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　2019年10月号掲載の「先取り法改正」、11 月号から2020
年6月号に連載する「改正ポイント」および7月号掲載の
「法改正総まとめ」を毎月、執筆者の奥田章博先生自ら動画
解説！　社労士試験に必須の改正情報をガッチリ押さえま
す。（各回20～30 分、10 月号は 45～60 分、7月号は 90～120
分予定）

webweb

★科目別講座
　～らくらく基礎マスター
◆収録時間：各回約 90～120分予定
　（「労一」「社一」はそれぞれ約 60分予定）

★法改正ゼミ
◆収録時間：約 20～30分予定

　本誌掲載のIDとパスワードを入力する
だけで、本誌に毎月掲載の『法改正ゼミ』（奥
田章博先生が執筆＆講義）と、『科目別講座
～らくらく基礎マスター』（各月の担当講師
が執筆＆講義）を、本誌発売日から2020年
の試験日当日まで、いつでもどこでも無料
でご覧いただくことができます。
　本誌でしか実現できない超一流講師陣
による動画講義で、合格をグッと引き寄せ
てください。

2020年度受験用
クールの動画を
無料配信！
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新クール新クールクール!!
10月号から
新クール!
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※本誌記事内容・担当講師等は、都合により変更となる場合がございます。
※※※※本誌今クール記事内容のご案内は本誌今クール記事内本本本誌今本誌今誌今誌今クク ルルル記事記記事記事内内容内容のご案内ははのご案内は容の容のご案ごご案ご案内内はははは4ペ4ページジ！44ページ4444ペペペペペーージジジジ！！！！※本誌今クール記事内容のご案内は4ページ！※本誌今クール記事内容のご案内は4ページ！

10月号 労基・安衛法　　古川飛祐（労務経理ゼミナール）
11月号 労災保険法　　　石戸泰史（大原法律専門学校）

12月号 雇用保険法　　　澤井清治
 　　　　　　　　　　　　（LEC東京リーガルマインド）
 1月号 徴収法　　　　　斎藤正美（クレアールアカデミー）

 2月号 健康保険法　　　大野公一
 　　　　　　　　　　　　（LEC東京リーガルマインド）
 3月号 国年・厚年法（1）井出和幸（i.D.E.社労士塾）
 4月号 国年・厚年法（2）井出和幸（i.D.E.社労士塾）
 5月号 国年・厚年法（3）井出和幸（i.D.E.社労士塾）

 6月号 白書　　　　　　村中一英
  労一　　　　　　富田　朗

 7月号 法改正総まとめ　奥田章博 
  社一　　　　　　富田　朗
 8月号 横断整理　　　　斎藤正美（クレアールアカデミー）

科目別講座スケジュール

　2019年 10月号からスタートした『らくらく
基礎マスター』を毎月、執筆者自ら動画解説！
　本誌記事をテキストとする超一流講師の「納
得の講義」が、いつでも無料でご覧いただけま
す。（各回約90～120 分予定／「労一」「社一」は
それぞれ約60 分予定）

無料
動画

法改正ゼミ法改正ゼミ

科目別講座科目別講座

無料
動画

イメージ

※画像は 2019年受験用のイメージです。



定期購読で過去分の視聴も可能に！

　

　

定期購読をすると
2019年7月号
法改正総まとめ

2019年4月号
科目別講座
「国年・厚年法⑵」

次ページ！次ページーージジ！！！！※定期購読のご案内は次ページ！※定期購読のご案内は次ページ！

※会員IDは、弊社からお送りする本誌の封筒に記載されています。

動画
講義  完全無料！ゼミゼミ

すべての動画の視聴および
本誌記事（PDF）の閲覧

◆2019年度受験用
 （2018年 10月号～2019年９月号）
◆2018年度受験用
 （2017年 10月号～2018年９月号）

「科目別講座」「法改正ゼミ」
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　社労士試験における改正点の重要性はご存じのことと思います。近年、労働・社会保険諸法令の
改正が多く、相対的に社労士試験での改正点からの出題も増加傾向にあります。
　2019年度の社労士試験における改正点に目を向けると、ここ数年の中でも多めです。
　労働基準法における時間外労働の上限規制の導入や年次有給休暇の時季指定義務の創設、国民年
金法における産前産後期間の保険料免除制度の創設など、かなりの確率で出題されることが予想で
きる改正点も目立ちます。
　ささいなものを含めると相当な数がありますので、すべてを網羅的に紹介することはできません
が、出題されそうな改正点を優先しながら、できる限り多くの改正点を紹介していきたいと思いま
す。
　改正項目について、星印（★★★～★）を付しておりますので、学習にメリハリをつける際の参
考にしていただきたいと思います。

表記した★について

出題される可能性が極めて高く、選択式試験対策を含めた重点的な再確認が必要

出題される可能性が高く、関連事項を含めた効率的な再確認が求められる

出題される可能性はさほど高くないが、一読し、改正の概要を再確認しておきたい

労働基準法

１　フレックスタイム制に関する改正   ★★★
２　時間外および休日の労働に関する改正   ★★★
３　年次有給休暇に関する改正   ★★★
４　高度プロフェッショナル制度の創設   ★★
５　労働条件の明示に関する改正   ★★★
６　過半数代表者に関する改正   ★★

改正項目一覧

動画無料
本講座の動画講義を無料で視聴できます！
⇨　https://www.sv-web.jp/
 ※パスワードは104ページに掲載ID：sv1907sw 奥田 章博

法改正総まとめ
出題予測ランク付き！
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厚生年金保険法のあらまし

1　厚生年金保険法制定の背景と目的

　厚生年金保険法の前身である労働者年金保険法は、昭和16年に公布され、昭和17年６月１日か
ら、工場・鉱業・運輸業で働く男子の現業労働者を被保険者とし、報酬比例年金である養老年金
等を支給する年金保険として保険料の徴収が開始されました。その後、昭和19年に名称を「厚生
年金保険法」に改称し、男子事務労働者や女子労働者にも適用を拡大しました。終戦後は急激な
インフレ等により制度存続が危ぶまれたことから、昭和29年に全面的改正が行われました。
　昭和60年には、公的年金全般にわたる大改革が行われ、昭和61年４月１日から新年金制度（新
法）として再編されました。新年金制度では、全国民に共通の基礎年金制度が導入され、厚生年
金保険は、基礎年金の上乗せとして、報酬比例部分を支給することとなりました。適用面では、
厚生年金保険の被保険者の資格に年齢制限（65歳。現在は70歳）が設けられ、同時に国民年金の
第２号被保険者となる二重加入の仕組みとなりました。また、船員は第三種被保険者として厚生
年金保険に加入することになりました。
　平成27年10月１日から、被用者年金一元化法が施行され、厚生年金保険の被保険者は、①第１
号厚生年金被保険者、②第２号厚生年金被保険者、③第３号厚生年金被保険者、④第４号厚生年
金被保険者の４つの種別に区分されることになりました。

2　学習のポイント

　第１章の総則関係、第２章の適用事業所、被保険者関係、第３章の標準報酬月額、標準賞与額
関係、第４章の届出等関係、第12章の費用の負担関係は健康保険法と、第５章の通則関係は国民
年金法と共通する項目が多いため、厚生年金保険法独自の規定を中心に取り上げて学習します。

本講座の動画講義を無料で視聴できます！
⇨　https://www.sv-web.jp/
  ※パスワードは88ページに掲載ID：sv1904yc

動画無料 i.D.E.社労士塾
　井出 和幸

　本講座は、社労士試験に必要な基礎的な力をつけることを目的としています。初学者の方
にとってわかりにくそうな箇所には マークをつけ、右側のコラムで解説しています。ペー
ジ下の問題は、上の本文から基本事項について一問一答を載せていますので、理解の助けに
してください（答えは次ページにあります）。

国民年金法・厚生年金保険法②

１科 目 別 講 座

基礎力完成ゼミ

年
金
法
を
し
っ
か
り

学
習
し
た
い
か
ら

去
年
の
も
の
を
見
よ
う
！

去
年
の
法
改
正
を

ま
と
め
て
確
認
し
た
い
！

PDF 動 画
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　　　   webゼミでは、本誌に記載のIDとパスワードを入力することにより、該当する号の動画
をご視聴いただけます。さらに、本誌の定期購読会員になると、会員ID※とご登録の電話番号を入力
するだけで、次のサービスをすべてご利用いただけます。



についてのお問合せは 株式会社 日本法令　 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-19
購入について　☎03-6858-6960（会員担当）
内容について　☎03-6858-6959（編 集 部）　社労士Vポータルサイト▶https://www.sv-web.jp/

E-Mail：kaiin@horei.co.jp
E-Mail：sv@horei.co.jp

info@sv-web.jp

法改正対策は、奥田章博先生の記事と動画講義で万全！（2019 年
10月号～2020年７月号）  緻密な分析によるわかりやすい解説
と演習問題で、要所が確実に押さえられます。

巻頭記事は巻頭巻頭頭記事記事はフフルルカカララーー！！ その他もそのの他も2色に！2色に！
よりり見見やややすすすいい誌誌面面ととよりり見見ややすすすいい誌誌誌面面とと無無料料動動動画画画無無料無料料動動動画画画でで受受験験生を応援でで受受験生を応援験生験生を応援応援!!!!
巻頭記事はフルカラー！ その他も2色に！
より見やすい誌面と無料動画で受験生を応援!!

５つの有名受験校（i.D.E. 社労士塾、
LEC東京リーガルマインド、大原法律専
門学校、クレアールアカデミー、資格ス
クール 大栄）の講師陣が、独学でつまず
きやすいポイントをピックアップし、徹
底解説します（2019年10月号～2020
年７月号）。初学者の方はもちろん、再
受験者の方も基礎固めができます。

独独学でつまずくのはココ！
徹底マスター講座

独学でつまずくのはココ！
徹底マスター講座

今クールは、「法改正ゼミ」と「科目別講座」の動画を無料配信！（詳しくは前ページ）

※社労士Ｖは、10月号から翌年９月
　号までが１クールです。
※記事タイトル・内容は変更となる
　場合がございます。

岡根一雄先生（TAC）が、本格的な学習に入る前に基本的な理解を深めるため、社労士試験の
概要をピンポイントで解説！　社労士試験の学習をすることの意義、取組み方のほか、各科
目の特徴をイメージしやすいよう図解したうえで、学習のポイントを解説。読者の皆様をス
ムーズに本格学習へ導きます。

★「図でわかる 社労士試験入門ガイダンス」10月号特別掲載

月々のお求めよりも定期購読がお得です！　2019年10月号以降のご希望の号から、６冊または 12冊でのお申込みができ
ます。毎月、発売日に合わせてお手元に配送いたします。
☞料金は、2019年10月１日からの消費増税に伴い、お申込みの時期により下記のとおり異なります（いずれも税込・送料込価格）。
　９月30日までにお申込みの場合　■12冊……12,665円　■６冊……6,775円
　10月1日以後にお申込みの場合　■12冊……12,900円　■６冊……6,900円
☞例えば、10月号～翌年９月号をご購読の場合、定価14,977円➡定期購読価格12,665円（９月30日までにお申込みの
場合）となり、2,312円（1.8冊分）もお得となります。

☞定期購読会員には、過去２年分の動画視聴サービス（詳しくは前ページ）のほか、弊社書籍の割引購入などの特典もございます。
☞定期購読をお申し込みいただく場合は、巻末綴込みの払込用紙をご利用ください。
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巻頭の特別企画は、前クールでおなじみの奥田章博先生、富田朗
先生、古川飛祐先生に加えて井出和幸先生、斎藤正美先生が登
場！（2019年10月号～2020年８月号） 　毎月それぞれの視点
で、最近の試験傾向を踏まえた受験対策の要所を講義します。

〔掲載記事〕

特別企画特別企画

最近の受験対策には必須となった判例・通達等への対策を、LEC
東京リーガルマインドの人気講師が連載（2019年11月号～
2020年５月号）。出題頻度や出題可能性の高い判例・通達等を網
羅し、演習問題もついているので、試験対策はこれで万全です。

重要判例＆通達 解説と演習問題

今クールの巻末カードは宮澤誠先生（アガルートアカデミー）が担
当！（2019年10月号～2020年８月号）　空欄を埋める方式で知
識を整理することにより、択一式と選択式両方の対策ができます。

過去問論点整理カード過去問論点整理カード巻末付録

今クールも本誌ならではの人気講師が名を連ね、記事とWebゼミ（動画講義）で合格へ導きます
（2019年10月号～2020年８月号）。今クールでは特に、初学者の方にもなじみやすいようテキ
スト部分に社労士Vオリジナルキャラクターが登場！　基本事項の意味、制度趣旨をわかりやす
く解説します。ページ下に一問一答も掲載しているので、学習したことを速攻チェック！　さらに、
問題のページでは自然に実力がつく一問一答、出題頻度の高い個数・組合せ問題と選択式の実戦
問題を掲載しますので、本試験に対応した学習ができます。（掲載科目と担当講師は２ページ）

◆らくらく基礎マスター
◆実戦演習 一問一答 せ  組合せ 個数 選択式 問題＆解法
◆らくらく基礎マスター
◆実戦演習 一問一答  組合せ  個数  選択式 問題＆解法

科目別
講 座

 10月号 奥田章博 先取り法改正  小川泰弘 判例攻略のヒント
 11月号 古川飛祐 長文問題攻略の秘訣
 12月号 富田　朗 出題法令の相関関係
 1月号 井出和幸 過去問学習の極意
 2月号 斎藤正美 年金法のアウトライン
 3月号 奥田章博 選択式の実践解法
 4月号 古川飛祐 労働保険×社会保険　比較整理術
 5月号 井出和幸 一般常識の攻略法
 6月号 奥田章博 時事問題と出題予想
 7月号 古川飛祐 実務的問題の攻略法 
 8月号 富田　朗 直前ヤマあて問題

は22001199年年11000月月号号からは2019年10月号から2200200年年度度受験用用2020年度受験用

動画
無料

改正ポイントと演習問題改正ポイントと演習問題
動画
無料

本体1,136円
定 価

+税


