とから、その働いた日
数である労働日数で除
したものの60％を最低
保障としています。

※４発 展
日日雇い入れられる者
については、その従事
する事業又は職業につ
いて、厚生労働大臣の
定める金額を平均賃金
とするものとされてい
ます。

最低保障が適用される
場合は？ ※３
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総則 ● 第１節

第
１
章
労
基

９ 労働関係の指導原理

労働条件の原則※５（法１条）

※５基 本
法１条（ １ 労働条件の
原則）と法２条（ ２ 労
働条件の対等な決定と
その遵守）違反につい
て、これらは訓示的な
規定であることから罰
則はありません。

※６基 本
労働条件とは、賃金、
労働時間のほか、解雇、
災害補償、安全衛生、
寄宿舎等に関する条件
をすべて含む労働者の
職場における一切の待
遇をいいます。

※７発 展
労働者が人たるに値す
る生活を営むために
は、その標準家族の生
活をも含めて考えるこ
ととされています。

※８
⑴は、労働者と使用者
は、対等の立場である
ことを宣言した規定で
あって、⑵は、お互い
に約束したことを守り
ましょう、という規定
です。

用
語 ※９

労働協約とは、労働組
合と企業が結んだ契約
です。労働協約は、原
則として締結した労働
組合に属している労働
組合員に適用されます。

用
語 ※ 10

就業規則とは、企業が
作成する労働条件等の
職場のルールです。

１ 重要度 A

⑴　労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要
を充たすべきものでなければならない。※６※７

⑵　労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるか
ら、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下
させてはならないことはもとより、その向上を図るように努め
なければならない。

●⑵の「この基準を理由として」とは

労働基準法の基準を理由として
低下させてはダメ！

労働基準法の労働条件（最低のもの）

会社の労働条件

労働条件の対等な決定とその遵守※８（法２条）２ 重要度 Ｂ

⑴　労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定す
べきものである。

⑵　労働者及び使用者は、労働協約※９、就業規則※10及び労働契
約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
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10 平等取扱いの原則

均等待遇の原則（法３条）１ 重要度 A

使用者は、労働者の国籍、信条※１又は社会的身分※２を理由と
して、賃金、労働時間その他の労働条件※３について、差別的取
扱い※４をしてはならない。

有利差別
不利 差別

労働基準法では、女性保護規定があることから、「国籍、
信条又は社会的身分」による差別禁止規定とし、「性
別」は含まれていません。

試験
対策

男女同一賃金の原則（法４条）２ 重要度 A

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金につい
て、男性と差別的取扱いをしてはならない。

●「国籍、信条又は社会的身分」と「女性」

国籍
信条

社会的身分
差
別
禁
止

労働者の待遇の一切
（雇入れを除く）

女性 賃金

性別含まない！

賃金だけ
女性差別
禁止あり！

女性であることを理由とする差別禁止規定が、
賃金にはあります。

※１基 本
信条とは、特定の宗教
的又は政治的信念をい
います。

※２発 展
社会的身分とは、生来
的な地位をいうことか
ら、臨時工と常用工の
ごとき事業場における
職制上の地位は、当然
に含まれません。

※３基 本
労働条件とは、労働契
約関係における労働者
の待遇の一切をいい、
雇入れ（採用）は含まれ
ません。

※４基 本
差別的取扱いとは、労
働者を他の労働者と有
利不利を問わず区別し
て異なる取扱いをする
ことをいいます。

※５基 本
労働者が現実に労働し
たかを問わず、労働を
強制することが禁止さ
れています。



17
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第
１
章
労
基

11 労働者の人権の擁護

強制労働の禁止（法５条）１ 重要度 A

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当
に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制して
はならない。※５

中間搾取※６の排除（法６条）２ 重要度 A

何人も※７、法律に基いて許される場合※８の外、業として他人
の就業に介入して利益を得てはならない。※９※10

中間搾取

使用者

第三者

労働者

労働者からの不当な賃金搾取を防ぐために、労働者の労働関
係の開始・存続についての介入を禁止しています。

労働者派遣

派遣元
労働者派遣契約

雇用関係

労働者

派遣先

　指揮命令関係
雇用関係なし

用
語 ※６

中間搾取とは、第三者
が使用者と労働者の間
に入って利益を得るこ
とをいい、労働基準法
では中間搾取を禁止し
ています。

※７基 本
「何人も」とは、事業主
に限定されず、個人、
団体又は公人たると私
人たるとを問わないも
のとされています。

※８基 本
「法律に基いて許され
る場合」とは、職業安
定法の規定により職業
紹介が認められている
有料職業紹介事業等が
該当します。

※９基 本
一回の行為であって
も、反覆継続する意思
があれば十分であり、
主業としてなされると
副業としてなされると
を問わないものとされ
ています。

※ 10基 本
労働者派遣は中間搾取
に該当しません。

用
語 ※11

労働者派遣とは、労働
者と派遣元との間に雇
用関係があり、派遣先
との間に雇用関係はな
く指揮命令関係のみが
ある形態をいいます。

読めばわかる！

※ 11
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公民権行使の保障※１※２（法７条）
※１

公民権行使の保障と
は、労働時間中の選挙
権の行使などを保障す
るための規定です。

※２基 本
最高裁の判例によれ
ば、「従業員が会社の
承認を得ないで公職に
就任したときは懲戒解
雇にする」旨の就業規
則の条項について、公
職に就任することが会
社業務の遂行を著しく
阻害するおそれがある
場合においても、普通
解雇に付することは別
にして、本条項を適用
して従業員を懲戒解雇
に付することは許され
ない、としています。

３ 重要度 Ｂ

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての
権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求
した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使又
は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更する
ことができる。

「その他公民としての権利」に該当するもの、しないもの
該当するものの例 該当しないものの例

・被選挙権
・民衆訴訟

・他の候補者のための選挙運動
・個人としての訴権の行使

「公の職務」に該当するもの、しないもの
該当するものの例 該当しないものの例

・労働審判員
・裁判員

・非常勤の消防団員

賃金の保障
公民権行使等に要した時間に関する賃金については、特に有給

であることを要求しておらず、当事者間の取決めによる。

ポイントチェックで
確認しましょう。
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第
１
章
労
基

解　答ポ イ ン ト チ ェ ッ ク
１ ×
労働基準法で定める
労働条件に達しない
部分が無効となる。
2 〇
3 〇
4 ×
業務外の傷病による
休業期間は、控除さ
れない。
5 〇

	 労働条件のうち一部が労働基準法で定める基準に達しない労働契
約は、その全てについて無効となる。

	 家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮
命令の下に当該家事を行う者には、労働基準法の適用がある。

	 労働基準法において、事業主とは、個人企業にあってはその企業
主個人、会社その他の法人組織であればその法人そのものをいう。

	 業務上及び業務外の傷病による休業期間は、平均賃金の算定にお
いて、算定期間及び賃金の総額から控除される。

	 ６か月ごとに支給される通勤定期券は、平均賃金の算定において、
賃金の総額に含まれる。

❶
□□□

❷
□□□

❸
□□□

❹
□□□

❺
□□□

次節も
がんばりましょう！
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出題傾向と対策
第１節　総則、被保険者及び被扶養者、標準報酬月額及び標準賞与額 改正

第２節　費用の負担、保険料、保険給付①
第３節　保険給付②
第４節　保険給付③、資格喪失後の給付、保険給付の制限等
第５節　任意継続被保険者、特例退職被保険者、日雇特例被保険者
第６節　全国健康保険協会・健康保険組合、届出等

令和４年度 本試験対策の主な改正
●夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について、明確な基準が定められた。
（令和３年８月１日から適用）

令和３年度 本試験対策の主な改正
●保険医療機関等において療養の給付等を受ける場合の被保険者資格（被扶養者資格）
の確認方法について、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法（保険医療機
関等に被保険者証（保険薬局等においては被保険者証又は処方せん）を提出すること）
により行うものとされた。（令和２年10月１日施行）
●被保険者等記号・番号等について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこ
れに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制
限」の規定が設けられた。（令和２年10月１日施行）

健康保険法

第７章
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出題傾向と対策

被扶養者被保険者

業務災害以外の傷病等について保険給付を行う

保険者 病院

医療費の支払
（７割）

医療費の支払
（３割負担）

診察等

健康保険法は、保険給付の種類だけでなく、その他の内容もボリュームが多いことから、
苦手とする受験生が多い科目です。また、近年は内容の理解を問う問題も少なくありませ
ん。

８問中１問（空欄５つ）が健康保険法です。平成28年は「70歳未満の高額療養費」（条文）等、
平成29年は「都道府県単位保険料率」（条文）等、平成30年は「基本的理念」（条文）等、令
和元年は「傷病手当金」（条文）等、令和２年は「一部負担金」（条文）等の出題となっていま
す。

70問中10問が健康保険法です。全体的に満遍なく出題されています。どの項目も基本を
正確に覚えることが大事です。

特 徴

選択式

択一式

第７章
健康保険法

重要度 Ａ
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第
７
章
健
保過去５年間の出題傾向

（　）は重要度
平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

選択 択一 選択 択一 選択 択一 選択 択一 選択 択一

第１節（Ａ） ─ 14 1 10 3 14 ─ 12 ─ 12

第２節（Ｂ） ─ 9 2 8 ─ 5 ─ 11 ３ ８

第３節（Ｂ） 2 9 1 5 2 4 2 8 ─ ７

第４節（Ａ） 3 10 ─ 10 ─ 10 ─ 8 １ ８

第５節（Ｃ） ─ 1 ─ 4 ─ 3 1 4 ─ ６

第６節（Ｂ） ─ 6 1 13 ─ 14 2 7 １ ９

各節ごとの概要
総則、被保険者及び被扶養者、標準報酬月額及び標準賞与額
健康保険法の根幹となる事項を学習します。定時決定等は全体像の把握を優先し
ましょう。

費用の負担、保険料、保険給付①
保険料、保険給付等を学習します。保険料等の督促・滞納処分・延滞金は労働保
険徴収法と、保険給付は、労災保険法と比較すると効果的です。

保険給付②
怪我をしたとき等の所得保障である傷病手当金や出産に伴う休業期間中の所得保
障である出産手当金等を学習します。

保険給付③、資格喪失後の給付、保険給付の制限等
家族給付等を学習します。家族給付の種類や金額等は、概ね被保険者自身に対す
る保険給付と同じです。

任意継続被保険者、特例退職被保険者、日雇特例被保険者
任意継続被保険者等を学習します。保険料負担等、一般の被保険者と異なる部分
を確実におさえましょう。

全国健康保険協会・健康保険組合、届出等
事業主が行う健康保険法に関する届出等を学習します。

第１節

第２節

第３節

第４節

第５節

第６節
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第７章 ● 健康保険法

学習上の  ポイント

総則、被保険者及び被扶養者、
標準報酬月額及び標準賞与額

●被扶養者は、生計維持のみが要件となるグループ、生計維持
に加え同一世帯が要件となるグループを整理しましょう。

●標準報酬月額は、定時決定等の仕組みを理解しましょう。

第１節

１ 総則

健康保険法（以下、健康保険）は、会社員を対象とした医療保険
制度です。病気・けがをしたときや、出産・死亡したときなど不
時の出費に備えて、事業主と被用者で保険料を出し合い、いざと
いうときに医療サービスや現金での給付を行い、生活の安定を図
る目的で作られた制度です。

概要

仕事によるもの 業務災害 労災保険
＜原因・事由＞ ＜災害分類＞ ＜保険＞

その他 その他の災害 健康保険

目的（法１条）１ 重要度 Ｂ

健康保険法は、労働者又はその被扶養者※１の業務災害※２以外
の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もっ
て国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

健康保険は業務災害以外の疾病等を保険給付の対象とした制
度です。業務災害は労災保険の保険給付の対象です。

※１
労働者に妻や子供など
の扶養家族（被扶養者）
がいるときは、その被
扶養者の病気やけがな
どに対しても、健康保
険から保険給付が行わ
れます。

※２
業務災害とは、労働者
災害補償保険法に規定
する業務災害をいいま
す。

読めばわかる！
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総則、被保険者及び被扶養者、標準報酬月額及び標準賞与額 ● 第１節

第
７
章
健
保

基本的理念（法２条）２ 重要度 Ｂ

健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすも
のであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会
経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢
者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り
方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の
運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が
受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければな
らない。

常
に
検
討

・医療保険の運営の効率化
・給付の内容及び費用の負
担の適正化

・国民が受ける医療の質の
向上

・高齢化の進展
・疾病構造の変化
・社会経済情勢の変化
等に対応し、その在り方に
関して

保険者（法４条等）３ 重要度 Ｂ

⑴　保険者
健康保険（日雇特例被保険者の保険を除く。）の保険者は、全国健

康保険協会及び健康保険組合とする。

組合管掌
健康保険 健康保険組合

※３

保険者

健康保険組合健康保険
組合がある

協会管掌
健康保険

全国
健康保険協会

※４

健康保険
組合がない

保険者

事務

事務※５

●適用徴収業務
　厚生労働大臣※６
●保険給付業務
　全国健康保険協会

雇用先の企業に健康保険組合が設立されているのであれば、
その健康保険組合が管

かん

掌
しょう

する健康保険の被保険者となり、雇用先
の企業に健康保険組合が設立されていないのであれば、全国健康
保険協会が管掌する健康保険の被保険者となります。

用
語 ※３

健康保険組合とは、企
業により設立され、そ
の企業の被用者とその
家族を対象として、健
康保険事業を担う公法
人をいいます。この健
康保険組合の設立に
は、厚生労働大臣の認
可が必要です。

用
語 ※４

全国健康保険協会と
は、政府により設立さ
れ、健康保険組合に加
入していない被用者と
その家族を対象とし
て、健康保険事業を担
う公法人をいいます。
なお、全国健康保険協
会は、都道府県ごとに
支部が置かれ、地域の
医療費を反映した保険
料率を設定するなど都
道府県単位の財政運営
を基本としています。

※５基 本
任意継続被保険者に係
る事務は、適用徴収業
務及び保険給付業務と
もに全国健康保険協会
が行います。

※６
厚生労働大臣の権限
は、原則として日本年
金機構（年金事務所）に
委任、委託されていま
す。そのため、基本的
には日本年金機構（年
金事務所）において手
続を行うことになりま
す。

　　　　
　　　　

　　　　
　　　　

読めばわかる！
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第７章 ● 健康保険法

⑵　二以上の事業所に使用される者の保険者
同時に二以上の事業所に使用される場合であって、保険者が二

以上あるときの保険者は、被保険者の選択に委ねられる。

全国健康保険協会
同時に二以上に使用 被保険者が

選択する健康保険組合

保険者が複数となるときは、被保険者が選択するもの
とされ、健康保険組合が優先して保険者となるわけで
はありません。

試験
対策

２ 被保険者及び被扶養者

健康保険法の適用の仕組みは、労災保険や雇用保険と同様です。
適用事業所に使用されている労働者が被保険者で、その被保険者
の妻や子などの扶養家族で一定のものが被扶養者です。

労働者

事業所
使用関係

適用事業所

被保険者

被扶養者

生計維持関係等

健康保険法適用

強制適用

任意適用

強制適用事業所※１※２（法３条）１ 重要度 Ａ

⑴　国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を
使用するもの

⑵　個人経営の事業所で、常時５人以上の従業員を使用する法定
業種に該当するもの

※１基 本
事業とは、工場、商店、
事務所など事業が行わ
れる一定の場所をい
い、原則として、同じ
場所にあるものは一個
の事業とされ、場所的
に分散しているものは
別個の事業とされま
す。

※２基 本
外国人が経営する事業
であっても、当該事業
所が強制適用事業所の
要件に該当する限り、
適用事業所となり、そ
の従業員は国籍に関係
なく被保険者となりま
す。
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総則、被保険者及び被扶養者、標準報酬月額及び標準賞与額 ● 第１節

第
７
章
健
保

適用除外の規定によって被保険者となることができな
い者であっても、当該事業所に常時使用される者であ
れば、上記の常時５人以上の算定に含まれます。

試験
対策

法人

個人

適用事業所
健康保険の
適用

厚生労働大臣
の認可

任
意

強
制

農林水産業、旅館・飲食店・接客業・理容業等
（サービス業）などが該当します。※３

適用事業所
常時５人以上＋法定業種

適用事業所以外
常時５人未満又は法定業種以外

法定業種
ａ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ｂ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、

解体又はその準備の事業
ｃ 鉱物の採掘又は採取の事業
ｄ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ｅ 貨物又は旅客の運送の事業
ｆ 貨物積卸しの事業
ｇ 焼却、清掃又はとさつの事業
ｈ 物の販売又は配給の事業
ｉ 金融又は保険の事業
ｊ 物の保管又は賃貸の事業
ｋ 媒介周旋の事業
ｌ 集金、案内又は広告の事業
ｍ 教育、研究又は調査の事業
ｎ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ｏ 通信又は報道の事業
ｐ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生

保護事業

個人経営の事業所は、常時５人以上の従業員を使用する場合で
あっても、法定業種に該当しないときは、適用事業所とはなりません。

※３基 本
社会保険労務士事務所
は、法定業種に含まれ
ていません。

法定業種以外を
覚えましょう。

読めばわかる！

常時10人の従業員を
使用している個人経営
の飲食業の事業所は強
制適用事業所とはなら
ないが、常時３人の従
業員を使用している法
人である土木、建築等
の事業所は強制適用事
業所となる。

解 〇
個人経営の飲食業（法
定業種以外の業種）の
事業所は、常時使用す
る従業員の数にかかわ
らず、強制適用事業所
とならない。一方、法
人の事業所であって、
常時従業員を使用する
ものは、業種にかかわ
らず、強制適用事業所
となる。

過去問（H23）
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任意適用事業所（法31条等）２ 重要度 Ａ

⑴　任意適用の要件※１※２※３

適用事業所以外の事業所が健康保険の適用事業所となるための
要件は次の通りです。

ア 適用事業所以外の事業所の事業主の認可申請
イ 事業所に使用される者（被保険者となるべき者に限る。）の２分の１以
上の同意

ウ 厚生労働大臣の認可

被保険者となるべき者が任意適用の申請を希望する場
合でも、事業主に当該申請を行う義務は生じません。

試験
対策

申請希望に係る事業主の義務
労災保険・雇用保険 健康保険

任意適用の申請の
希望がある場合

事業主に申請義務が
生じる

事業主に申請義務は
生じない

⑵　任意適用の取消※４

任意適用の許可を受けた任意適用事業所が、その取消をするた
めの要件は次の通りです。

ア 任意適用事業所の事業主の認可申請
イ 被保険者の４分の３以上の同意
ウ 厚生労働大臣の認可

被保険者が任意適用取消の申請を希望する場合でも、
事業主に当該申請を行う義務は生じません。

試験
対策

※１発 展
日本にある外国公館に
ついては、当該外国公
館と管轄行政機関との
間に当該外国公館が事
業主として保険料の納
付、被保険者資格得喪
届の提出等の義務を遵
守する旨の覚書が取り
交わされることを条件
として、任意適用の認
可をし、その使用する
日本人等を被保険者と
して取り扱うことが認
められています。

※２基 本
強制適用事業所が、事
業内容の変更や従業員
数の減少等により強制
適用事業所の要件に該
当しなくなったときは、
その事業所について、
任意適用事業所の認可
があったものとみなさ
れる（任意適用の認可
申請は必要ない）もの
とされています。

※３基 本
厚生労働大臣による任
意適用の認可があった
ときは、その事業所に
使用される者は、任意
適用に反対であった者
を含めて健康保険の被
保険者となります。

※４基 本
任意適用の取消しの認
可があったときは、そ
の事業所に使用される
被保険者は、取消に同
意しなかった者も含め
て被保険者の資格を喪
失します。
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適用事業所の一括（法34条）３ 重要度 Ｃ

⑴　要件
二以上の適用事業所の事業主が同一である場合で、当該事業主

が厚生労働大臣の承認を受けること

⑵　効果
ア　当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
イ　当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものと

みなされる。

A本店

B工場 C支店

甲企業

厚生労働大臣の承認

一の適用
事業所とする
ことができる！

適用事業所
でなくなったもの
とみなされる！

企業全体を包括して一の適用事業とすることで、労働保険徴
収法の保険関係の一括と同様に、本社等でまとめて事務を処理す
ることができます。

被保険者（法３条）４ 重要度 Ａ

被保険者とは、適用事業所（強制適用事業所又は任意適用事業所）

に使用される※５者をいう。ただし、次のいずれかに該当すると
きは、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者とならない。

個人経営の事業所の事業主は、「使用される者」でな
いので、被保険者とはなりません。

試験
対策

読めばわかる！

※５基 本
「使用される」とは、法
律上の雇用契約の有無
に関係なく、事業主と
被用者との間に事実上
の使用関係があること
をいいます。すなわち、
健康保険では、この保
険が適用される事業所
の事業主と被用者との
間に実体的な使用関係
がある者を「使用され
る」ものとして取り扱
います。
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⑴船員保険の被保険者（疾病任意継続被保険者を除く。）
⑵臨時に使用される者であって、次のａ又はｂに掲げるもの（ａに掲げ

る者にあっては１か月を超え、ｂに掲げる者にあってはｂに掲げる所
定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。）
ａ 日々雇い入れられる者
ｂ ２か月以内の期間を定めて使用される者

⑶事業所で所在地が一定しないものに使用される者※１

⑷季節的業務に使用される者（当初から継続して４か月を超えて使用さ
れるべき場合を除く。）

⑸臨時的事業の事業所に使用される者（当初から継続して６か月を超え
て使用されるべき場合を除く。）

⑹国民健康保険組合の事業所に使用される者
⑺後期高齢者医療の被保険者等
⑻厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者（健康保

険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期
間に限る。）

⑼事業所に使用される者であって、その１週間の所定労働時間が同一の
事業所に使用される通常の労働者の１週間の所定労働時間の４分の３
未満である短時間労働者又はその１か月間の所定労働日数が同一の事
業所に使用される通常の労働者の１か月間の所定労働日数の４分の３
未満である短時間労働者に該当し、かつ、次のいずれかの要件に該当
するもの
ａ １週間の所定労働時間が20時間未満であること。※２※３
ｂ 当該事業所に継続して１年以上使用されることが見込まれないこ

と。
ｃ 報酬（最低賃金法第４条第３項各号に掲げる賃金に相当するものと

して厚生労働省令で定めるもの※４を除く。）について、厚生労働省
令で定めるところにより算定した額が、８万８千円未満であること。

ｄ 学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生その他の厚生
労働省令で定める者であること。

⑵の臨時に使用される者

被保険者とならない（適用除外） 被保険者となる

ａ 日々雇い入れられる者
１か月を超えて引き続き使用さ
れることとなったときは、その
ときから

ｂ ２か月以内の期間を定めて
使用される者

所定の期間を超えて引き続き使
用されることとなったときは、
そのときから

※１基 本
所在地が一定しない事
業所とは、巡回興行の
ような事業をいいます。
また、この事業に使用
される者は、長期にわ
たって使用される場合
であっても、被保険者
となりません。

※２発 展
特定適用事業所に使用
される短時間労働者に
ついて、１週間の所定
労働時間が20時間未満
であるものの、残業等
を除いた基本となる実
際の労働時間が直近２
か月において週20時
間以上である場合で、
今後も同様の状態が続
くと見込まれるとき
は、当該所定労働時間
は週20時間以上であ
ることとして取り扱う
ものとされています。

※３発 展
１週間の所定労働時間
が短期的かつ周期的に
変動し、通常の週の所
定労働時間が一通りで
ない場合は、当該周期
における１週間の所定
労働時間の平均により
算定された時間を１週
間の所定労働時間とす
る。
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臨時に使用される者であっても、上記のように被保険者とな
る場合があります。

⑷の季節的業務に使用される者

被保険者とならない（適用除外） 被保険者となる

当初４か月以内の期間で使用 当初から４か月を
超える期間で使用

⑼の４分の３未満である短時間労働者

特定適用事業所以外 被保険者とならない

特定適用事業所※６

ａ １週の所定労働時間が20時間以
上

ｂ 継続して１年以上の使用見込み
ｃ 報酬の月額が８万８千円以上
ｄ 学生等でない（注）

いずれにも該当する
被保険者となる

いずれかに該当しない
被保険者とならない

（注）P10⑼ａ～ｄを省略して記載しています。

被保険者資格の取得及び喪失（法35条等）５ 重要度 Ｂ

⑴　資格の取得事由及び取得時期
取得事由 取得時期

ア 適用事業所に使用されるに至ったとき
当　日イ その使用される事業所が適用事業所となったとき

ウ 適用除外事由に該当しなくなったとき

適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使
用関係の発生した日であって、事業所調査の際に資格
取得届のもれが発見された場合は、すべて事実の日に
さかのぼって資格取得させるべきものとされています。

試験
対策

読めばわかる！

※５

※４発 展
次に掲げるものは、報
酬から除くものとされ
ています。
ア 臨時に支払われる

賃金（結婚手当等）
イ １か月を超える期

間ごとに支払われる
賃金（賞与等）

ウ 所定労働時間を超
える時間の労働に対
して支払われる賃金

（割増賃金等）
エ 所定労働日以外の

日の労働に対して支
払われる賃金

オ 深夜労働に対して
支払われる賃金のう
ち、通常の労働時間
の賃金の計算額を超
える部分

カ 最低賃金法におい
て算入しないことを
定める賃金（精皆勤
手当、通勤手当及び
家族手当）

※５基 本
季節的業務に使用され
る者について、当初は
４か月以内の契約期間
で雇用された者が、事
業の都合で、４か月を
超えて使用されるよう
になっても、被保険者
とはなりません。当初
から４か月を超えるの
であれば当初から被保
険者です。

※６発 展
事業主が同一である一
又は二以上の適用事業
所であって、当該一又
は二以上の適用事業所
に使用される特定労働
者（70歳未満の者のう
ち一定のもの）の総数が
常時500人を超えるも
のの各適用事業所をい
うものとされています。
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⑵　資格の喪失事由及び喪失時期※１※２

喪失事由 喪失時期
ア 死亡したとき

翌　日
イ その事業所に使用されなくなったとき
ウ 適用除外事由に該当するに至ったとき
エ 任意適用事業所について、任意適用取消の認可が

あったとき
オ 上記の喪失事由に該当した日に、さらに取得事由

に該当するに至ったとき 当　日

●被保険者資格の取得と喪失

喪失

翌日

就職

その日

退職

取得
当日取得
翌日喪失！

被扶養者（法３条）６ 重要度 Ａ

⑴　被扶養者の範囲
被扶養者に該当する者の範囲は、主として被保険者に生計を維

持されていることが要件であるグループと、生計を維持されてい
ることに加えて、被保険者と同一世帯に属していることが要件で
あるグループに分けられます。

被扶養者
被扶養者とは、次のアからエに掲げる者で、日本国内に住所を

有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に
住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生
活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるも
のをいう。

生計維持
関係のみ

ア 被保険者の直系尊属※３、配偶者（事実上を含む）※４、
子、孫、兄弟姉妹

生計維持関係
＋

同一世帯

イ 上記ア以外の３親等内の親族
ウ 事実婚の配偶者の父母及び子※５
エ 上記ウの配偶者の死亡後のその父母及び子

被保険者資格は、
原則として、当日取得、
翌日喪失です。

※１基 本
同一の事業所において
は雇用契約上一旦退職
した者が一日の空白も
なく引き続き再雇用さ
れた場合は、退職金の
支払いの有無又は身分
関係若しくは職務内容
の変更の有無にかかわ
らず、その者の事実上
の使用関係は中断する
ことなく存続している
ものであるから、被保
険者の資格も継続する
ものとされています。
ただし、60歳以上の者
で、退職後継続して再
雇用されるものについ
ては、使用関係が一旦
中断したものとみなし、
事業主から被保険者資
格喪失届及び被保険者
資格取得届を提出させ
ることができます。

※２発 展
登録型の派遣労働者の
適用については、派遣
就業に係る一の雇用契
約の終了後、最大１か
月以内に、同一の派遣
元事業主のもとでの派
遣就業に係る次回の雇
用契約（１か月以上の
ものに限る。）が確実に
見込まれるときは、使
用関係が継続している
ものとして取り扱い、
被保険者資格は喪失さ
せないことができるも
のとされています。
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●ウ　事実婚の配偶者の父母及び子

アにより被扶養者

ウにより被扶養者

ウにより被扶養者

事実婚の場合は
親族ではない！

事実婚

子

父母

被保険者 配偶者

主として被保険者によって生計維持
＋被保険者と同一世帯に属する

厚生労働省令で定めるもの
上記の日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚

生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

ア 外国において留学をする学生
イ 外国に赴任する被保険者に同行する者
ウ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に

海外に渡航する者
エ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生

じた者であって、上記イに掲げる者と同等と認められるもの
オ 上記アからエに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して

日本国内に生活の基礎があると認められる者

まとめ

医療保険 年　　金

国民年金の第１号被保険者

⑴　会社員

⑵　上記⑴の配偶者

⑶　上記⑴、⑵以外
　の者

健康保険の
被保険者

健康保険の
被扶養者

国民健康保険の
被保険者

厚生年金保険の被保険者
（国民年金の第２号被保険者）

国民年金の第３号被保険者

●国内居住要件あり
●「医療滞在ビザ」滞在者等は対象外

用
語 ※３

直系尊属とは、被保険
者本人の父母、祖父母、
曾祖父母等をいいま
す。

※４
法律上の配偶者だけで
はなく、戸籍上婚姻の
届出はしていないが、
事実上婚姻関係と同様
の事情にある者も含ま
れます。

※５
事実婚の配偶者の父母
や子は、被保険者との
親族関係はなく３親等
内の親族に含まれてい
ません。ただし、健康
保険では、その実態を
考慮して被扶養者の範
囲に含めています。ま
た、事実婚の配偶者が
亡くなった後も引き続
き被扶養者になりま
す。
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⑵　３親等内の親族※１

３親等内の親族は次の通りです。

（注）①～③は親等数である。
　　　は血族である。

　　　は生計維持関係のみでよい。
　　　は姻族※２である。

曾祖父母
③

父母
①

本　人

兄弟姉妹
②

祖父母
②

曾祖父母
③

父母
①

配偶者

子
①

孫
②

曾孫
③

祖父母
②

伯叔父母
③

伯叔父母
③

兄弟姉妹
②

甥姪
③

配偶者
①

配偶者
②

甥姪
③

配偶者
③

配偶者
③

配偶者
③

傍系直系傍系

１親等

２親等

３親等

子
①

孫
②

配偶者
②

曾孫
③

直系
尊属

⑶　後期高齢者医療の被保険者等※３

後期高齢者医療の被保険者等である者その他健康保険法の適用
を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者
は、被扶養者とされない。

＜高齢者医療確保法＞

＜健康保険法＞
75歳

後期高齢者医療制度の被保険者

被保険者・被扶養者

厚生労働省令で定める者
上記の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

ア　日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく活
動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院等に入院し疾病等に
ついて医療を受ける活動等を行うもの及びこれらの活動を行う
者の日常生活上の世話をする活動を行うもの 

※１
一つの世代を１親等と
して数えます。例えば、
本人の父母は一つ上の
世代であることから１
親等です。また、兄弟
姉妹（傍系）は、共通の
祖先である父母を経由
して数えます。父母で
１親等、その次の兄弟
姉妹は２親等です。

用
語 ※２

姻族とは、婚姻によっ
て生じる親族です。具
体的には、配偶者の血
族（ 配 偶 者 の 父 母 な
ど）、血族の配偶者（子
の配偶者など）をいい
ます。

※３
75歳以上の者は、高
齢者医療確保法の後期
高齢者医療制度の被保
険者となることから、
健康保険の被保険者、
被扶養者からは除外さ
れます。

※４基 本
夫婦共同扶養の場合に
おける被扶養者の認定
について（抜粋）
・夫婦とも被用者保険

の被保険者の場合に
は、以下の取扱いと
する。
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イ　日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく活
動のうち、本邦において１年を超えない期間滞在し、観光、保
養その他これらに類似する活動を行うもの

⑷　収入がある者等の被扶養者の認定※４

被扶養者としての届出に係る者（以下、認定対象者）の年間収入※５

が、次の金額未満でなければ、被扶養者の認定を受けることがで
きません。

ア　認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合※６

認定対象者の年間収入

被保険者の年間収入の
２分の１未満130万円未満（注） かつ

被扶養者に該当する

具体例

被保険者と同一世帯に属している認定対象者の年間収入が
140万円、被保険者の年間収入が300万円であるとき

→認定対象者の年間収入（140万円）が130万円以上であること
から、被扶養者に該当しない。

イ　認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合

認定対象者の年間収入

被保険者からの援助に
よる収入額より少ない130万円未満（注） かつ

被扶養者に該当する

具体例

被保険者と同一世帯に属していない認定対象者の年間収入が
100万円、被保険者からの援助額が200万円であるとき

→認定対象者の年間収入（100万円）が130万円未満、かつ、被
保険者からの援助による収入額（200万円）より少ないことか
ら、被扶養者に該当する。

（注） 認定対象者が60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の障害
者であるときは、180万円未満が基準となります。※７

⑴被扶養者とすべき者
の 員 数 に か か わ ら
ず、被保険者の年間
収 入（ 過 去 の 収 入、 
現時点の収入、将来
の収入等から今後１
年間の収入を見込ん
だものとする。以下
同じ。）が多い方の被
扶養者とする。 

⑵夫婦双方の年間収入
の差額が年間収入の
多い方の１割以内で
ある場合は、被扶養
者の地位の安定を図
るため、届出により、
主として生計を維持
する者の被扶養者と
する。

※５基 本
年間収入には、雇用保
険の失業等給付、公的
年金、健康保険の傷病
手当金や出産手当金等
が含まれます。

※６発 展
認定対象者の年間収入
が130万円未満であっ
て、かつ、被保険者の
年間収入を上回らない
場合には、当該世帯の
生計の状況を総合的に
勘案して、当該被保険
者がその世帯の生計維
持の中心的役割を果た
していると認められる
ときは、被扶養者に該
当するものとして差し
支えないものとされて
います。

これらの者は、年金の
支給を受けているから
です。年金によって年
収が増えることから、
180万円未満に引き上
げられています。

60歳以上又は障害厚生年金を受
けられる程度の障害者の場合に、
「180万円未満」が基準となるのは？

※７

改正
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３ 標準報酬月額及び標準賞与額※１

給
料

月額
換算

等級に
あてはめ報酬月額

352,612円

報酬

基本給など

賞与
年３回以下
のもの

支払の都度

定時決定などにより標準報酬月額
が決定・改定される

標準賞与額

1,000円未満切捨て、上限あり

標準報酬月額
25等級
36万円

標準報酬月額等級表

等
級
標準報酬
月額

報酬月額
以上　　未満

１ 58,000 ～ 63,000
２ 68,000 63,000～ 73,000
３ 78,000 73,000～ 83,000
４ 88,000 83,000～ 93,000
５ 98,000 93,000～101,000
６ 104,000 101,000～107,000
７ 110,000 107,000～114,000
８ 118,000 114,000～122,000
９ 126,000 122,000～130,000
10 134,000 130,000～138,000
11 142,000 138,000～146,000
12 150,000 146,000～155,000
13 160,000 155,000～165,000
14 170,000 165,000～175,000
15 180,000 175,000～185,000
16 190,000 185,000～195,000
17 200,000 195,000～210,000
18 220,000 210,000～230,000
19 240,000 230,000～250,000
20 260,000 250,000～270,000
21 280,000 270,000～290,000
22 300,000 290,000～310,000
23 320,000 310,000～330,000
24 340,000 330,000～350,000
25 360,000 350,000～370,000

等
級
標準報酬
月額

報酬月額
以上　　未満

26 380,000 370,000～  395,000
27 410,000 395,000～  425,000
28 440,000 425,000～  455,000
29 470,000 455,000～  485,000
30 500,000 485,000～  515,000
31 530,000 515,000～  545,000
32 560,000 545,000～  575,000
33 590,000 575,000～  605,000
34 620,000 605,000～  635,000
35 650,000 635,000～  665,000
36 680,000 665,000～  695,000
37 710,000 695,000～  730,000
38 750,000 730,000～  770,000
39 790,000 770,000～  810,000
40 830,000 810,000～  855,000
41 880,000 855,000～  905,000
42 930,000 905,000～  955,000
43 980,000 955,000～1,005,000
44 1,030,000 1,005,000～1,055,000
45 1,090,000 1,055,000～1,115,000
46 1,150,000 1,115,000～1,175,000
47 1,210,000 1,175,000～1,235,000
48 1,270,000 1,235,000～1,295,000
49 1,330,000 1,295,000～1,355,000
50 1,390,000 1,355,000～

（単位：円）

報酬、賞与
ともに保険料の
対象です。

※１
標準報酬月額、標準賞
与額は、健康保険法に
おける保険料額等の算
定基礎となるもので
す。基本給などが標準
報酬月額、賞与が標準
賞与額に該当します。

※２
報酬を月額に換算した
ものを等級表に当ては
めることで、1,000円
未満の端数を切捨てた
標準報酬月額を決定
し、保険料額を算定す
るとき等の事務負担を
軽減しています。

　　　　　　

　　　　　

※２
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標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、最低
58,000円から最高1,390,000円までの、50等級の等
級区分によって定められています。

試験
対策

標準報酬月額の対象となる報酬（法３条等）１ 重要度 Ｂ

⑴　報酬とは※３※４

「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる
名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべ
てのものをいう。

⑵　報酬から除かれるもの
臨時に受けるもの※５、３か月を超える期間ごとに受けるもの

は、報酬から除かれる。

３か月を超える期間ごとに受けるもの（年３回以下支給されるもの）

具体例

賞与の支給が年４回（年４回以上）である場合は、３か月を
超える期間ごとに受けるものに該当しない。→報酬（標準報酬
月額）に該当する。

４月～６月 ７月～９月 10月～12月 １月～３月
３か月分の賞与 ３か月分の賞与 ３か月分の賞与 ３か月分の賞与

具体例

賞与の支給が年２回（年３回以下）である場合は、３か月を超
える期間ごとに受けるものに該当する。→賞与（標準賞与額）に
該当する。

４月～９月 10月～３月
６か月分の賞与 ６か月分の賞与

⑶　在職中に支払われる退職金の取扱い
ア　事業主の都合により退職前に退職一時金として前払いするも

のは、退職金としての性質が認められ、報酬に該当しない。
イ　退職金の全部又は一部を在職時の報酬に上乗せして支給する

ものは、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通
常の生計に充てられる経常的な収入としての意義を有すること
から、原則として報酬に該当する。

※３基 本
健康保険法、国民年金
法、厚生年金保険法、
労働者災害補償保険法
などの社会保険制度に
よる保険給付や恩恵的
なもの（結婚祝金、災
害見舞金、病気見舞金
など）、実費弁償的な
もの（出張旅費など）は
報酬に該当しません。

※４発 展
全国健康保険協会管掌
健康保険の被保険者に
係る報酬額の算定にお
いて、事業主から提供
される食事の経費の一
部を被保険者が負担し
ている場合、当該食事
の経費については、厚
生労働大臣が定める標
準価額から本人負担分
を控除したものを現物
給与の価額として報酬
に含めるが、標準価額
の３分の２以上を被保
険者が負担している場
合には報酬に含まれな
いものとされていま
す。

※５
臨時に受けるものと
は、被保険者が常態と
して受ける報酬以外の
もので、支給事由、支
給条件等が不確定なも
のです。例えば、デパー
トの店員に支給される
大入り袋と称するもの
等が該当します。
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⑷　現物給与の取扱い
報酬の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合にお

いては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が
定める。なお、健康保険組合は、規約で別段の定めをすることが
できる。

派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所
在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在
する都道府県の現物給与の価額を適用します。　　※１

試験
対策

標準報酬月額の決定と改定２ 重要度 C

標準報酬月額は、被保険者となった際に行われる資格取得時決
定、毎年定期的に行われる定時決定、昇給・降給など報酬に著し
い変動があった場合に行われる随時改定、産前産後休業又は育児
休業等終了後に随時改定の対象とならずとも申出に基づき行われ
る産前産後休業を終了した際の改定又は育児休業等終了時改定に
より、決定又は改定されます。

●標準報酬月額の決定・改定の流れ

入社

取得時
決定

昇給

降給
▼

随時改定標準報酬
月額
○○円

７/１

定時
決定

標準報酬
月額
○○円

標準報酬
月額
○○円

７/１

定時
決定

年１回定時決定で
変更する！

変動があれば
次の定時決定の
前に改定する！

※１基 本
派遣労働者について
は、派遣元事業所にお
いて健康保険の適用を
受けます。

現物で支給される食事
や住宅は、厚生労働大
臣が都道府県ごとに告
示で定めた現物給与の
価額に基づいて報酬に
算入する（健康保険組
合が規約で別段の定め
をした場合を除く。）。
なお、現物給与の価額
の適用に当たっては、
被保険者の勤務地（被
保険者が常時勤務する
場所）が所在する都道
府県の現物給与の価額
を適用することを原則
とし、派遣労働者につ
いては、派遣元と派遣
先の事業所が所在する
都道府県が異なる場
合、派遣先事業所が所
在する都道府県の現物
給与の価額を適用す
る。

解 ×
現物給与の価額の適用
に当たって、派遣労働
者については、派遣元
事業所において社会保
険の適用を受けるが、
派遣元と派遣先の事業
所が所在する都道府県
が異なる場合は、「派
遣元事業所」が所在す
る都道府県の現物給与
の価額を適用すること
とされる。

過去問（H25）
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雇入れ時に資格取得時決定により標準報酬月額が決定され、
その後、毎年７月１日に定時決定により標準報酬月額が新しく決
定されます。このように基本的には次の定時決定まで標準報酬月
額は１年間固定されますが、途中で昇給があったとき等に対応す
るものとして随時改定等の改定があります。

資格取得時決定（法42条）３ 重要度 Ｂ

⑴　決定方法
保険者等※２は、被保険者の資格を取得した者があるときは、

次の⑵報酬月額の算定に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月
額を決定する。

⑵　報酬月額の算定

被保険者資格取得日現在の報酬額
×30

その期間の総日数

ア 月・週その他一定
期間によって報酬が
定められる場合

被保険者の資格を取得した月前１か月
間に当該事業所で、同様の業務に従事
し、かつ、同様の報酬を受ける者が受
けた報酬の額を平均した額

イ 日･時間･出来高又
は請負によって報酬
が定められる場合

被保険者の資格を取得した月前１か月
間にその地方で同様の業務に従事し、
かつ、同様の報酬を受ける者が受けた
報酬の額

ウ 上記ア・イによっ
て算定することが困
難である場合

報酬月額

それぞれの算定方式で算定した額の合算
額

エ 上記ア～ウまでのう
ち２つ以上に該当す
る報酬を受ける場合

具体例　１週間によって報酬が定められている場合

１週間の報酬：７万円
　労働日数：５日

７万円
７日報酬月額＝ ×30＝30万円

読めばわかる！ 用
語 ※２

保険者等とは、一定の
規定を除き、被保険者
が協会が管掌する健康
保険の被保険者である
場合は厚生労働大臣、
被保険者が健康保険組
合が管掌する健康保険
の被保険者である場合
は当該健康保険組合を
いいます。

月、週その他一定期間
によって報酬が定めら
れている被保険者に係
る資格取得時の標準報
酬月額は、被保険者の
資格を取得した日現在
の報酬の額をその期間
における所定労働日数
で除して得た額の30倍
に相当する額を報酬月
額として決定される。

解 ×
月、週その他一定期間
によって報酬が定めら
れる場合には、被保険
者の資格を取得した日
の現在の報酬の額をそ
の期間の「総日数」で除
して得た額の30倍に
相当する額を報酬月額
として、標準報酬月額
を決定する。

過去問（H27）
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例えば、週によって報酬が定められていて、週の報酬が７万
円、週の労働日数が５日とした場合、７万円を労働日数である５
で除するのではなく、週の総日数である７で除した金額に30を乗
じた額が報酬月額となります。

⑶　有効期間
ア　資格取得が１月１日から５月31日　→　その年の８月まで※１

イ　資格取得が６月１日から12月31日　→　翌年の８月まで

定時決定（法41条）４ 重要度 Ａ

被保険者の標準報酬月額は、まず資格を取得したときに決定さ
れますが、その後の標準報酬月額は、毎年１回定時（７月１日）
に決定し、特に報酬に変動がない限りは、１年間（９月から８月ま
で）は固定化し、翌年の定時決定まで変更しません。

⑴　決定方法
保険者等は、被保険者が毎年７月１日現に使用される事業所に

おいて、⑵報酬月額の算定に掲げる額を報酬月額として、標準報
酬月額を決定する。

⑵　報酬月額の算定
被保険者が毎年７月１日現に使用される事業所において同日前

３か月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額

４月・５月・６月に支払われた報酬総額
その期間の月数

ア　他の事業所で使用された月
イ　報酬支払基礎日数が17日未満の月※２

読めばわかる！

※１
定時決定に基づく標準
報酬月額の有効期間が
スタートする９月の前
月までが、資格取得時
決定の有効期間となり
ます。

４月に被保険者資格を
取得した者（一定の短
時間労働者を除く。）の
定時決定について、４
月、５月、６月に受け
た報酬の支払基礎と
なった日数がそれぞれ
５ 日、16日、18日 で
あった場合、５月と６
月に受けた報酬の平均
額をもってその年の９
月から翌年の８月まで
の標準報酬月額を決定
する。

解 ×
定時決定の際の報酬月
額の算定において、報
酬支払基礎日数が17
日（一定の短時間労働
者を除く。）未満の月は
除外されることから、
本肢の場合、「６月の
報酬」をもってその年
の９月から翌年の８月
までの標準報酬月額を
決定する。

※２基 本
１週間の所定労働時間
が通常の労働者の１週
間の所定労働時間の４
分の３未満である短時
間労働者等にあって
は、11日 未 満 の 月 は
報酬月額算定の基礎か
ら除かれます。

過去問（H26）

具体的には次のように求める

ただし、次のア又はイに該当する
月は算定から除く
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月給制で欠勤日数分に応じて給与が差し引かれる場合

月給者 報酬支払基礎日数／
報酬額

４月 30日／ 30万円
５月 31日／ 30万円
６月 10日／ 10万円

４月・５月に
支払われた報酬総額＝60万円
　４月と５月の月数＝２

⇒報酬月額は30万円

４月・５月・６月に支払われた報酬総額とは、実体は
何月分に属しようとも実際に４月・５月・６月に支払
われた報酬です。例えば、３月分の給与が４月に支払
われる場合は、３月分の給与が４月に支払われた報酬
として報酬月額の算定に含まれます。

試験
対策

⑶　有効期間
定時決定により決定された標準報酬月額は、その年の９月から
翌年の８月まで有効とする。

７月10日までに算定基礎届を提出※３

４月～６月

7/１
標準報酬月額 定時決定による標準報酬月額

9/１から定時決定による標準報酬月額が適用される

定時決定による標準報酬月額は、その年の９月から適用され、
翌年の９月からは新しい定時決定による標準報酬月額となります。

⑷　定時決定が行われない場合※４

ア　６月１日から７月１日までの資格取得者
イ　７月から９月までのいずれかの月から随時改定、育児休業等

を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定が行
われる場合

読めばわかる！

※３
事業主は定時決定によ
る報酬月額を７月10
日までに提出します。

語
呂 ※４

む な し い 泣 く か い？
（６・７・資・７・９・改）

７月１日に被保険者資
格を取得した者につい
ては、標準報酬月額の
定時決定を行わず、資
格取得時に決定された
標準報酬月額を、原則
として翌年の６月30
日までの１年間用いる
ことになっている。

解 ×
本肢の場合、資格取得
時に決定された標準報
酬月額は「翌年の８月
まで」の各月の標準報
酬月額とされる。

過去問（H24）



22

第７章 ● 健康保険法

具体例　７月に随時改定が行われる場合

４月 ５月 ６月 ７月 ８月　９月～

算定基礎 随時改定による標準報酬月額

（定時決定）
算定基礎 定時決定による標準報酬月額

（随時改定）

７月に随時改定が行われたときは、その算定基礎となる報酬
は４月から６月の報酬です。これは、定時決定の算定基礎となる
報酬と同じであることから、その年の定時決定は行われません。

随時改定（法43条）５ 重要度 A

非固定的
賃金

１月 ２月
２８万

２１級（２８万）

１９級（２４万）

３月
２９万

４月
２７万

固
定
的
賃
金

昇
給

算定対象月 ５月改定

１月以前の
標準報酬月額
→１９級（２４万）

２等級
以上の差！

変動！

定時決定後、次の定時決定が行われるまでの１年間に、昇給
などにより報酬が大きく変動したときは、定時決定を待たず随時
改定により標準報酬月額を改定することになります。

読めばわかる！

読めばわかる！
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⑴　随時改定の要件
次のいずれにも該当すること。

ア 昇（降）給など固定的賃金の変動※１があったこと
→固定的賃金の変動がない場合は、残業手当等の非固定的賃金の多寡に

よって報酬が大きく変動していても随時改定は行われません。
イ 固定的賃金の変動月以後、継続した３か月間に受けた報酬の平均月

額によって算定した標準報酬月額の等級と、現在の等級との間に２等
級以上の差が生じたこと

→２等級以上の差があるか否かは、残業手当等の非固定的賃金を含めて
判断します。

ウ ３か月とも報酬支払基礎日数が17日以上であること※２

→算定基礎となる３か月のうち、17日未満の月が１か月でもあるとき
は、随時改定は行われません。

２等級以上の差が生じなくとも随時改定の対象となる場合
ア 現在の等級 昇給／降給 イ 報酬月額 ウ 改定後の等級

49等級 昇給 1,415,000円以上 50等級
１等級で報酬月額
53,000円未満 昇給 ２等級の報酬月額 ２等級

50等級で報酬月額
1,415,000円以上 降給 49等級の報酬月額 49等級

２等級 降給 53,000円未満 １等級
（注） 現在の等級（上記ア）に該当する者について、昇給又は降給により、固

定的賃金の変動月以後に引き続く３か月間の報酬月額が上記イの欄
の額に該当するときは、随時改定が行われ、上記ウの欄の等級となる。

⑵　報酬月額の算定
変動月以後の継続した３か月間に受けた報酬の総額

３

⑶　改定時期
３か月平均で著しく高低が生じた月の翌月（固定的賃金の変動月

から４か月目）

昇給等が遡及して行われ、それに伴う差額支給によっ
て報酬月額に変動が生じたときの改定時期は、差額支
給のあった月から４か月目です。　　※３

試験
対策 例えば、６月に４月ま

で遡って昇給が決定し
たような場合です。
遡って昇給が決定し、
４月、５月の昇給分が
６月に支払われたとき
は、９月から随時改定
が行われます。

昇給が遡及して行われ
るとは？ ※３

⑷　有効期間
ア　改定月が１月から６月　→　その年の８月まで
イ　改定月が７月から12月　→　翌年の８月まで

※１発 展
現物給与の標準価額が
厚生労働大臣の告示に
より改正されたことに
よる単価の変更は、固
定的賃金の変動に該当
することから、随時改
定の対象となる。なお、
現物給与の価額に関し
て規約で別段の定めを
している健康保険組合
が管掌する被保険者に
ついては、当該規約の
定めによる価額の変更
がなければ、随時改定
の対象にはならないも
のとされています。

※２基 本
１週間の所定労働時間
が通常の労働者の１週
間の所定労働時間の４
分の３未満である短時
間労働者等にあって
は、３か月とも報酬支
払基礎日数が11日以
上であることが要件と
なります。
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産前産後休業を終了した際の改定及び育児
休業等終了時改定（法43条の２等）６ 重要度 Ｂ

産前産後休業や育児休業等の終了後は、引き続き幼い子を養育
する必要があるため、時短措置等により報酬が低下する場合があ
ります。その際、保険料負担が過大なものとなることを防ぐため、
申出により復職後の低下した報酬を基礎とした標準報酬月額に改
定することができます。※１

30万 標準報酬月額を
28万円に改定

産休育休後
PM4：00退社

産休育休前
PM6：00退社

報酬

28万

報酬
保育園

⑴�　産前産後休業を終了した際の改定及び育児休業等終
了時改定の要件
産前産後休業を終了した際の改定 育児休業等終了時改定
次のいずれにも該当すること
ア 被保険者が、産前産後休業※２

を終了したこと
イ 被保険者が、当該産前産後休業

を終了した日（産前産後休業終了
日）において当該産前産後休業に
係る子を養育していること

ウ 被保険者が、その使用される事
業所の事業主を経由して保険者
等に申し出ること

（注） 産前産後休業終了日の翌日に
育児休業等を開始している被
保険者については、産前産後
休業を終了した際の改定は行
われない。

次のいずれにも該当すること
ア 被保険者が、育児・介護休業法

に規定する育児休業又は育児休
業に関する制度に準ずる措置に
よる休業等（育児休業等※３）を終
了したこと

イ 被保険者が、当該育児休業等を
終了した日（育児休業等終了日）
において当該育児休業等に係る
３歳に満たない子を養育してい
ること

ウ 被保険者が、その使用される事
業所の事業主を経由して保険者
等に申し出ること

（注） 育児休業等終了日の翌日に産
前産後休業を開始している被
保険者については、育児休業
等終了時改定は行われない。

産前産後休業を終了した際の改定及び育児休業等終了
時改定は、随時改定のような２等級以上の差は要件と
なっていません。１等級でも変動があれば申出により
改定することができます。

試験
対策

産前産後休業を終了し
た際の改定は、固定的
賃金に変動がなく残業
手当の減少によって報
酬月額が変動した場合
も、その対象となる。

解 〇

※１
勤務時間短縮後の報酬
をベースにすること
で、保険料負担を軽減
します。

過去問（H28）

※２基 本
産前産後休業とは、出
産の日（出産の日が出
産の予定日後であると
きは、出産の予定日）
以前42日（多胎妊娠の
場合においては、98
日）から出産の日後56
日までの間において労
務に服さないこと（妊
娠又は出産に関する事
由を理由として労務に
服さない場合に限る。）
をいいます。

※３
育児・介護休業法に規
定する育児休業の期間
は、原則として子が１
歳に達するまでの期間
です。育児休業に関す
る制度に準ずる措置に
よる休業等の期間は、
原則として子が１歳か
ら３歳に達するまでの
期間です。育児休業等
とは、これらを包括し
たものです。
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⑵　報酬月額の算定
産前産後休業（育児休業等）終了日の翌日が
属する月以後３か月間に受けた報酬の総額

その期間の月数

ア　他の事業所で使用された月
イ　報酬支払基礎日数が17日未満の月※４

定時決定と同じく、他の事業所で使用された月及び報酬支払
基礎日数が17日未満の月は、報酬月額の算定から除かれます。

⑶　改定時期
産前産後休業（育児休業等）終了日の翌日から起算して２か月

を経過した日の属する月の翌月から（産前産後休業（育児休業等）

終了日の翌日が属する月の４か月目）

12月 １月 ２月 ３月 ４月

報酬月額の算定

職場
復帰

２か月
経過

有効期間

⑷　有効期間
ア　改定月が１月から６月　→　その年の８月まで
イ　改定月が７月から12月　→　翌年の８月まで

ただし、次のア又はイに該当する
月は算定から除く

※４基 本
１週間の所定労働時間
が通常の労働者の１週
間の所定労働時間の４
分の３未満である短時
間労働者等にあって
は、11日 未 満 の 月 は
報酬月額算定の基礎か
ら除かれます。

読めばわかる！

有効期間は、
随時改定と
同じです。
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定時決定等のまとめ
17日（注１）未満の月 等級差 算定対象 有効期間始期

定時決定 除いて算定 問わない ４月、５月、
６月 ９月

随時改定 改定しない ２等級差 変動月以後
３か月

変動月
４か月目

産休・
育休改定 除いて算定 １等級差 復職月以後

３か月
復職月

４か月目
（注１） １週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の１

週間の所定労働時間の４分の３未満である短時間労働者又はその１か
月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の１
か月間の所定労働日数の４分の３未満である短時間労働者にあって
は、11日。

（注２） 一定の場合、１等級差でも対象となる。

標準報酬月額の等級区分の改定（法40条）７ 重要度 Ａ

⑴　要件
次のいずれにも該当するときは、標準報酬月額の等級区分の改

定を行う。
ア　毎年３月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当

する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を
超える場合において、その状態が継続すると認められること

イ　その年の３月31日において改定後の標準報酬月額等級の最
高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が
100分の0.5を下回らないこと

⑵　効果
その年の９月１日から、政令で、当該最高等級の上にさらに等

級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができ 
る。※１※２

具体例

改定後 51等級

50等級

～
１等級

改定前

3月31日時点で

51等級を追加

９月１日から

0.5％を下回らない

1.5％を超える

それぞれの異なる
部分を整理
しましょう。

（注２）

※１
３ 月31日 の 時 点 で、
最高等級に該当する被
保険者の割合が全体の
1.5％を超えているこ
と。かつ、３月31日の
時点で、改定後の最高
等級（新しく設ける最
高等級）に該当する被
保険者の割合が全体の
0.5％を下回らないの
であれば、新しい最高
等級が９月１日から追
加されることになりま
す。

※２発 展
厚生労働大臣は、等級
区分の改定について立
案を行う場合には、社
会保障審議会の意見を
聴くものとされていま
す。なお、社会保障審
議会は、厚生労働大臣
の諮問に応じて社会保
障等に関する重要事項
を調査審議し、その重
要事項に関し、厚生労
働大臣又は関係行政機
関に意見を述べるもの
として、厚生労働省に
置かれています。
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定時決定に基づく標準報酬月額が９月から開始される
ことから、新しい最高等級も９月から開始されること
になります。

試験
対策

報酬月額の算定の特例（法44条）８ 重要度 Ｂ

⑴　同時に二以上の事業所から報酬を受ける場合
同時に二以上の事業所で報酬を受ける場合、各事業所ごとに算
定した額の合算額を、その者の報酬月額とする。

⑵　保険者等の算定
ア　被保険者の報酬月額が、資格取得時決定、定時決定、育児休

業等を終了した際の改定若しくは産前産後休業を終了した際の
改定の方法によって算定することが困難であるとき、又は資格
取得時決定、定時決定、随時改定、育児休業等を終了した際の
改定若しくは産前産後休業を終了した際の改定の方法によって
算定した額が著しく不当であると認めるときは、保険者等が算
定する額を当該被保険者の報酬月額とする。※３

イ　保険者が健康保険組合であるときは、保険者等算定の方法は、
規約で定めなければならない。

定時決定における保険者等算定（抜粋）
・４月、５月、６月の各月とも報酬支払基礎日数が17日未満の場合
・４月、５月、６月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合
・当年の４月、５月及び６月の３か月間に受けた報酬の月平均額から算

出した標準報酬月額と、前年の７月から当年の６月までの間に受けた
報酬の月平均額（報酬の支払の基礎日数となった日数が17日未満であ
る月があるときは、その月は除く。）から算出した標準報酬月額の間に
２等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発
生することが見込まれる場合

⑶　育児・介護休業期間中の標準報酬月額
育児・介護休業期間中の標準報酬月額は、休業開始直前の標準
報酬月額の算定の基礎となった報酬月額に基づき算定した額とな
る。

※３発 展
随時改定における保険
者等算定として、次の
ものがあります。
ア 昇給及び降給が遡

及したため、それに
伴う差額支給によっ
て報酬月額に変動が
生じた場合

→随時改定されるべき
月以降において受け
るべき報酬月額によ
る

イ 算定月額（随時改定
の規定により算定し
た額）から算出した
標準報酬月額による
等級と、昇給（降給）
月以後の継続した３
か月の間に受けた固
定的賃金の月平均額
に昇給（降給）月前の
継続した９か月及び
昇給（降給）月以後の
継続した３か月の間
に受けた非固定的賃
金の月平均額を加え
た額（「昇給（降給）時
の年間平均額」とい
う。）から算出した標
準報酬月額による等
級の間に２等級以上
の差を生じた場合で
あって、当該差が業
務の性質上例年発生
することが見込まれ
る場合

→昇給（降給）時の年間
平均額から算出した
報酬月額による
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標準賞与額※１※２（法45条）※１基 本
賞与の全部又は一部が
通貨以外のもので支払
われる場合は、その価
額は、その地方の時価
によって、厚生労働大
臣が定めます。ただし、
健康保険組合は、規約
で別段の定めをするこ
とができます。

※２基 本
同時に二以上の事業所
で賞与を受ける場合、
各事業所ごとに算定し
た賞与額の合算額を、
その者の賞与額とする
ものとされています。

用
語 ※３

賞与とは、賃金、給料、
俸給、手当、賞与その
他いかなる名称である
かを問わず、労働者が、
労働の対償として受け
るすべてのもののう
ち、３か月を超える期
間ごとに受けるものを
いいます。

９ 重要度 Ａ

被保険者が賞与※３を受けた月において、その月に当該被保険
者が受けた賞与額（1,000円未満の端数切捨て）に基づき、その月
における標準賞与額を決定する。

標準賞与額は500,000円と
決定される

例えば８月に賞与500,500円が
支払われたときは

ただし、年度累計額の
上限は573万円

その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度（毎年４月１日か
ら翌年３月31日まで）における標準賞与額の累計額が573万円を超える
こととなる場合は、標準賞与額は次の⑴又は⑵によって決定される。
⑴当該累計額が573万円となるよう、その月の標準賞与額を決定する。
⑵その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は０と

する。

標準賞与額の上限（保険者ごとに適用）
年度累計額
573万円

６月賞与
300万円

３月賞与
300万円

３月標準賞与額
０

６月標準賞与額
300万円

12月標準賞与額
273万円

12月賞与
300万円

資格喪失月に賞与を受けたとき

▼
資格喪失

▼
賞与
▼

８月７月

標準賞与額として決定
・

累計額に算入

保険料徴収期間

資格喪失日の前月までが保険料徴収期間

資格喪失月に賞与を受けたときは、賞与を受けたこと
により標準賞与額が決定され、累計額に算入されます。
ただし、決定された標準賞与額は、保険料徴収期間に
含まれていないことから保険料は徴収されません。

試験
対策
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ポ イ ン ト チ ェ ッ ク 解　答
択一式対策

１ ×
被保険者の選択に委
ねられる。
２ 〇
法人の場合は、その
業種・規模を問わず
健康保険の強制適用
事業所である。
３ ×
被保険者の４分の３
以上の同意が必要で
ある。
４ 〇
５ 〇

選択式対策
A 労働者又はその
被扶養者

B 出産
C 国民の生活の安
定

次節も
がんばりましょう！

択一式対策

	 同時に二以上の事業所に使用される場合であって、保険者が２以
上あるときの保険者は、健康保険組合が優先される。

	 法人の事業所で、常時５人未満の従業員を使用する農業に該当す
るものは、健康保険の強制適用事業所である。

	 任意適用の許可を受けた任意適用事業所が、その取消しをするた
めには、被保険者の３分の２以上の同意が必要である。

	 被保険者の兄弟姉妹（日本国内に住所を有する）が被扶養者となる
ためには、主として被保険者によって生計を維持されていること
が必要であるが、被保険者と同一世帯に属していることは必要と
されない。

	 定時決定における報酬月額は、被保険者が毎年７月１日現に使用
される事業所において同日前３か月間に受けた報酬の総額をその
期間の月数で除して得た額によって求める。

選択式対策

健康保険法は、 A の業務災害（労働者災害補償保険法に規定す
る業務災害をいう。）以外の疾病、負傷若しくは死亡又は B に関し
て保険給付を行い、もって C と福祉の向上に寄与することを目的
とする。

❶
□□□

❷
□□□

❸
□□□

❹
□□□

❺
□□□


