
科目 チャプター ① ② ③ ④ ⑤ 科目 チャプター ① ② ③ ④ ⑤ 科目 チャプター ① ② ③ ④ ⑤ 科目 チャプター ① ② ③ ④ ⑤

苦手 苦手 苦手 苦手
労基1-1 総則 雇用1-1 総則 健保5-1 家族給付 厚年4-1 65歳からの老齢厚生年金(支給要件･年金額・繰下げ･繰上げ)

労基1-2 労働憲章 雇用1-2 適用・賃金（前半） 健保5-2 高額療養費（70歳未満） 厚年4-2 65歳からの老齢厚生年金(65歳以後の在職老齢年金)

労基1-3 労働契約 雇用1-3 適用・賃金（後半） 健保5-3 高額療養費（70歳以上） 厚年4-3 障害厚生年金（支給要件）
労基1-4 労使協定 雇用2-1 基本手当①（受給要件） 健保5-4 高額介護合算療養費 厚年4-4 障害厚生年金（年金額他）
労基2-1 賃金・平均賃金 雇用2-2 基本手当①（受給手続） 健保5-5 資格喪失後の給付 厚年5-1 遺族厚生年金(支給要件･年金額)

労基2-2 賃金支払五原則 雇用2-3 基本手当②（賃金日額・基本手当日額） 健保6-1 保険給付の制限 厚年5-2 遺族厚生年金(中高齢寡婦加算･支給停止･失権)

労基2-3 休業手当他 雇用2-4 基本手当②（所定給付日数・受給期間） 健保6-2 保険給付の通則 厚年6-1 その他の保険給付
労基2-4 労働時間、休憩、休日 雇用2-5 基本手当③（特定受給資格者・特定理由離職者） 健保6-3 保健事業・福祉事業 厚年6-2 保険給付の制限･保険給付の通則

労基3-1 労働時間の弾力化（変形制） 雇用3-1 基本手当④（待期・給付制限・延長給付・緊急雇用対策） 健保6-4 任意継続被保険者 厚年6-3 離婚分割
労基3-2 労働時間の弾力化（フレックスタイム制） 雇用3-2 技能習得手当、寄宿手当、傷病手当 健保6-5 特例退職被保険者 厚年7-1 二以上期間者の特例
労基3-3 時間外労働・休日労働 雇用3-3 高年齢求職者給付金 健保6-6 日雇特例被保険者 厚年7-2 雑則
労基3-4 割増賃金 雇用3-4 特例一時金 健保7-1 全国健康保険協会 厚年7-3 マクロ経済スライド
労基4-1 労働時間のみなし制 雇用3-5 日雇労働求職者給付金 健保7-2 健康保険組合 厚年7-4 給付水準の下限
労基4-2 適用除外 雇用4-1 就職促進給付（就業促進手当） 健保7-3 雑則

労基4-3 年次有給休暇（原則） 雇用4-2 就職促進給付（移転費・求職活動支援費） 苦手

労基4-4 年次有給休暇（特例） 雇用4-3 教育訓練給付 苦手 社一1-1 国民健康保険法（前半）
労基5-1 年少者 雇用5-1 高年齢雇用継続給付 国年1-1 総則 社一1-2 国民健康保険法（後半）
労基5-2 妊産婦等 雇用5-2 育児休業給付・介護休業給付 国年1-2 強制被保険者 社一1-3 高齢者医療確保法
労基5-3 就業規則 雇用5-3 雇用安定事業等 国年1-3 任意加入被保険者 社一2-1 介護保険法（前半）
労基5-4 解雇・退職 雇用5-4 給付の通則・費用の負担 国年1-4 被保険者資格の取得及び喪失、被保険者期間 社一2-2 介護保険法（後半）
労基5-5 雑則 雇用5-5 雑則 国年1-5 年金財政 社一2-3 船員保険法

国年2-1 保険料 社一3-1 児童手当法

苦手 苦手 国年2-2 免除（産前産後・法定） 社一3-2 社会保険労務士法（前半）
安衛1-1 総則 徴収1-1 総則 国年2-3 免除（申請） 社一3-3 社会保険労務士法（後半）
安衛1-2 危険・健康障害防止措置 徴収1-2 保険関係 国年2-4 追納 社一4-1 確定給付企業年金法
安衛1-3 一般的な安全衛生管理体制（前半） 徴収1-3 保険関係の一括 国年3-1 督促、滞納処分、延滞金 社一4-2 確定拠出年金法（前半）
安衛1-4 一般的な安全衛生管理体制（後半） 徴収2-1 労働保険料 国年3-2 付加保険料 社一4-3 確定拠出年金法（後半）
安衛1-5 下請混在事業における管理体制 徴収2-2 継続事業の労働保険料（前半） 国年3-3 老齢基礎年金（支給要件） 社一4-4 社会保障協定
安衛2-1 機械等 徴収2-3 継続事業の労働保険料（後半） 国年3-4 老齢基礎年金（合算対象期間）

安衛2-2 危険物及び有害物 徴収2-4 継続事業のメリット制 国年3-5 老齢基礎年金（年金額） 苦手
安衛2-3 安全衛生教育等 徴収3-1 有期事業の労働保険料 国年4-1 老齢基礎年金（振替加算） 労一1-1 労働契約法①
安衛2-4 健康の保持増進措置（健康診断） 徴収3-2 労働保険料の申告・納付 国年4-2 障害基礎年金（支給要件） 労一1-2 労働契約法②
安衛2-5 健康の保持増進措置（面接指導、ストレスチェック他） 徴収3-3 印紙保険料 国年4-3 障害基礎年金（年金額等） 労一1-3 最低賃金法
安衛2-6 雑則 徴収3-4 特例納付保険料 国年5-1 遺族基礎年金 労一1-4 労働組合法

徴収3-5 督促、滞納処分、延滞金 国年5-2 第１号被保険者に独自の給付 労一2-1 労働施策総合推進法･職業安定法

苦手 徴収3-6 労働保険事務組合 国年5-3 給付の制限、給付の通則（〜失踪宣告） 労一2-2 労働者派遣法
労災1-1 総則･適用 徴収3-7 雑則 国年6-1 給付の通則（改定率の改定） 労一2-3 青少年・高年齢者
労災1-2 保険事故（業務災害） 国年6-2 給付の通則（併給調整その他） 労一2-4 障害者雇用促進法

労災1-3 保険事故（通勤災害） 苦手 国年6-3 国民年金基金（組織・加入者・掛金等） 労一3-1 男女雇用機会均等法
労災2-1 療養（補償）給付 健保1-1 総則 国年6-4 国民年金基金（業務・解散・連合会等） 労一3-2 育児･介護休業法（育児休業）
労災2-2 休業（補償）給付 健保1-2 適用事業所 国年7-1 雑則（被保険者の届出・原簿等） 労一3-3 育児･介護休業法（介護休業その他）

労災2-3 傷病（補償）年金 健保1-3 被保険者 国年7-2 雑則（年金受給権者の手続・不服申立・時効等） 労一3-4 パートタイム労働法その他
労災2-4 障害（補償）給付 健保1-4 被扶養者 国年7-3 納付の特例
労災2-5 介護（補償）給付 健保2-1 標準報酬（報酬・取得時・定時）

労災3-1 遺族（補償）給付・葬祭料（前半） 健保2-2 標準報酬（随時改定他） 苦手 2019.05.13
労災3-2 遺族（補償）給付・葬祭料（後半） 健保2-3 標準報酬（保険者等算定・標準賞与額） 厚年1-1 総則
労災3-3 二次健康診断等給付 健保3-1 国庫負担・国庫補助 厚年1-2 適用事業・被保険者
労災3-4 保険給付の制限 健保3-2 保険料 厚年1-3 被保険者期間
労災4-1 給付基礎日額 健保3-3 督促、滞納処分、延滞金その他 厚年1-4 標準報酬
労災4-2 保険給付の通則（前半） 健保3-4 療養の給付 厚年1-5 年金財政
労災4-3 保険給付の通則（後半） 健保4-1 入院時食事療養費・入院時生活療養費 厚年1-6 保険料
労災5-1 社会復帰促進等事業 健保4-2 保険外併用療養費 厚年2-1 特別支給の老齢厚生年金（支給要件）

労災5-2 費用の負担 健保4-3 療養費 厚年2-2 特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分・定額部分）

労災5-3 特別加入 健保4-4 訪問看護療養費 厚年2-3 特別支給の老齢厚生年金（加給年金額）

労災5-4 雑則 健保4-5 移送費 厚年3-1 特別支給の老齢厚生年金（特例）

健保4-6 傷病手当金 厚年3-2 特別支給の老齢厚生年金(65歳前の在職老齢年金)

健保4-7 出産に関する給付 厚年3-3 特別支給の老齢厚生年金(雇用保険との調整)

健保4-8 死亡に関する給付

厚生年金保険法

労働基準法 雇用保険法 健康保険法（続き） 厚生年金保険法（続き）

社会保険に関する一般常識
国民年金法

労働保険料徴収法労働安全衛生法

労働に関する一般常識

労働者災害補償保険法

健康保険法


