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社会保険労務士法 

 

【法１条】（目的） 

この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び

社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等

の福祉の向上に資することを目的とする。 

【法 1条の 2】（社会保険労務士の職責） 

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な

立場で、誠実にその業務を行わなければならない。 

 

 

□ 業務の停止の処分を受けた開業社会保険労務士は、当該業務の停止の期間、社会保険

労務士としての登録が抹消されるため、全国社会保険労務士会連合会へ社会保険労務

士証票を返還しなければならない。 

（× H25 ★） 

⇒｢抹消されるわけではないが、｣ 

解説≫ 

懲戒の種類の｢業務の停止｣の処分に関しては、登録が抹消されることはありません。 

後半の論点は正しい。 

登録の抹消とは、名簿から氏名等が削除されることになります。 

抹消の事由は 

①登録の抹消の申請があったとき 

②死亡したとき 

③登録の取り消しの処分を受けたとき 

④欠格事由に該当したとき 

 

 

□ 開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異な 

るものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場

合は、失格処分を受けることがある。 

（○ H25 ★） 

解説≫ 

●「故意に真正の事実に反して・・・」とくれば、上記の②、③に該当します。 

●「相当の注意を怠り・・・」とくれば、①、②に該当します。 
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□ 社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の遂行に当

たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り真正の事実に反し

て申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及され、開業社会保険労務

士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けることがある。 

（× H25 ★） 

⇒「1年以内」 

解説≫ 

「相当の注意を怠り・・・」とくるので、「戒告」もしくは、「1 年以内の業務停止」の

処分になります。 

「1年以内」なので「1年間」となると誤りになります。 

 

 

□ 厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告の処分をしたときは、遅滞なく、その旨

を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないが、

官報をもって公告する必要はない。 

（× H25 ★） 

⇒「ある。」 

解説≫ 

厚生労働大臣が、懲戒処分（戒告、業務停止、失格処分）をした場合 

⇒「当該社会保険労務士に通知」＋「官報をもって公告」 
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□ 社会保険労務士業務のひとつである労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代

行事務とは、提出義務者本人が行うべき申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理

を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことを意味し、この中には、委任

の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理で

きるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い

得るものは含まれない。 

（○ H23 ★★） 

解説≫ 

社会保険労務士の業務として 

●第 1号業務 

⇒社会保険労務士諸法令に基づく書類の作成 

⇒事務代理（申請書等又は行政の調査又は処分に関しての主張もしくは陳述の代理） 

⇒個別労働関係紛争解決促進法等のあっせんの手続き、調停の手続きに関する紛争当事

者の代理 

⇒提出代行事務 

●第 2号業務 

⇒第 1号業務を除く帳簿書類の作成 

●第 3号業務 

⇒労務管理等に関する相談又は指導 

 

・設問の前段は、提出代行業務 

・後半の論点の「行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述」は、事務代理に該

当するので、「含まれない。」ということで正解になります。 
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□ 具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固

めた以降に行われる紛争解決手続代理業務受任前の当該紛争に係る相談は、紛争解決

手続代理業務に含まれないため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士も行うこ

とができる。 

（× H23 ★） 

⇒「含まれるため」 

⇒「は行うことはできない。」 

解説≫ 

・特定社会保険労務士とは 

⇒紛争解決手続代理業務試験に合格し、紛争解決手続代理業務の付記を受けることで、

特定社会保険労務士になれます。 

・紛争解決手続代理業務試験とは 

⇒紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修を終了した者

に対して、毎年 1回厚生労働大臣が行う試験。 

 

 

□ 社会保険労務士法第 2条第 1項の規定により、社会保険労務士（特定社会保険労務士

に限る）は個別労働紛争法に基づいて設置された紛争調整委員会が同法第 5条に基づ

いて行うあっせんについて、当該紛争の当事者を代理することができる。 

（○ H16 ★） 

POINT≫【特定社会保険労務士の業務】 

下記の紛争の当事者の代理 

①個別労働関係紛争解決促進法の紛争調停委員会におけるあっせんの手続並びに男女雇

用機会均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法に規定する調停の手続 

②都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争（労働争議

の紛争等は除く）に関するあっせんの手続 

③個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続であって、厚生労働大臣が指定するもの 

 

 

□ 厚生労働大臣は、社会保険労務士法に関して、不正の手段によって社会保険労務士試

験を受け、または受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、またはその

試験を受けることを禁止することができる。 

（○ H22 ★） 
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□ 社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるためには、全国社会

保険労務士会連合会から免許を受けることが必要である。 

（× H22 ★） 

⇒「全国社会保険労務士会連合会に備えられている社会保険労務士名簿に一定の事項を

登録しなければならない。」 

解説≫ 

正解の肢のように思えますが、社会保険労務士になるためには、社会保険労務士名簿に

登録する必要があります。 

社会保険労務士の資格に合格しただけでは、社会保険労務士と名乗って業務を行うこと

はできません。 

 

 

□ 社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、

遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、2年以上継続

して所在が不明であるときは、同連合会に設置されている資格審査会の議決に基づき、

当該登録を取り消すことができる。 

（○ H17 ★） 

POINT≫【取り消しと抹消】 

取消し事由 

⇒登録を取り消すことができる。 

抹消事由 

⇒抹消しなければならない。 

・2年以上継続して所在不明 

・心身の故障により社労士の業務ができな

い場合 

・登録を受ける資格に関する重要事項につ

いて、告知せず又は不実の告知を行い登録

を受けたことが判明した場合 

・死亡した場合 

・登録抹消の申請があった場合 

・欠格事由に該当し、社労士となる資格を

有しないこととなった場合 

・登録の取り消しの処分を受けた場合 
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□ 他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士の業務を業として行う開業社会保険労

務士は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要

がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときはこの限りではない。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、紛争解決手続代理業務に

関するものを除いて、依頼を拒んではならない。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

紛争解決手続代理業務に関しては、社労士法 22条の「双方代理の禁止」に抵触するので

依頼を拒否できます。 

双方代理とは、例えば顧問先の労働問題で会社側と労働者側の両方の代理になることは

出来ないということです。 

 

 

□ 失格処分を受けると、当該処分を受けた日から 5年間は社会保険労務士となる資格を

有しないので、その者の登録は抹消され、社会保険労務士会の会員たる資格を失うこ

ととなる。 

（× H25 ★） 

⇒「3年間」 

POINT≫【社労士の懲戒の種類】 

①戒告 

②1 年以内の開業社会保険労務士、社会保険労務士法人の社員、これらの使用人である

社会保険労務士の業務停止 

③失格処分 

 

●社会保険労務士法人等の規定に違反した時又は社会保険労務士たるにふさわしくない

重大な非行があったとき 

⇒①～③の処分 

●故意に、申請の事実に反して申請書等の作成、事務代理等⇒②、③ 

●相当の注意を怠り、申請の事実に反して申請書等の作成、事務代理等⇒①、② 
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□ 社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告及び失格処分（社会保険労務士の資格を失

わせる処分）の 2種類である。 

（× H17 ★） 

⇒戒告、業務停止及び失格処分の 3種がある 

 

 

□ 社会保険労務士に対する懲戒処分には、戒告、業務停止及び失格処分の 3種があるが、

このうち失格処分とされた者が再び社会保険労務士となるためには、改めて社会保険

労務士試験に合格する必要がある。 

（× H20 ★） 

⇒「改めて社会保険労務士試験に合格する必要はない。」 

解説≫ 

失格処分を受けた場合、3年を経過しないと、社会保険労務士となる資格を有しません。 

 

 

□ 厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲

戒処分をすることができるが、この権限は政令に定めるところにより、全国社会保険

労務士会連合会に委任されている。 

（× H20 ★） 

⇒後半の規定はないので誤り。 

 

 

□ 社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。 

（○ H22 ★） 

POINT≫【社会保険労務士法人の設立主体】 

①社会保険労務士法人は、社会保険労務士のみが共同して設立することができる。 

②社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。 

（ここでいう社員とは、一般の従業員ではなく法人としての構成員の事を指す。） 

 

 

□ 社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設

立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。 

（○ H22 ★） 
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□ 社会保険労務士法人の解散及び清算は、厚生労働大臣の監督に属する。 

（× H22 ★） 

⇒「裁判所」 

解説≫ 

社会保険労務士法人の社員が 1人になり、引き続き 6か月間社員が 2人以上にならなか

った場合等の解散、清算事由に該当した場合 

⇒裁判所が監督します。 

 

 

□ 社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受け一般

労働者派遣事業を行うことができるため、この場合、当該社会保険労務士法人の使用

人である社会保険労務士は労働者派遣の対象となり、派遣先については特段の制限は

なく、一般企業等へ派遣される。 

（× H23 ★） 

⇒「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人（一定のものを除く。）に限られ、一般

企業等へは派遣できない。」 

解説≫ 

社会保険労務士法人の業務⇒定款で定める場合 

・賃金計算業務（他の法律により一定のものを除く。） 

・一般労働者派遣事業 

 

 

□ 社会保険労務士法においては、社会保険労務士である社会保険労務士法人の社員は、

社会保険労務士法人とは別個の個人の社会保険労務士として、自己のためにその社会

保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことはできないが、第三者のために

当該業務を行うことは差し支えないとされている。 

（× H20 ★） 

⇒「行うことはできない。」 

解説≫ 

「社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人

の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となってはなら

ない」と規定されています。 

つまり、社会保険労務士法人の社員である社会保険労務士は、社会保険労務士法人の範

囲に属する業務を個人としては出来ないということです。 
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□ 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由

がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった

後においても、また同様である。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 社会保険労務士が、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いた社会保険労務士

でない者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させた場合

は、社会保険労務士法第 23 条の 2 に違反したことになり、3 年以下の懲役又は 200

万円以下の罰金に処せられる。 

（× H23 ★） 

⇒「1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処せられる。」 

POINT≫【社会保険労務士の罰則】 

①不正行為の指示等 

（不正に保険給付を受けたり、不正に保険料の賦課又は徴収を免れること等の指示） 

⇒3年以下の懲役又は 200万円以下の罰金 

②信用失墜行為 

（社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害する行為をしてはならない。） 

⇒罰則なし 

③依頼に応じる義務違反 

（開業社会保険労務士は、正当な理由がなければ依頼を拒んではならない。ただし、紛

争解決手続代理業務を除く） 

⇒100万円以下の罰金 

④秘密を守る義務、上記設問の違反 

⇒1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 

⑤帳簿の備え付け又は保存の違反 

⇒100万円以下の罰金 
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国民健康保険法 

 

【法１条】（目的） 

この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の

向上に寄与することを目的とする。 

 

 

□ 国民健康保険を行うことのできるものは、市町村及び特別区のみである。 

（× H25 ★） 

⇒「市町村及び特別区、国民健康保険組合である。」 

解説≫ 

「国民健康保険を行うことができる」とは、保険者に関する設問です。 

文中に「のみ」という言葉が使用されていたら注意が必要です。 

 

 

□ 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなっ

た日（その日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときを除く。）又は国民

健康保険法第 6条（第 9号及び第 10号を除く。）に規定される市町村が行う国民健康

保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日から、その資格を喪

失する。 

（× H25 ★） 

⇒「有しなくなった日の翌日」 

⇒「至った日の翌日から」 

POINT≫【被保険者の資格の取得・喪失】 

資格取得日 資格喪失日 

・市町村の区域内に住所を有するに至った日 

・適用除外事由に該当しなくなった日 

等々 

・市町村の区域内に住所を有しなくなっ

た日の翌日（注①） 

・適用除外事由に該当するに至った日の

翌日 

等々 

注①：同日に他の市町村の区域内に住所を有した場合は、その日 

 

 

 

 

 



社会保険に関する一般常識 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 12 

 

□ 保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、国民健康保険団体連合

会の指導を受けなければならない。 

（× H25 ★） 

⇒「厚生労働大臣又は都道府県知事」 

 

 

□ 国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及

び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をも

って組織し、委員は厚生労働大臣が委嘱する。 

（× H25 ★） 

⇒「都道府県知事」 

 

 

□ 修学のために親元を離れて他の市町村又は特別区に住所を有している学生等（学校教

育法による学校に通学する者に限る。）はすべて、両親等の世帯に属する被扶養者と

みなされる。 

（× H19 ★） 

⇒「被保険者とみなされるわけではない。」 

解説≫ 

「すべて」ではないので誤り。 

夜間に修学し一定の収入があったり、婚姻をし配偶者が一定の収入があれば、両親の世

帯の属する被保険者とはみなされません。 

また、国民健康保険には、被扶養者と言う概念はないので末尾も誤りです。 
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□ 修学のため一の市町村又は特別区（以下「市町村」という。）の区域内に住所を有す

る被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他

人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の行う国民健康保

険の被保険者とし、かつ、国民健康保険法の適用については、当該世帯に属するもの

とみなす。 

（○ H25 ★★） 

POINT≫ 

法 116条（被保険者の特例）からの出題です。 

「修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないと

すれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められる

ものは、第 5 条の規定にかかわらず、当該他の市町村の行なう国民健康保険の被保険者

とし、かつ、この法律の適用については、当該世帯に属するものとみなす」と規定され

ているので正解です。 

意味が解りにくい条文ですが、 

例えば、地方に住んでいた高校生が都内の大学に通い都内に住むようなケースです。 

国民健康保険の被保険者は、「市町村の区域内に住所を有する者」と規定されています。 

ということは、地方から出てきた都内に通学する大学生も「都内の居住地の国民健康保

険の被保険者になる。」ということになりますが、受け入れ側の都内の市町村からすれば、

収入が見込めない学生の面倒をみることはできません。（負担が増えてしまいます。） 

そこで、被保険者の特例として、上記のようなケースは、親元の市町村の被保険者を継

続するということになります。 

 

条文の解釈は 

「修学していないとすれば」⇒「東京の大学に通っていないとすれば」 

「他の市町村」⇒「親元の市町村」 

「他人と同一の世帯」⇒「両親や兄弟」 

つまり、東京の大学に行かなければ、親元と同一世帯に属しています 

また、「他人」とは①親族以外の人間 ②自分以外の人間の 2通りの意味があり、条文で

は、後者の意味になり、両親や兄弟ということになります。 

 

【国民健康保険の被保険者】 

①市町村が行う国民健康保険 

⇒市町村の区域内に住所を有する者 

②国民健康保険組合が行う国民健康保険 

⇒組合員及び組合員の世帯に属する者 
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□ 市町村（特別区を含む）が行う国民健康保険は、すべて国民健康保険法の定めるとこ

ろにより運営される。 

（× H18 ★） 

⇒「国民健康保険法、地方税法、その他政令で定める条例又は規約」 

解説≫ 

「すべて」と言う表現には、他に例外がないか注意が必要です。 

 

 

□ 国は、国民健康保険法第 4条第 1項において国民健康保険事業の運営が健全に行われ

るように、必要な指導をしなければならないとされている。 

（× H21 ★） 

⇒「に努めなければならない。」 

 

 

□ 都道府県の責務として、国民健康保険法第 4条第 2項では、国民健康保険事業の運営

が健全に行われるよう努めなければならないと規定されている。 

（× H16 ★） 

⇒「国は」 

解説≫ 

「都道府県の責務は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように必要な指導をし

なければならない。」と規定されています。 
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□ 市町村又は特別区の区域内に住所を有する者で、健康保険や国家公務員共済組合等の

被用者保険の被保険者となっていない者は、すべて当該市町村が実施する国民健康保

険の被保険者となる。 

（× H16 ★） 

⇒「以外にも、それらの者の被扶養者、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による

被保険者、国民健康保険の被保険者等は、市町村が行う国民健康保険の被保険者となら

ない。」 

POINT≫【国民健康保険の被保険者としない場合…適用除外】  

①健康保険法の規定による被保険者。ただし、日雇特例被保険者を除く。  

②船員保険法 の規定による被保険者  

③国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員  

④私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者  

⑤健康保険法の規定による被扶養者。ただし、日雇特例被保険者の被扶養者を除く。  

⑥船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養

者  

⑦高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者  

⑧生活保護法による保護を受けている世帯に属する者  

⑨国民健康保険組合 

⑩その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの 

 

 

□ 国民健康保険法では、市町村（特別区を含む。）の区域内に住所を有する者はすべて、

当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする、と規定している。 

（× H23 ★） 

⇒「当該市町村が行う国民健康保険の被保険者となるわけではない。」 

解説≫ 

平成 16年の論点と同じです。 

設問に「すべて」とくれば、疑わしい問題と捉えてください。 

 

 

□ 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、市町村が行う国民健康保

険の被保険者にならない。 

（○ H20 ★） 
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□ 生活保護法による保護を受けている世帯（その保護を停止されている世帯を除く。）

に属する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者にならない。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 国民健康保険組合の被保険者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者にならない。

（○ H20 ★） 

 

 

□ 市町村又は特別区の国民健康保険では、適用除外に該当する者を除き、市町村に住所

を有する世帯主は被保険者となり、その家族は被扶養者となる。 

（× H19 ★） 

⇒「その家族も被保険者となる。」 

解説≫ 

健康保険法には、被扶養者の定義がありますが、国民健康保険法には、被扶養者の考え

方がありません。 

生まれた赤ちゃんも被保険者になります。 

 

 

□ 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至っ

た日又は国民健康保険法に定められた適用除外のいずれにも該当しなくなった日の

属する月の翌月の初日から、その資格を取得する。 

（× H20 ★） 

⇒「該当しなくなった日から」 
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□ 市町村（特別区を含む）は、保険料の滞納により被保険者証を返還した世帯主に対し、

被保険者資格証明書を交付する。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

保険料の滞納を行った場合 

⇒「被保険者証」の返還と同時に「被保険者資格証明書」が交付されます。 

「被保険者資格証明書」が交付されると、療養を受ける際には、療養の給付等は行われ

ず、「特別療養費」という形での給付になります。 

要するに、償還払いの形態になります。 

国民健康保険法で「被保険者資格証明書」とくれば、ペナルティー的な「特別療養費」

という流れになります。 

 

 

□ 市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、

特別会計を設けなければならない。 

（○ H20 ★★） 

解説≫ 

国民健康保険事業には、一般会計のほか特別会計を設けて収入、支出について管理をし

ています。 
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□ 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村（特別区を含む）

に国民健康保険運営協議会を置く。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

国民健康保険運営協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため

に市町村に設置され、下記をもって組織されています。 

・被保険者を代表する委員 

・保険医又は保険薬剤師を代表する委員 

・公益を代表する委員 

各同数をもって組織されている。（数の規定なし） 

横断≫ 

国民健康保険審査会（各都道府県に設置） 

・被保険者代表の委員 

・保険者代表の委員 

・公益代表の委員 

各委員 3名で組織 

 

 

□ 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するために、国民健康保険審査会が

市町村又は特別区に設置される。同審査会は被保険者を代表する委員、保険医又は保

険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって構成される。 

（× H19 ★） 

⇒「国民健康保険運営協議会」 

⇒「国民健康保険運営協議会」 

 

 

□ 国民健康保険組合を設立しようとするときには、国の認可を受けなければならない。

（× H16 ★） 

⇒「都道府県知事の認可」 
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□ 国民健康保険組合を設立しようとするときは、15 人以上の発起人が規約を作成し、

組合員となるべき者 300人以上の同意をとり、都道府県知事の認可を受けなければな

らない。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

都道府県知事は、申請があった場合 

⇒当該組合の地区に係わる市町村長の意見を聴取 

⇒市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認める場合でないと認可でき

ない。 

 

 

□ 都道府県知事は、国民健康保険組合の設立の認可申請があった場合には、当該組合の

地区をその区域に含む市町村（特別区を含む）の長の意見をきき、これらの市町村の

国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認められるときに限り、設立を認可す

る。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 国民健康保険組合を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければな

らない。この認可の申請があった場合には、厚生労働大臣は当該組合の地区をその区

域に含む市町村又は特別区の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村

又は特別区の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、

認可をしてはならない。 

（× H21 ★） 

⇒「都道府県知事」 

 

 

□ 国民健康保険組合の規約には、名称、事務所の所在地等の事項を記載しなければなら

ない。なお、国民健康保険組合には組合会がおかれ、規約の変更、予算等の事項を議

決する。 

（○ H19 ★） 
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□ 国民健康保険組合は、例外なく組合員の世帯に属する者を包括的に被保険者としなけ

ればならない。 

（× H19 ★） 

⇒「被保険者としなければならないことはない。」 

解説≫ 

（原則）組合員及び組合員の世帯に属する者 

⇒当該組合が行う国民健康保険の被保険者になる。 

（例外） 

・適用除外に該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、被保険者とな

らない。 

・組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者と

しないことができる。 

 

設問の中に「例外なく」とあれば、他に該当がないか確認する必要があります。 

 

 

□ 保険医療機関等は療養の給付に関し、必ず厚生労働大臣及び都道府県知事双方の指導

を受けなければならない。 

（× H22 ★） 

⇒「厚生労働大臣又は都道府県知事」 

 

 

□ 保険医療機関等は療養の給付に関し、市町村長（特別区の区長を含む。）の指導を受

けなければならない。 

（× H16 ★） 

⇒「厚生労働大臣又は都道府県知事」 

 

 

□ 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、または故意に疾病にかかり、または負傷

したときは、当該疾病または負傷に係る療養の給付等は、行わない。 

（○ H22 ★ 

解説≫ 

絶対的給付制限の内容ですが、健康保険法と同一です。 
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□ 被保険者が闘争、泥酔または著しい不行跡によって疾病にかかり、または負傷したと

きは、当該疾病または負傷に係る療養の給付等は、その全部または一部を行わないこ

とができる。 

（○ H22 ★） 

解説≫ 

健康保険法の相対的給付制限と同じです。 

被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡により給付事由を生じさせたときは、保険給付

の全部又は一部を行わないことができる。 

末尾の「行わないことができる。」にも注意してください。 

 

 

□ 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができない。

（○ H22 ★） 

 

 

□ 保険者が共同してその目的を達成するために国民健康保険団体連合会を設立しよう

とするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 

（× H21 ★） 

⇒「都道府県知事」 

解説≫ 

国民健康保険団体連合会は 国民健康保険法第 83 条に基づき、会員である保険者（市

町村及び国民健康保険組合）が 共同でその目的を達成するため必要な事業を行うことを

目的に設立された公法人で、設立にあたっては都道府県知事の認可を必要とし、全国 47

都道府県にそれぞれ設立されています。 
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□ 国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及

び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をも

って組織する。 

（× H21 ★） 

⇒「都道府県知事」 

解説≫ 

保険医療機関が 1 ヶ月に行った診療行為の内容とその費用等を記載した診療報酬明細書

（レセプト）が提出され、国保連合会で受付処理を行い、その中身を精査するのが 

「国民健康保険診療報酬審査委員会」になります。 

つまり、国民健康保険団体連合会の組織の中に属しています。 

 

 

□ 保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社 

会保険審査会に審査請求をすることができる。 

（× H16 ★） 

⇒「国民健康保険審査会」 

 

 

□ 国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定によ

る徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることがで

きる。 

（× H18 ★） 

⇒「国民健康保険審査会」 

 

 

□ 保険給付に関する処分（被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。）又

は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、

国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民健康保険審査会は、各都道

府県に設置する。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 国民健康保険に関する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して

30 日以内に文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期

間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

（× H18 ★） 

⇒「60日以内 
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船員保険法 

 

【法１条】（目的）  

この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は

出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船

員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこ

と等により、船員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。 

 

 

□ 船員法第 1条に定める船員は、自動的に船員保険の強制被保険者になる。 

（× H16 ★） 

⇒「自動的に船員保険の強制被保険者となるわけではない。」 

解説≫ 

船員保険法の被保険者の定義 

⇒「船員保険法 1条に規定する船員として船舶所有者に使用されるもの（強制被保険者）

及び疾病任意継続被保険者」をいう。 

設問では、「船舶所有者に使用されているもの」という文言が抜けているので誤りになり

ます。 

 

 

□ 船員法第 1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者は、原則として船員保

険の強制被保険者となる。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 船員保険の管理運営主体、すなわち保険者は、健康保険法による全国健康保険協会で

ある。 

（○ H19 ★） 

解説≫ 

船員保険法の保険者は⇒全国健康保険協会 

 

 

□ 強制被保険者の資格の取得日は、船員として船舶所有者に使用されることとなった日

である。 

（○ H19 ★） 
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□ 被保険者（疾病任意継続被保険者を除く。）は、船員として船舶所有者に使用される

に至った日から、当該被保険者の資格を取得する。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 強制被保険者の資格の喪失日は、被保険者が船員として船舶所有者に使用されなくな

った日の翌日又は死亡した日の翌日に限られる。 

（× H19 ★） 

⇒「船舶所有者に使用されなくなった日の翌日（その日にさらに資格を取得したときは

その日）」 

 

 

□ 被保険者（疾病任意継続被保険者を除く。）は、死亡した日又は船員として船舶所有

者に使用されなくなるに至った日の翌日（その事実があった日に更に船舶所有者に使

用されるに至ったときは、その日）から、当該被保険者の資格を喪失する。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 船舶所有者は、厚生労働省令の定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失

並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

（○ H19 ★） 

 

 

□ 船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者（疾病任意継続被保険

者を除く。）の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労

働大臣に届け出なければならない。 

（○ H19 ★） 
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□ 被保険者（疾病任意継続被保険者を除く。）が職務上の事由により行方不明となった

ときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給するが、その支給を受け

る期間は被保険者が行方不明となった日から起算して 6か月を限度とする。 

（× H23 ★） 

⇒「の翌日から起算して 3か月」 

POINT≫【行方不明手当金】 

⇒被保険者が職務上の事由により行方不明になったときに、被扶養者に対して支給 

（行方不明の期間が 1月未満の場合⇒不支給） 

●支給期間⇒行方不明となった日の翌日から起算して 3月間 

●支給額⇒行方不明 1日につき、標準報酬日額に相当する額 

 

 

□ 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審

査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審

査請求をすることができる。 

（○ H23 ★） 

POINT≫【審査請求】 

●被保険者の資格、標準報酬、保険給付に関する処分に不服がある場合（二審制） 

⇒社会保険審査官に対して審査請求 

⇒その決定に不服があれば、社会保険審査会に対して再審査請求 

●保険料の賦課・徴収の処分・滞納処分に不服がある者（一審制） 

⇒社会保険審査会に対して審査請求 

横断≫ 

社会保険審査官への審査請求、社会保険審査会への再審査請求は、健康保険法、国民年

金法、厚生年金保険法と共通です。 

 

 

□ 船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある

場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に不服がある場合には社会

保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。 

（○ H16 ★） 
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高齢者の医療の確保に関する法律 

 

【法 1条】（目的） 

この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推

進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとと

もに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保

険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な

制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

 

□ 被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付

を求めることができる。 

（○ H25 ★） 

解説≫ 

後期高齢者医療広域連合とは 

⇒制度の運営主体で、都道府県ごとに設けられ、各市町村が加入する組織です。 

後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県や市町村とくれば、誤りです。 

 

 

□ 後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者（原子爆弾被爆者に対す

る援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療

に関する給付を受けることができる被保険者を除く。）が、当該保険料の納期限から

1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞

納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該

被保険者に対し被保険者証の返還を求めるものとする。 

（○ H25 ★） 

POINT≫【後期高齢者医療制度における被保険者】 

①広域連合の区域内に住所を有する 75歳以上の者 

②広域連合の区域内に住所を有する 65歳以上 75 歳未満の者であって、一定の障害の状

態にある旨の当該広域連合の認定を受けた者 

 

広域連合とは、多様化する広域行政需要に的確に対応するために、平成６年の地方自治

法の改正（平成７年６月施行）によって創設された制度です。 
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□ 保険料の滞納により後期高齢者医療広域連合から被保険者証の返還を求められた被

保険者が被保険者証を返還したときは、後期高齢者医療広域連合は、当該被保険者に

対し、被保険者資格証明書を交付する。 

（○ H25 ★） 

 

 

□ 後期高齢者医療給付に関する処分（被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を

含む。）に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。 

（× H25 ★） 

⇒「後期高齢者医療審査会」 

 

 

□ 保険料の還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。 

（○ H25 ★） 
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□ 都道府県は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円

滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講じ

なければならない。 

（× H22 ★） 

⇒「国は」 

POINT≫【責務】 

●国の責務（第３条）  

⇒国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実

施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるととも

に、第１条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関

連施策を積極的に推進しなければならない。 

 

●地方公共団体の責務（第４条）  

⇒地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用

の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所

要の施策を実施しなければならない。 

 

●保険者の責務（第５条）  

⇒保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進す

るよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力し

なければならない。 

 

●医療の担い手等の責務（第６条）  

⇒医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法に規定する医療

提供施設の開設者及び管理者は、前３条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力し

なければならない。 

 

 

□ 国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を

図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施

策を実施しなければならない。 

（× H24 ★） 

⇒「地方公共団体は」 
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□ 保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進す

るよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力

しなければならない。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ この法律において加入者とは、医療保険各法（健康保険法や船員保険法等）の規定に

よる被保険者、組合員又は加入者及び被扶養者並びに日雇特例被保険者手帳の交付を

受け、その手帳に健康保険印紙をはり付ける余白がある者及びその被扶養者をいう。

（○ H18 ★） 
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□ 厚生労働大臣は、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に

関する施策についての基本的な方針である医療費適正化基本方針を定めるとともに、

5年ごとに 5年を 1期として、医療費適正化を推進するための全国医療費適正化計画

を定めるものとされている。 

（○ H21 ★） 

POINT≫【医療費適正化計画等】 

①厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療費適

正化を総合的かつ計画的に推進するため 

⇒医療費適正化基本方針を定める。 

 

②厚生労働大臣は、 5年ごとに、5年を一期として 

⇒全国医療費適正化計画を定める。 

 

③都道府県は、医療費適正化基本方針に沿って、5年ごとに、5年を一期として 

⇒都道府県医療費適正化計画を定める。 

 

■①、②を定め又は変更⇒遅滞なく公表（義務） 

■③を定め又は変更⇒公表（努力）＋厚生労働大臣に提出（義務） 

■厚生労働大臣は、都道府県に対し 

⇒都道府県医療費適正化計画等に関して必要な助言ができる。 

 

POINT≫【上記計画の評価】 

●進捗状況に関する評価 

②、③の作成年度の翌々年度に 

⇒都道府県は、③の評価を行う。（義務）＋公表（努力） 

●実積に関する評価 

 

 

 

□ 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して 5年ごとに 5年を 1期として、当該都道

府県における医療費適正化を推進するための都道府県医療費適正化計画を定めるも

のとされている。 

（○ H21 ★） 
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□ 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都

道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすること

ができる。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画を作成

した年度の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、そ

の結果を公表するものとされている。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の作成

年度の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結

果を公表するものとされている。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間

の終了の日の属する年度の翌々年度において、当該計画に掲げる目標の達成状況及び

施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うも

のとされている。 

（× H21 ★） 

⇒「翌年度において」 
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□ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、後期高齢者医療の事務（保険料の徴収の事

務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。）を処

理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合

（後期高齢者医療広域連合）を設けるものとする。 

（○ H22 ★） 

 

 

□ 都道府県は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、厚生労働省令で定める

ところにより、特別会計を設けなければならない。 

（× H22 ★） 

⇒「後期高齢者医療広域連合及び市町村は」 

 

 

□ 都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合（後期高齢者

医療広域連合）が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域

内に住所を有する 70 歳以上の者、または 65 歳以上 70 歳未満の者であって、厚生労

働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高

齢者医療広域連合の認定を受けた者である。 

（× H22 ★） 

⇒「75歳以上の者」 

⇒「75歳未満の者」 

解説≫ 

後期高齢者医療の被保険者の定義からの出題です。 

①広域連合の区域内に住所を有する 75歳以上の者 

②広域連合の区域内に住所を有する 65歳以上 75 歳未満の者であって、一定の障害の状

態にある旨の広域連合の認定を受けた者 

 

 

□ 高齢者の医療の確保に関する法律では、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医

療の被保険者は、①後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する 75歳以上の者、

②後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する 65歳以上 75歳未満の者であって、

厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該

後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの、と規定している。 

（○ H23 ★） 
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□ 加入者は、75 歳に達したときは、14 日以内に、その旨を居住地の市町村長に届け出

なければならない。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、都道府県

の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合（後期高齢者医療広域

連合）に対して、負担対象額の見込額の総額の 3分の 1に相当する額を調整交付金と

して交付する。 

（× H22 ★） 

⇒「12分の 1に相当する額」 

POINT≫【後期高齢者医療給付に要する費用負担】 

費用の負担者 負担割合 

保険料等 被保険者の保険料 50％ 

6/12 

10％ 

後期高齢者交付金 40％ 

 

公費 

国 50％ 

6/12 

4/12（注①） 

都道府県 1/12 

市町村 1/12 

注①国庫負担の 4/12の内訳 

⇒3/12（国）＋1/12（調整交付金） 

 

費用の負担に関しての数字は、理屈抜きで覚えていくしかありません。 

 

 

□ 都道府県及び市町村（特別区を含む。）は、後期高齢者医療に要する費用（財政安定

化基金拠出金及び第 117 条第 2 項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。）

に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 

（× H23 ★） 

⇒都道府県を削除すれば正しい。 

 

 

□ 保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び第

117条第 2項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額、国庫負担等に照らし、

おおむね 5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 

（× H23 ★） 

⇒「おおむね 2年」 
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□ 保険料徴収には、①特別徴収、②普通徴収、③その他の 3つの方法があるが、そのう

ち、①は老齢等年金給付を受ける被保険者から老齢等年金給付の支払をする者に保険

料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいい、②は保険料を

課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者

の配偶者に対し、地方自治法第 231条の規定により納入の通知をすることによって保

険料を徴収することをいう。 

（× H23 ★） 

⇒「の 2つであるが、」 

解説≫ 

保険料の徴収方法は、①特別徴収と②普通徴収の 2 種類で、国民健康保険法と仕組みは

同じです。 

①特別徴収：年金からの天引き 

（老齢等年金給付の額が 18万円未満の場合は、特別徴収は不可） 

②普通徴収：保険料を直接納入 

 

 

□ 世帯主は、当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって納付しよう

とする場合においては、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、政令で定める。 

（× H23 ★） 

⇒「市町村の条例で定める。」 
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介護保険法 

 

【法 1条】（目的）  

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、

入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要

する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行

うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関

して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的

とする。  

 

 

□ 介護保険法において、介護保険の保険給付は、被保険者の要介護状態又は要支援状

態の軽減又は悪化の防止に資するように行われるが、原則として医療との連携を配慮す

る必要はないとされている。 

（× H22 ★） 

⇒「に十分配慮して行わなければならないとされている。」 

POINT≫【用語の定義】 

●要介護状態 

⇒身体上又は精神上の障害があるために、日常生活における基本的な動作の全部又は一

部について、6月間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態＋ 

要介護状態区分（要介護 1～5）のいずれかに該当するもの 

●要支援状態 

⇒身体上又は精神上の障害があるために、次のいずれかの状態であって、要支援状態区

分（要支援 1又は 2）のいずれかに該当するもの 

①日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、6 月間にわたり継続して、

常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ

る状態 

②6月間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態 

 

 

□ 介護保険を行う保険者は、市町村及び特別区である。 

（○ H18 ★） 

 

 

 



社会保険に関する一般常識 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 36 

 

□ 介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業の運営が健全か

つ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体

制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならず、また、国は

必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定されている。 

（× H20 ★） 

⇒「都道府県」と「国」を入れ替えたら正しい。 

POINT≫【責務等】（法 5条・6条） 

●国の責務  

⇒国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉

サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければ

ならない。  

●都道府県の責務 

⇒都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び

適切な援助をしなければならない。  

●国及び地方公共団体の責務 

⇒国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及

び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減

若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための

施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう

努めなければならない。  

●医療保険者の協力（法 6条）  

⇒医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 

 

 

□ 介護保険の被保険者は、第 1 号被保険者（市町村の区域内に住所を有する 65 歳以上

の人）及び第 2号被保険者（市町村の区域内に住所を有する 40歳以上 65歳未満の医

療保険加入者）の 2種別に区分される。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）の区域内に住所を有する 65歳以上の者を第 1号

被保険者という。 

（○ H24 ★） 
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□ 介護保険法では、第 2 号被保険者とは、市町村（特別区を含む。）の区域内に住所を

有する 20歳以上 65歳未満の医療保険加入者をいう、と規定している。 

（× H23 ★） 

⇒「40歳以上」 

 

 

□ 被保険者が要介護状態に該当することの審査及び判定等を行わせるために、市町村又

は特別区に介護認定審査会を置く。 

（○ H18 ★） 

POINT≫【介護認定審査会】 

要介護認定等に係わる審査や判定を行うために市町村に設置 

委員は、保健、医療、福祉に関する学識経験者で市町村長が任命 

 

 

□ 介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有す

る者のうちから、都道府県知事が任命する。 

（× H17 ★） 

⇒「市町村長が任命する。」 

 

 

□ 介護保険の保険給付は、介護給付と予防給付の 2種類である。 

（× H17 ★） 

⇒「と市町村特別給付の 3種類である。」 

解説≫ 

保険給付の種類には 3種類あります。 

●介護給付 

⇒被保険者の要介護状態に関する保険給付 

●予防給付 

⇒被保険者の要支援状態に関する保険給付 

●市町村特別給付 

⇒要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める 
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□ 偽りその他不正な行為により保険給付を受けた者があるときは、市町村又は特別区は、

その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等（居宅介護住宅改修費の支給及び介護

予防住宅改修費の支給を除く。）に関して必要があると認めるときは、居宅サービス

等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告

若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又

は当該職員に質問させることができる。 

（○ H24 ★ 

解説≫ 

主体が、厚生労働大臣又は都道府県知事であることに注意してください。 

市町村長とくれば、誤りです。 

 

 

□ 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要

介護状態区分について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 

（× H24 ★） 

⇒「市町村長の認定」 

 

 

 

□ 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、市町

村に申請をしなければならない。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間内に限り、その効

力を有する。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

要介護の認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める有効期間内に限り、そ

の効力を有します。 
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□ 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が、現に受けている要介護認

定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働

省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をす

ることができる。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

要介護認定等の審査・判定を行う介護認定審査会は市町村に設置されており、認定に係

わる申請、変更等は市町村に対して行います。 

 

 

□ 介護保険では居宅介護サービス費の 100 分の 70 に相当する額が支給されるので、残

りの 100分の 30は利用者負担として利用者が直接事業者に支払う。 

（× H17 ★） 

⇒「100分の 90」 

⇒「100分の 10」 

解説≫ 

（原則）介護給付や予防給付に対して利用者は 1割を負担します。 

（例外）全額給付…利用者の負担がない場合（2つ） 

・居宅介護サービス計画費 

・介護予防サービス計画費 

⇒「○○計画費」とくれば、利用者負担はありません。 

設問で、「すべての給付に関して、利用者は 100分の 10を負担しなければならない。」 

とくれば誤りになります。 

 

 

□ 高額医療合算介護サービス費の対象となる介護サービス費の 1割負担には、福祉用具

購入費・住宅改修費や施設サービス等での食費・居住費の負担も含まれる。 

（× H24 ★★） 

⇒「は含まれない。」 
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□ 高額療養費、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を受けていない

場合でも、高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護

予防サービス費の支給を受けることができる。 

（○ H24 ★★） 
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□ 高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービ

ス費の支給を受けようとする者は、計算期間（毎年 8月 1日から翌年 7月 31日）内

に加入していたすべての医療保険の保険者及び介護保険の保険者へ支給申請を行う。

（× H24 ★★★） 

⇒「基準日における医療保険の保険者」 

解説≫ 

難問です。 

論点は高額介護合算療養費等の申請に関する手続きの問題です。 

複数の医療機関を利用した場合などあちこちに申請しても混乱をきたすので、「計算期間

の末日（基準日）における医療保険の保険者及び介護保険の保険者へ支給申請を行う。」

ということで押さえてください。 

 

（健康保険法 早回し論点より） 

医療や介護（予防）サービスを受け、一部負担金がそれぞれの自己負担限度額を超えた

場合に超えた分が支給される制度がそれぞれ、 

●医療の場合⇒「高額療養費」 

●介護の場合⇒「高額介護（予防）サービス費」 

ということになります。 

さらに、平成 20年 4月から導入された制度が 

「高額介護合算療養費」で、これは「高額療養費」、「高額介護（予防）サービス費」を

それぞれ利用したあとの医療と介護の自己負担額の合計額が一定の上限額を超えれば超

過分が還付される制度です。 

（具体例） 

例えば夫婦で、夫が病気で通院が必要、妻は介護が必要（年齢要件等は無視しています。） 

・夫⇒1か月当たり 2万円の自己負担で年間 24万円 

・妻の介護保険の負担額⇒1か月当たり 3万円 として年間 36万円 

世帯の自己負担の合計額 

年間 60万円 

低所得者で介護合算算定基準額 31万にした場合 

60万円－31万円＝29万円が高額介護合算療養費として還付されます。 

その他の要件として 

●前年 8月 1日から 7月 31までの 1年間 

●介護保険受給者がいる世帯が対象 

 

 

 

 



社会保険に関する一般常識 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 42 

 

□ 夫、妻ともに共働きでそれぞれ全国健康保険協会管掌の健康保険の被保険者である場

合、高額介護合算療養費の適用を受ける際には、夫、妻が負担した一部負担金等を世

帯合算の対象とすることができる。 

（× H24 ★★） 

⇒「対象とすることができない。」 

解説≫ 

世帯合算は、被保険者及びその被扶養者を単位として行われます。 

設問のように夫婦ともに被保険者である場合は、世帯合算は行われません。 

 

 

□ 計算期間（毎年 8月 1日から翌年 7月 31日）内における医療保険の一部負担金等を

支払った金額の合計が、介護合算算定基準額を超えていれば、同計算期間内に介護保

険の一部負担金等を支払っている者が同一世帯に誰もいなくても高額介護合算療養

費の適用を受けることができる。 

（× H24 ★★） 

⇒「受けることはできない。」 

解説≫ 

あくまで合算して計算される制度なので、医療に係る自己負担額又は介護に係る自己負

担額のいずれかが 0円である場合には支給されません。 
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□ 指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サ

ービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに、

都道府県知事が行う。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

ここ数年介護サービス事業者の名称で出題されていますので、簡単に内容を押さえてく

ださい。 

介護サービスには、 

●指定居宅サービス事業者 

⇒利用者との契約に基づいて訪問介護（ホームヘルプサービス）や通所介護（デイサー

ビス）等の居宅サービスを提供する事業者。街中で見かける訪問介護の事業者が代表例。 

・訪問介護事業、訪問入浴事業、訪問看護事業、訪問リハビリテーション事業 

通所リハビリテーション事業、 福祉用具貸与事業 

●指定居宅介護支援事業者 

⇒介護支援専門員（ケアマネージャー）が常勤でいることが義務づけられ、要介護者の

依頼を受けて、心身の状況、環境、要介護者や家族の希望等 を考慮して介護支援計画（ケ

アプラン）を作成したり、介護に関する専門的な相談に応じる事業。 

●介護保険施設サービス 

⇒介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設 

●指定介護予防支援事業者、地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス

事業者（平成 18年 4月からスタート） 

・指定介護予防支援事業者 

⇒地域包括支援センターで行う要支援１・要支援２の認定を受けている方に対して行う、

介護予防ケアマネジメントを行う事業所。 

・地域密着型サービス事業者 

⇒要介護や要支援状態となっても可能な限り、住み慣れた自宅や地域での生活を継続で

きるようにするためのサービス 

・小規模多機能型居宅介護 、認知症対応型共同生活介護（高齢者グループホーム） 、

認知症対応型通所介護 、夜間対応型訪問介護  

 

介護を行う事業者は、都道府県知事や市町村長の指定や許可が必要になります。指定を

受けた事業者は、名称の頭に「指定」という文言が入ります。 
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□ 指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービ

ス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係

る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村長（特別区の区長を含む。）が行う。 

（× H22 ★） 

⇒「都道府県知事が行う。」 

POINT≫【介護サービス事業者の指定・許可】 

（原則） 

⇒都道府県知事が指定 

（例外 1） 

⇒市町村長が指定 

・指定介護予防支援事業者 

・指定地域密着型サービス事業者 

・指定地域密着型介護予防サービス事業者 

（例外 2） 

⇒都道府県知事の許可 

・介護老人保健施設 

 

 

□ 指定地域密着型サービス事業者の指定は、政令で定めるところにより、地域密着型サ

ービス事業を行う者の申請により、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サ

ービスに係る地域密着型サービスを行う事業所ごとに都道府県知事が行う。 

（× H20 ★） 

⇒「厚生労働省令（介護保険法施行規則）」 

⇒「市町村の長が行う。」 

解説≫ 

地域密着型ということで市町村の長が行います。  

 

 

□ 指定介護予防サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予

防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サ

ービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行う。

（○ H22 ★） 
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□ 指定介護予防支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険法

第 115 条の 46 第 1 項に規定する地域包括支援センターの設置者の申請により、介護

予防支援事業を行う事業所ごとに行い、当該指定をする市町村長（特別区の区長を含

む。）がその長である市町村（特別区を含む。）の行う介護保険の被保険者に対する介

護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について、その効力を

有する。 

（○ H22 ★） 

 

 

□ 介護保険法に関して、厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府

県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験（介護支援専門員実務研修受講

試験）に合格し、かつ都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修（介

護支援専門員実務研修）の課程を修了した者は、厚生労働省令で定めるところにより、

介護支援専門員として都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、介護保険

法第 69条の 2第 1項各号に掲げる者に該当する場合については、その限りではない。

（○ H22 ★） 

解説≫ 

介護支援専門員証の有効期間は 5年間になります。 

 

 

□ 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都

道府県知事の許可を受けなければならない。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都

道府県知事の許可を受けなければならない。 

（○ H22 ★） 

 

 

□ 都道府県は、介護保険事業の円滑な実施を確保するための基本指針を定め、市町村は

この基本指針に即して 5年ごとに 5年を一期とする市町村介護保険事業計画を定める。

（× H17 ★） 

⇒「厚生労働大臣は」 
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□ 介護保険法の規定によると、国は、財政調整のために行う調整交付金を除き、原則と

して、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付（介護保険施設及び特定

施設入居者生活介護に係るものを除く。）に要する費用及び予防給付に要する費用（介

護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く。）の額についてはその 100分の 20

に相当する額を負担する。 

（○ H19 ★） 

POINT≫【費用】 

 国 都道府県 市町村 

介護給付・予防給付 100分の 20（注①） 100分の 12.5 100分の 12.5 

注①100分の 20には、調整交付金として 100分の 5を含む 

 

 

□ 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付（介護保険施設及

び特定施設入居者生活介護に係るものを除く。）に要する費用及び予防給付に要する

費用（介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く。）についてはその 100 分

の 20に相当する額を負担する。 

（× H19 ★） 

⇒「100分の 12.5」 

 

 

□ 都道府県は、介護保険の財政調整を行うために第 1号被保険者の年齢階級別の分布状

況、第 1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令の定めるところにより、都

道府県の負担による調整交付金を市町村に対して交付する。 

（× H20 ★） 

⇒「国は」 

 

 

□ 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給

付に要する費用の額の 100分の 12.5に相当する額を負担する。 

（○ H17 ★） 
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□ 市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用（財政安定化基金拠出金の納付に要

する費用を含む。）に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、

第 1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定され

た保険料率により算定された保険料額によって課する。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 介護保険法によると、保険料の賦課期日は、当該年度の初日とされている。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処

分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域に含む都道府県に

設置されている介護認定審査会に審査請求をすることができる。 

（× H21 ★） 

⇒「介護保険審査会」 

 

 

□ 保険料その他介護保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に

次ぐものとされている。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金

に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求することができる。 

（× H18 ★） 

⇒「介護保険審査会」 

 

 

□ 介護保険審査会は、市町村又は特別区に置く。 

（× H18 ★） 

⇒「各都道府県に置く。」 

 

 

□ 介護保険では、保険料、納付金その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利

は、2年を経過したときは時効によって消滅する。 

（○ H16 ★） 
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□ 介護保険の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは時効により消滅する。 

（○ H16 ★） 
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児童手当法 

 

【法 1条】（目的） 

この法律は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本

的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等におけ

る生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること

を目的とする。 

 

 

□ 児童手当法の目的は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有する

という基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成

長に資することとされている。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 「児童」とは、18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある者であって、

日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日

本国内に住所を有しないものをいう。 

（○ H25 ★） 

POINT≫【定義】 

●児童 

⇒18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある者であって、日本国内に住所

を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有し

ないもの 

●支給要件児童 

⇒ 

①15歳に達する日以後最初の 3月 31日までの間にある児童（施設入所等児童を除く） 

②上記①の児童を含む 2人以上の児童（施設入所等児童を除く） 
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□ 支給額の算定などにあたっての児童の定義は、18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31

日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労

働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないものである。 

（○ H17 ★） 

POINT≫【支給額】 

①3歳に満たない児童⇒15,000円 

②3歳以上小学校修了前の児童（第 1子、2子）⇒10,000円 

③3歳以上小学校修了前の児童（第 3子以降）⇒15,000円 

④小学校修了後中学校修了前の児童⇒10,000円 

 

 

□ 児童手当の支給を受けている一般受給資格者（個人である場合に限る。）は、厚生労

働省令で定めるところにより、市町村長又は特別区の区長に対し、前年の所得の状況

及びその年の 7月 1日における被用者又は被用者等でない者の別を記載した届出を毎

年 7月 1日から同月末日までの間に提出しなければならない。 

（× H25 ★） 

⇒「6月 1日」 

解説≫ 

届出に関する設問です。 

●現況届 

⇒一般受給資格者（個人）は、毎年 6月 1日から 6月 30日までの間 

・前年の所得状況 

・6月 1日現在の被用者等の状況を 

⇒市町村長に届出 
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□ 児童手当の支給は、受給資格者が児童手当法第 7条の規定による認定の請求をした日

の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終

わる。ただし、受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由に

より認定の請求をすることができなかった場合はこの限りでない。 

（○ H25 ★） 

POINT≫【児童手当の認定の流れ】 

・児童手当の支給を受けるためには 

⇒受給資格、児童手当の額について⇒市町村長の認定を受ける。 

・認定を受けた場合 

⇒認定の請求をした日の属する月の翌月から、支給事由が消滅した日の属する月まで児

童手当を支給 

・住所、氏名変更の届出⇒14日以内に市町村長に提出 

 

 

□ 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の

支給に要する費用（当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあっては、中学

校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。）は、国と当該都

道府県がそれぞれ 50％ずつを負担する。 

（× H25 ★） 

⇒「都道府県がその全額を負担する。」 

POINT≫【費用の負担】 

 一般 

事業主 

国庫 都道府県 市町村 

（被用者） 

3歳に満たない児童に係わる児童手当の支給

に要する費用 

 

7／15 

 

16／45 

 

4／45 

 

4／45 

（被用者） 

3歳以上中学校修了前の児童に係わる児童手

当の支給に要する費用 

  

2／3 

 

1／6 

 

1／6 

被用者又は公務員でない者  2／3 1／6 1／6 

公務員 都道府県が全額負担 

 

設問の公務員については、国の負担はなく、都道府県が全額負担する。 
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□ 児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわ

れたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみな

すことができる。 

（○ H25 ★） 

 

 

□ 受給資格者（公務員である者を除く。）は、児童手当の支給を受けようとするときは、

その受給資格及び児童手当の額について厚生労働大臣の認定を受けなければならな

い。 

（× H20 ★） 

⇒「居住地の市町村長の認定を受けなければならない。」 

POINT≫【公務員の認定】 

・国家公務員 

⇒所属する各省各庁の長（裁判所は、最高裁判所長官） 

・地方公務員 

⇒所属する都道府県又は市町村の長 

 

 

□ 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った

場合における児童手当の額の改定は、原則としてその者がその改定後の額につき認定

の請求をした日の属する月の翌月から行われる。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

支払期月は、2月、6月、10月に、それぞれ前月分までを支払います。 

 

 

□ 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者（公務員でないものとする。）

がある場合、市町村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収す

ることができる。 

（○ H20 ★） 
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□ 厚生年金保険法の規定により厚生年金保険料を負担するとされた事業主から、児童手

当法の規定による拠出金その他同法の規定による徴収金を徴収する場合は、厚生年金

保険の保険料その他の徴収金の例により行われる。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

児童手当拠出金に関する設問です。 

厚生年金被保険者全員の標準報酬月額を合算したものに料率（現在 1000分の 1.5）を掛

けた金額を厚生年金保険料と一緒に納めるもので、児童手当の財源の一部になります。 

従業員に子供の有無にかかわりなく、事業主負担として拠出されます。 

 

 

□ 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3 年以下の懲役又は 30

万円以下の罰金を処せられる。ただし、刑法に正条があるときは刑法による。 

(○ H17 ★) 

 

 

□ 児童手当の支給を受ける権利及び拠出金その他児童手当法の規定による徴収金を徴

収し、又はその還付を受ける権利は、3年を経過したときは、時効によって消滅する。

（× H17 ★） 

⇒「2年を経過」 

 

 

□ 児童手当法の規定によると、一般事業主（厚生年金保険法等に規定する事業主等）に

は拠出金を納付する義務は存在しない。 

（× H19 ★） 

⇒「課せられている。」 
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確定拠出年金法 

  

【法 1条】（目的）    

この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかん

がみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、

高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠

出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努

力を支援し、もって公的年金の給付と相ま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。 

 

 

解説≫ 

ここ数年、確定拠出年金法と確定給付企業年金法から頻繁に出題されています。 

押さえ方は、 

●確定拠出 

⇒拠出（掛け金）が確定（固定）されているもの 

つまり、自己の責任で運用するので将来もらえる給付が運用次第でリスクが大きいタイ

プ。 

●確定給付 

⇒将来もらえる給付が確定しているタイプ。 
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□ 企業型年金とは、厚生年金保険の適用事業所（任意適用事業所を含む。）の事業主が、

単独で又は共同して、確定拠出年金法第 2章の規定に基づいて実施する年金制度をい

う。 

（○ H25 ★） 

POINT≫【確定拠出年金】 

●企業型年金 

⇒厚生年金適用事業所の事業主がその従業員を対象に、単独又は共同して実施するもの 

（対象者） 

⇒60歳未満の被用者年金被保険者等 

 

●個人型年金 

⇒国民年金基金連合会が自営業者、勤務先に企業年金等のない企業の従業員を対象に実

施（個人単位で加入） 

（対象者） 

⇒国民年金の第 1号被保険者（保険料免除者を除く）又は 60歳未満で、企業年金の対象

外である厚生年金保険の被保険者等 

 

 

□ 企業型年金を実施する事業主は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につ

き、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を拠出する。 

（○ H25 ★） 

 

 

□ 企業型年金加入者は、自ら掛金を拠出することはできない。 

（× H25 ★） 

⇒「企業型年金規約で定めるところにより、自ら掛金を拠出することができる。」 

 

    

□ 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者（以下「企業型年金加入者等」という。）

は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の

個人別管理資産について運用の指図を行う。 

（○ H25 ★）  
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□ 企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも 1回、企業型年金加入者等の個人

別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知し

なければならない。 

（○ H25 ★） 

解説≫ 

運営管理機関とは 

⇒加入者に対する運用商品の選定・提示、情報提供（商品説明）等を行う機関で、厚生

労働大臣および内閣総理大臣（金融庁長官）の登録を受けたもので、資産運用の専門家

になります。 

 

 

□ 確定拠出年金法では、企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも 1回、企業

型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型

年金加入者等に通知しなければならない、と規定している。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ この法律において「確定拠出年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は

共同して実施する年金制度であり、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期にお

いて従業員がその内容に基づいて給付を受けることのできるものをいう。 

（× H18 ★） 

⇒「確定給付企業年金（規約型企業年金）」 

解説≫ 

設問は、確定給付企業年金（規約型企業年金）についての説明なので誤りになります。 

確定拠出年金とは、 

⇒『個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高

齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするためのものであ

る。』 

 

 

□ 企業型年金を実施しようとする事業主は、企業型年金規約で定めるところにより、運

営管理業務の全部又は一部を企業型記録関連運営管理機関に委託することができる。

（× H18 ★） 

⇒「政令」 

 

 

 



社会保険に関する一般常識 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 57 

 

□ 企業型年金加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加

入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

（○ H18 ★） 

 

 

□ 確定拠出年金法では、企業型と個人型および折衷型の 3種の確定拠出年金を規定して

いる。 

（× H17 ★） 

⇒「の 2種」 

 

 

□ 確定拠出年金法によると、個人型年金とは、企業年金連合会が同法第 3章の規定に基

づいて実施する年金制度をいう。 

（× H21 ★） 

⇒「国民年金基金連合会」 

 

 

□ 企業型年金が実施される厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、

私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、及び国家公務

員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による共済組合の組合員であって、

60歳未満の者は、原則として企業型年金加入者とされる。 

（× H20 ★） 

⇒「及び国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による共済組合の組

合員」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

・国家公務員共済組合法又は 

・地方公務員等共済組合法の規定による共済組合の組合員 

⇒被用者年金被保険者等に含まれない。 

 

POINT≫【確定拠出年金法において「被用者年金被保険者等」】 

下記に該当する者で、60歳未満のもの。 

①厚生年金保険の被保険者 

②私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 
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□ 企業型年金では、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金

規約で定めるところにより算定した額の掛金を事業主と従業員（企業型年金加入者）

とが折半して拠出しなければならない。 

（× H20 ★） 

⇒「事業主が拠出しなければならない。」 

 

 

□ 確定拠出年金法によると、企業型年金では、事業主は、毎月の事業主掛金を翌月末日

までに資産管理機関に納付するものとされている。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、

確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求するこ

とができるとされている。 

（○ H20 ★） 

POINT≫【法定給付】 

給付 内容 

老齢給付金 加入者であった者で 60歳以上の者が、原則 10年以上の加入期間を

有する時に請求可能 

障害給付金 加入者又は加入者であった者が、 

障害認定日から 70 歳に達する日の前日までに一定の障害状態に該

当した時に請求可能 

死亡一時金 加入者又は加入者であった者が死亡した時、遺族に対して支給 
 

 

 

□ 企業年金連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣

の承認を受けなければならない。 

（× H18 ★） 

⇒「国民年金基金連合会は」 

   

 

□ 個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の

資格を取得した月の翌月からその資格を喪失した月までをこれに算入する。 

（× H18 ★） 

⇒「資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。」 
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□ 個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき掛金を拠

出するが、この掛金の額は、個人型年金規約の定めるところにより、国民年金基金連

合会が決定し、又は変更する。 

（× H20 ★） 

⇒「個人型年金加入者」 

 

 

□ 国民年金基金連合会が、個人型年金規約の変更をしようとするときは、その変更につ

いて届け出ることによって足りるが、当該変更の届出は 14 日以内に厚生労働大臣に

対して行わなければならない。 

（× H20 ★） 

⇒「厚生労働大臣の承認を受けなければならない」 

⇒「遅滞なく」 

解説≫ 

国民年金基金連合会が、個人型年金規約の変更（軽微な変更を除く。）を変更する場合 

⇒厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 

また、個人型年金規約の変更（軽微な変更に限る。）をした場合 

⇒遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 
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確定給付企業年金法 

 

【法 1条】（目的） 

この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、

事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付

を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、

国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付

と相ま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。 

 

 

□ 確定給付企業年金とは、個人又は企業が拠出した資金を個人が自己の責任において運

用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいて給付を受ける仕組みのものであ

る。 

（× H19 ★） 

⇒「確定拠出年金とは」 

解説≫ 

「個人の自己の責任」とくれば、「確定拠出」になります。 

掛金（拠出）は確定しているけど、自己責任での運用なので給付が確定している訳では

ありません。 

 

 

□ この法律において被用者年金被保険者等とは、厚生年金保険の被保険者、国家公務員

共済組合及び地方公務員等共済組合の組合員、並びに私立学校教職員共済制度の加入

者をいう。 

（× H23 ★） 

⇒「国家公務員共済組合及び地方公務員等共済組合の組合員」を削除すれば正しい。 
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□ 確定給付企業年金法では、確定給付企業年金の形態として規約型企業年金と基金型企

業年金が規定されている。 

（○ H17 ★） 

POINT≫【確定給付企業年金の種類】 

●規約型 

⇒労使が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社等が契約を締結し、事業主が実施

主体となって、管理・運営 

・規約については、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 

●基金型 

⇒母体企業とは別の法人格を持った企業年金基金を設立し、その基金が実施主体となり、

管理・運用 

・企業年金基金の設立については、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 

 

 

□ 基金型企業年金を実施する事業主は、その設立について財務大臣の承認を受けなけれ

ばならない。 

（× H23 ★） 

⇒「厚生労働大臣の認可」 

 

 

□ 確定給付企業年金法では、政令で定める場合を除き、確定給付企業年金は、一の厚生

年金適用事業所について一に限り実施することができる、と規定している。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 基金型企業年金の基金は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等（事業主を

除く。）をもって組織する。 

（× H19 ★） 

⇒「（事業主を除く。）を削除すれば正しい。」 

解説≫ 

基金型企業年金の基金は、実施事業場の事業主及びその事業場に使用される被用者年金

被保険者等をもって組織するので設問は誤りです。 
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□ 確定給付企業年金法によると、基金型企業年金は、老齢給付金及び障害給付金の 2種

の給付を行うことが基本とされている。 

（× H21 ★） 

⇒「脱退一時金」 

POINT≫【確定給付企業年金の給付】 

●法定給付 

⇒老齢給付金・脱退一時金 

●任意給付 

⇒障害給付金・遺族給付金 

 

年金給付は、終身又は 5年以上にわたり、毎年 1回以上定期的に支給する必要がある。 

 

 

□ 確定給付企業年金法では、年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に

従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は 5年以上にわたり、毎年 1回以上

定期的に支給するものでなければならない、と規定している。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 事業主は給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約の定めるところにより、

年 1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 規約型企業年金を実施する事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、

規約で定めるところにより、年 2回以上、掛金を拠出しなければならない。 

（× H23 ★） 

⇒「年 1回以上」 
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□ 確定給付企業年金法によると、老齢給付金の受給権は、老齢給付金の支給期間が終了

したときにのみ消滅する。 

（× H21 ★） 

⇒「、老齢給付金の受給権者が死亡したとき等に」 

解説≫ 

老齢給付金の受給権は、下記の時にも消滅します。 

・支給期間が消滅した時 

・受給権者が死亡したとき 

・老齢給付金の全部を一時金として支給された時 

 

 

□ 事業主等は、少なくとも 6 年ごとに第 57 条に定める基準に従って掛金の額を再計算

しなければならない。 

（× H23 ★） 

⇒「少なくとも 5年ごと」 

 

 

□ 事業主（基金を設立して実施する確定給付企業年金、いわゆる基金型企業年金を実施

する場合にあっては基金。以下「事業主等」という。）は、毎事業年度終了後 4 か月

以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関

する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 規約型企業年金を実施する事業主は、当該企業年金を他の規約型企業年金と統合する

ことはできない。 

（× H19 ★） 

⇒「場合は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」 

POINT≫【年金制度間の移行等】 

・規約型企業年金の統合・分割 

・規約型企業年金から基金型企業年金への移転 

⇒厚生労働大臣の承認 
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社会保険審査官等 

 

□ 健康保険法第 189 条、船員保険法第 138 条、厚生年金保険法第 90条及び石炭鉱業年

金基金法第 33 条第 1項並びに国民年金法第 101 条等の規定による審査請求の事件を

取り扱わせるため、各地方厚生局（地方厚生支局を含む。）に社会保険審査官が置か

れる。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

第 189条、第 138条等の条文の数字そのもので正誤を聞いてくることはないので、法律

名に絞って確認していく必要があります。 

 

 

□ 健康保険法第 189条第 1項、船員保険法第 138条第 1項、厚生年金保険法第 90条第

1 項若しくは石炭鉱業年金基金法第 33 条第 1 項又は国民年金法第 101 条第 1 項の規

定による再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起

算して 90日以内にしなければならない。 

（× H21 ★） 

⇒「60日以内」 

 

 

□ 社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命ずる。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

●社会保険審査官 

・地方厚生局に設置 

・厚生労働省の職員の中から厚生労働大臣が 102名を任命 

●社会保険審査会 

・厚生労働大臣の所轄 

・両議院の同意で学識経験者の中から厚生労働大臣が任命 

・委員長（1名）＋委員（5名）で組織され、任期は原則 3年 

 

 

□ 社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が任命し、その定数は

102人とする。 

（○ H17 ★） 
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□ 社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれ、委員長および委員 5人をも

って組織される。社会保険審査会の委員長及び委員は、衆参両議院の同意を得て、厚

生労働大臣が任命する。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 社会保険審査会は、委員長及び委員 5人をもって組織する。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 社会保険審査会の委員長及び委員の任期は 2年とし、補欠の委員長及び委員の任期は

前任者の残任期間とする。 

（× H17 ★） 

⇒「3年とし」 
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□ 審査請求は、健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給

付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国

民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法第 6条第 1項の規定

による徴収金（給付遅延特別加算金に係るものに限る。）に関する処分があったこと

を知った日から起算して 30 日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によ

りこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限り

でない。 

（× H24 ★） 

⇒「処分があったことを知った日の翌日から起算して 60日以内」 

POINT≫【不服申立】 

（労働保険…労災・雇用） 

 請求期間 方法 

審査請求 処分があったことを知った日の翌日から起算して

60日以内 

⇒労働者災害補償保険審査官（労災） 

⇒雇用保険審査官（雇用） 

文書又は口頭 

再審査請求 決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して

60日以内 

⇒労働保険審査会 

文書 

 

（社会保険…健保・国年・厚年） 

 請求期間 方法 

審査請求 処分があったことを知った日の翌日から起算して

60日以内 

⇒社会保険審査官 

 

文書又は口頭 

再審査請求 決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して

60日以内 

⇒社会保険審査会 

 

●不服申し立てに関しては、60日という数字しか出てきません。 

 

 

□ 健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に

対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して 2年を経過したときは、す

ることができない。 

（○ H24 ★） 
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□ 社会保険審査官及び社会保険審査会法によると、被保険者若しくは加入員の資格、標

準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から

起算して 2年を経過したときは、することができない。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のため

に、当該審査請求に関する行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは審

査請求人のみが行うことができる。 

（× H24 ★★） 

⇒「特別の委任を受けた場合に限り、代理人が行うことができる。」 

 

 

□ 審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、社会保険審査官は、原処分の執行

により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認

めるときは、職権でその執行を停止することができる。この執行の停止は、審査請求

があった日から 90 日以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求

人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、そ

の効力を失う。 

（× H24 ★） 

⇒「60日以内に」 

 

 

□ 本法第 1章第 2節（審査請求の手続き）の規定に基づいて社会保険審査官がした処分

については、そのすべてにつき、行政不服審査法による不服申立てをすることができ

る。 

（× H24 ★） 

⇒「不服申立てをすることができない。」 

解説≫ 

審査請求の手続きの規定に基づいて社会保険審査官がした処分については、行政不服

審査法による不服申立てをすることができないので誤りになります 

 

 

□ 社会保険審査官は決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他

の物件をその提出人に返還しなければならない。 

（○ H17 ★） 
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□ 社会保険審査会の会務の処理（再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く。）は、

委員長及び委員の全員の委員会議の議決によるものとする。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 社会保険審査会の会務の処理（再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く。）は、

委員長及び委員の全員の会議の議決によるものとされている。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 社会保険労務士が、社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づく審査請求又は再審

査請求に係る事務代理を行う場合、社会保険労務士に対して代理権限を与えた本人が

記名押印又は署名をした申請書等に事務代理者と表示し、かつ、当該事務代理に係る

社会保険労務士の名称を冠して記名押印しておけば、社会保険労務士に対して代理権

限を与えた本人が作成した委任状の添付を省略することができる。 

（× H23 ★） 

⇒「省略することはできない。」 
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年金制度等 

 

□ 国民年金法では、障害基礎年金の受給権者は、法定免除事由に該当するため、国民年

金保険料を納付する義務を有しないが、自発的に保険料納付の意志があるときは、日

本年金機構に法定免除の取り下げ申請を行い、以後の期間につき保険料を納付するこ

とができる、と規定している。 

（× H23 ★） 

⇒後半のような規定はないため誤り。 

解説≫ 

後半のような規定はないため誤りになります。 

前半の論点は、正しい。 

 

 

□ 厚生年金保険法では、適用事業所に使用される 70 歳未満の者は、試用期間の長短に

かかわらず、その試用期間終了後に被保険者資格を取得するものとする、と規定して

いる。 

（× H23 ★） 

⇒「最初に雇用された日に」 

 

 

□ 国民年金の被保険者資格に関する処分、保険給付に関する処分又は保険料その他国民

年金法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請

求をすることができる。 

（× H18 ★） 

⇒「社会保険審査官」 

 

 

□ 厚生年金保険法によると、厚生年金基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付

を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。

（× H21 ★） 

⇒「厚生年金基金」 
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沿革 

 

□ 船員保険法は戦時体制下の昭和 14年 4月に制定された。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 船員保険法は、大正 14 年に制定され、翌年から施行された。同法に基づく船員保険

制度は船員のみを対象とし、年金等給付を含む総合保険であるが、健康保険に相当す

る疾病給付は対象としていなかった。 

（× H22 ★） 

⇒「昭和 14年に制定され」 

 

 

□ 職員健康保険法は、昭和 9年に制定された。同法に基づく職員健康保険制度は工場労

働者を対象とする既存の健康保険制度とは別個の制度として、俸給生活者を対象につ

くられたが、5年後の昭和 14年には健康保険に統合された。 

（× H22 ★） 

⇒「3年後の昭和 17年には」 

 

 

□ 戦前の昭和 13 年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和 33 年に全面改正され、

翌年 1 月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和 36 年 4 月である。

（○ H19 ★） 

 

 

□ 医療面で国民皆保険が進められるのに対応して国民皆年金の実現が強く要請される

ようになり、自営業者等を対象とする国民年金法が昭和 34年に制定され、昭和 36年

4月から全面施行された。 

（○ H19 ★） 
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□ 税制適格退職年金は、昭和 40 年の法人税法と所得税法の改正によって導入された。

法人税法施行令に定める適格要件をすべて満たしたものとして国税庁長官の承認を

受ければ、事業主の負担する保険料又は掛金が全額損金扱いされる等、税制上の優遇

措置が与えられる。この制度は、今後も我が国の主要な企業年金として中小企業を中

心に普及して行くことが期待されている。 

（× H24 ★） 

⇒「昭和 37年」 

⇒「平成 24年 3月 31日をもって廃止となった。」 

 

 

□ 厚生年金基金は、昭和 45 年の厚生年金保険法の改正により導入されたが、その設立

形態には単独設立、連合設立の 2タイプがある。 

（× H24 ★） 

⇒「昭和 40年」 

⇒「単独設立、連合設立、総合設立の 3タイプがある。」 

 

 

□ 児童手当法は、児童を養育する家庭の生活の安定に寄与し、次代を担う児童の健全な

育成と資質の向上に資することを目的として、昭和 56 年に制定され、翌年 1 月から

施行された。 

（× H19 ★） 

⇒「昭和 46年に」 

 

 

□ 国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、

機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、国民保健の向上と老人福祉の増進を図るこ

とを目的として、老人保健法が昭和 57 年に制定され、一部を除き翌年 2 月から施行

された。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 健康保険の被保険者が定年等で退職するとその多くが国民健康保険の被保険者とな

るが、そのうちの厚生年金保険等の被用者年金の老齢（退職）給付を受けられる人と

その家族を対象とした退職者医療制度が昭和 49 年の健康保険法等改正により国民健

康保険制度のなかに設けられた。 

（× H22 ★） 

⇒「昭和 59年」 
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□ 国民年金基金は、昭和 60 年の国民年金法の改正により導入され、翌年の 4 月から施

行されたが、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金及び総合型国民年金基金の 3

タイプに分けられる。 

（× H24 ★） 

⇒「平成元年」 

⇒「平成 3年 4月」 

⇒「の 2タイプに分けられる。」 

 

 

□ 高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応する新た

な社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成 9年に制定され、一部を除き平

成 12年 4月から施行された。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 確定拠出年金法は、平成 13年 6月に制定され、同年 10月から施行されたが、同法に

基づき、個人型年金と企業型年金の 2タイプが導入された。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 確定給付企業年金法は、平成 13年に制定・施行された。 

（× H19 ★） 

⇒「平成 14年 4月 1日に施行された。」 

 

 

□ 確定給付企業年金法は、平成 15年 6月に制定され、同年 10月から施行されたが、同

法により基金型の企業年金の 1タイプが導入された。 

（× H24 ★） 

⇒「平成 13年 6月」 

⇒「平成 14年 4月」 

⇒「基金型及び規約型の 2タイプ」 
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□ 健康保険制度は、長年にわたり健康保険組合が管理運営する組合管掌健康保険と政府

が管理運営する政府管掌健康保険（政管健保）に分かれていた。しかし、平成 8年可

決成立した健康保険法等の一部を改正する法律により、平成 10年 10月からは、後者

は国とは切り離された全国健康保険協会が保険者となり、都道府県単位の財政運営を

基本とすることとなった。 

（× H22 ★） 

⇒「平成 18年」 

⇒「平成 20年 10月からは」 

 

 

□ 従来の老人保健法が全面改正され、平成 18 年 6 月から「高齢者の医療の確保に関す

る法律」と改称されたが、この新法に基づき後期高齢者医療制度が独立した医療制度

として平成 20年 4月から発足した。 

（× H22 ★） 

⇒「平成 20年 4月から」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社会保険に関する一般常識 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 74 

 

その他 

 

□ 国民年金の被保険者は、第 1号被保険者（主に日本国内に住所を有する 20歳以上 60

歳未満の人で、第 2 号被保険者又は第 3 号被保険者のいずれにも該当しない人）、第

2号被保険者（主に 65歳未満の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者）、及

び第 3号被保険者（第 2号被保険者の配偶者であって、主として第 2号被保険者の収

入により生計を維持するもののうち、20歳以上 60歳未満の人）の 3種別に区分され

る。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

国民年金法の被保険者の定義そのものです。 

 

 

□ 厚生年金保険法第 6 条に定める適用事業所に使用される 70 歳未満の者は厚生年金保

険の被保険者となるが、適用事業所以外の事業所に使用される 70 歳未満の者は厚生

労働大臣の認可を受けて厚生年金保険の被保険者となることができる。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 健康保険法における被保険者とは、基本的には適用事業所に使用される者と任意継続

被保険者をいう。なお、適用事業所以外の事業所の事業主が厚生労働大臣の認可を受

けて適用事業所となると、その事業所に使用される者も健康保険の被保険者となる。

（○ H16 ★） 

 

 

□ 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の事業主は、従業員を採用したときは、被保険

者の資格取得の届出を日本年金機構又は健康保険組合に 5 日以内に行わなければな

らない。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の事業主は、事業所の名称又は所在地が変わっ

たときは、変更の届出を日本年金機構又は厚生労働大臣もしくは健康保険組合に 20

日以内に行わなければならない。 

（× H16 ★） 

⇒「5日以内」 
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□ 健康保険・厚生年金保険法の適用事業所の事業主は固定的賃金の変動によって標準報

酬月額等級に 2等級以上の差ができたときは、報酬月額の変更の届出を日本年金機構

又は健康保険組合に発生後 30 日以内に提出しなければならないことになっている。

（× H16 ★） 

⇒「速やかに」 

 

 

□ 健康保険の被保険者であった人が任意継続被保険者になろうとするときは、申出書を

保険者に被保険者資格喪失後 30 日以内に提出しなければならない。ただし、正当な

理由があると認められる場合は、この期間経過後でも受理される。 

（× H16 ★） 

⇒「20日以内に」 

 

 

□ 健康保険及び国民健康保険では、保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受

ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは時効によって消滅する。

（○ H16 ★） 

 

 

□ 厚生年金保険及び国民年金では、保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受

ける権利は、2年を経過したときは時効によって消滅する。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 厚生年金保険及び国民年金では、年金給付を受ける権利は、給付額全額が支給停止さ

れている場合を除き、2年を経過したときは時効により消滅する。 

（× H16 ★） 

⇒「5年を経過」 

 

 


