
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成23年】３時間で７点アップセミナーからの出題内容

科目 設問 肢 解答 内容

AAAA ⑨季節的⑨季節的⑨季節的⑨季節的 短期雇用特例被保険者短期雇用特例被保険者短期雇用特例被保険者短期雇用特例被保険者

BBBB ⑲日雇労働被保険者⑲日雇労働被保険者⑲日雇労働被保険者⑲日雇労働被保険者 短期雇用特例被保険者短期雇用特例被保険者短期雇用特例被保険者短期雇用特例被保険者

ＣＣＣＣ ④４④４④４④４ 短期雇用特例被保険者短期雇用特例被保険者短期雇用特例被保険者短期雇用特例被保険者

労災法 問４ D 非正解肢 時効

Ｂ 非正解肢 接続詞

Ｅ 非正解肢 保険料申告書届先

問９ ＢＢＢＢ 正解肢正解肢正解肢正解肢 労災保険の保険給付特例労災保険の保険給付特例労災保険の保険給付特例労災保険の保険給付特例

Ｂ 非正解肢 保険料の納期限

Ｃ 非正解肢 保険料の納期限

問１ ＢＢＢＢ 正解肢正解肢正解肢正解肢 被保険者被保険者被保険者被保険者

Ａ 非正解肢 育児休業給付

Ｄ 非正解肢 遡及適用によるみなし被保険者期間

Ｅ 非正解肢 育児休業給付

問９ Ｅ 非正解肢 擬制任意適用事業

Ｂ 非正解肢 時効

Ｄ 非正解肢 記録の保存義務

ＥＥＥＥ 正解肢正解肢正解肢正解肢 暫定任意適用事業暫定任意適用事業暫定任意適用事業暫定任意適用事業

Ａ 非正解肢 期限・期間

Ｂ 非正解肢 期限・期間

Ｃ 非正解肢 船員被保険者の届出

問１ Ｄ 非正解肢 適用事業

問２ Ａ 非正解肢 給付制限

問３ Ｅ 正解肢 給付制限

問２ ＤＤＤＤ 正解肢正解肢正解肢正解肢 支給停止調整額支給停止調整額支給停止調整額支給停止調整額

問３ Ｄ 非正解肢 若年の妻の遺族厚生年金受給権消滅

Ａ 非正解肢 時効

Ｂ 非正解肢 時効

Ｃ 非正解肢 時効

問９ Ｅ 非正解肢 遺族厚生年金支給要件

問２ Ｄ 非正解肢 支給制限

問５ Ｂ 非正解肢 障害基礎年金子の加算

Ｃ 非正解肢 障害基礎年金支給停止

問８ Ｂ 非正解肢 期限・期間

問９ ＡＡＡＡ 正解肢正解肢正解肢正解肢 期限・期間期限・期間期限・期間期限・期間

国年法

一般 問６

健保法

厚年法

問６

雇用法

問６

雇用・徴収法

問１０

労災・徴収法

問８

問１０

雇用法 選択式



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成24年】３時間で７点アップセミナーからの出題内容

科目 設問 肢 解答 内容

選択式 AAAA ⑨季節的⑨季節的⑨季節的⑨季節的 短期雇用特例被保険者短期雇用特例被保険者短期雇用特例被保険者短期雇用特例被保険者

BBBB ⑲日雇労働被保険者⑲日雇労働被保険者⑲日雇労働被保険者⑲日雇労働被保険者 短期雇用特例被保険者短期雇用特例被保険者短期雇用特例被保険者短期雇用特例被保険者

ＣＣＣＣ ④４④４④４④４ 短期雇用特例被保険者短期雇用特例被保険者短期雇用特例被保険者短期雇用特例被保険者

問１ ＢＢＢＢ 正解肢正解肢正解肢正解肢 被保険者被保険者被保険者被保険者

問６ Ａ 非正解肢 育児休業給付

Ｄ 非正解肢 遡及適用によるみなし被保険者期間

Ｅ 非正解肢 育児休業給付

問６ Ａ 非正解肢 期限・期間

Ｂ 非正解肢 期限・期間

Ｃ 非正解肢 船員被保険者の届出

問１ Ｄ 非正解肢 適用事業

問２ Ａ 非正解肢 給付制限

問３ Ｅ 正解肢 給付制限

問２ ＤＤＤＤ 正解肢正解肢正解肢正解肢 支給停止調整額支給停止調整額支給停止調整額支給停止調整額

問３ Ｄ 非正解肢 若年の妻の遺族厚生年金受給権消滅

問６ Ａ 非正解肢 時効

Ｂ 非正解肢 時効

Ｃ 非正解肢 時効

問９ Ｅ 非正解肢 遺族厚生年金支給要件

問２ Ｄ 非正解肢 支給制限

問５ Ｂ 非正解肢 障害基礎年金子の加算

Ｃ 非正解肢 障害基礎年金支給停止

問８ Ｂ 非正解肢 期限・期間

問９ ＡＡＡＡ 正解肢正解肢正解肢正解肢 期限・期間期限・期間期限・期間期限・期間

厚年法

国年法

雇用法

雇用法

一般

健保法



 

 

【平成25年】３時間で７点アップセミナーからの出題内容

科目 設問 肢 解答 内容

AAAA ①50①50①50①50 障害者雇用促進法障害者雇用促進法障害者雇用促進法障害者雇用促進法

BBBB ②障害者雇用推進者②障害者雇用推進者②障害者雇用推進者②障害者雇用推進者 障害者雇用促進法障害者雇用促進法障害者雇用促進法障害者雇用促進法

AAAA ③3年③3年③3年③3年 後納保険料後納保険料後納保険料後納保険料

BBBB ⑳老齢基礎年金の受給権者⑳老齢基礎年金の受給権者⑳老齢基礎年金の受給権者⑳老齢基礎年金の受給権者 後納保険料後納保険料後納保険料後納保険料

ＣＣＣＣ ⑥10年⑥10年⑥10年⑥10年 後納保険料後納保険料後納保険料後納保険料

ＤＤＤＤ ⑪時効によって消滅⑪時効によって消滅⑪時効によって消滅⑪時効によって消滅 後納保険料後納保険料後納保険料後納保険料

ＥＥＥＥ ⑨後納保険料⑨後納保険料⑨後納保険料⑨後納保険料 後納保険料後納保険料後納保険料後納保険料

労働基準法 問6 Ｃ 非正解肢 労働契約の明示事項

問1 BBBB 正解肢正解肢正解肢正解肢 遺族補償一時金遺族補償一時金遺族補償一時金遺族補償一時金

問2 B 非正解肢 給付制限

問3 Ｄ 非正解肢 給付制限

B 非正解肢 記録の保存期間

Ｅ 非正解肢 時効

労一 問1 Ｅ 　　非正解肢 労働契約法

B 非正解肢 確定拠出年金

ＣＣＣＣ 正解肢正解肢正解肢正解肢 確定拠出年金確定拠出年金確定拠出年金確定拠出年金

健康保険法 問9 Ｃ 非正解肢 記録の保存期間

A 非正解肢 任意適用事業所

B 非正解肢 任意適用事業所

問１0 BBBB 正解肢正解肢正解肢正解肢 配偶者特別加算配偶者特別加算配偶者特別加算配偶者特別加算

BBBB 正解肢正解肢正解肢正解肢 後納保険料後納保険料後納保険料後納保険料

Ｅ 非正解肢 国民年金基金の加入

問１0 AAAA 正解肢正解肢正解肢正解肢 遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金

国民年金法 選択式

労災保険法

労一 選択式

問8社一

問5

厚生年金保険法

国民年金法

問8

問7雇用保険法


