
正誤表 

「2020年版 社会福祉士試験 ズバリ予想問題集」に下記のような誤りがありました。慎んでお詫びするとともに、訂正させていただきます。 

 

記 

 

●第 1回予想問題 専門科目（午後）6ページ 問題 92 設問 4 

誤 バートレット（Bartlett, H.）は、1959年に『ソーシャルワーク実践の

共通基盤』を著し、… 

正 バートレット（Bartlett, H.）は、1970年に『ソーシャルワーク実践の
共通基盤』を著し、… 

 

●第 1回予想問題 専門科目（午後）17ページ 問題 112 設問 5 

誤 …長男の妻の介護負担… 

正 …次男の妻の介護負担… 

 

●第 1回予想問題 専門科目（午後）25ページ 問題 123 設問 3 

誤 賃金収支計算書とは、一定期間の賃金収支の差額… 

正 賃金収支計算書とは、一定期間の資金収支の差額… 

 

●第 2回予想問題 共通科目（午前）25ページ 問題 51 設問 4 

誤 …初診日前に 

正 …初診日の属する月の前々月までに 

 

●第 2回予想問題 共通科目（午前）29ページ 問題 58 設問 1 

誤 …支給決定の申請はその市町村が行う。 

正 …支給決定の申請の受付はその市町村が行う。 

 

●第 2回予想問題 共通科目（午前）34ページ 問題 71 問題文 

誤 …次の記述のうち、正しいものを 2つ選びなさい。 

正 …次の記述のうち、正しいものを 1つ選びなさい。 

 

●第 2回予想問題 共通科目（午前）38ページ 問題 82 設問 2 

誤 …被後見人である児童が同居の親族である場合、… 

正 …被後見人である児童の同居の親族である場合、… 

 

●第 2回予想問題 共通科目（午後）27ページ 問題 125 設問 4 

誤 …労働者は申し出ることにより、… 

正 …労働者は申し出ることにより、原則として… 

 

●第 1回予想問題 解答・解説 37ページ 問題 34 

ポイントを解説！ 設問 4の解説 

誤 …都道府県は都道府県地域福祉計画… 

正 …都道府県は都道府県地域福祉支援計画… 

 

●第 1回予想問題 解答・解説 95ページ 問題 92 

選択肢の正誤を Check! 設問 4 

誤 バートレット（Bartlett, H.）は、1959年に『ソーシャルワーク実践の
共通基盤』を著し、… 

正 バートレット（Bartlett, H.）は、1970年に『ソーシャルワーク実践の

共通基盤』を著し、… 

 

●第 1回予想問題 解答・解説 115ページ 問題 112 

選択肢の正誤を Check! 設問 5 

誤 …長男の妻の介護負担… 

正 …次男の妻の介護負担… 

 

●第 1回予想問題 解答・解説 122ページ 問題 119 

ポイントを解説！ 設問 4の解説 

誤 社会福祉事業については、法人税、事業税、都道府県民税、市町村民税、
事業税は非課税… 

正 社会福祉事業については、法人税、事業税、都道府県民税、市町村民税

は非課税、固定資産税、消費税は原則非課税… 

 

●第 1回予想問題 解答・解説 126ページ 問題 123 

選択肢の正誤を Check! 設問 3 

誤 賃金収支計算書とは、一定期間の賃金収支の差額… 

正 賃金収支計算書とは、一定期間の資金収支の差額… 

 

●第 1回予想問題 解答・解説 126ページ 問題 123 

ポイントを解説！ 設問 3の解説 1行目 

誤 正＞事業活動計算書とは 

正 正＞資金収支計算書とは 

 

●第 1回予想問題 解答・解説 126ページ 問題 123 

ポイントを解説！ 設問 3の解説 2行目、3行目 

誤 本肢は、事業活動計算書の説明である。賃金収支計算書とは、支払資金

の変動額とその原因である資金収支と資金支出をいう。 

正 本肢は、資金収支計算書の説明である。資金収支計算書とは、支払資金
の変動額とその原因である資金収支と資金支出を示すものである。 

●第 2回予想問題 解答・解説 189ページ 問題 32 

ポイントを解説！ 設問 2の解説 3行目 

誤 …ハルハウスは、1989 年、アダムス,J.によってイリノイ州シカゴに設
立された。 

正 …ハルハウスは、1889 年、アダムス,J.によってイリノイ州シカゴに設

立された。 

 

●第 2回予想問題 解答・解説 206ページ プラスα ③ 

誤 …本人または世帯主が 14日以内に… 

正 …本人または世帯主、本人が75歳に達した日より14日以内に… 

 

●第 2回予想問題 解答・解説 206ページ プラスα ⑤ 

誤 公費負担については、国が 4/12、都道府県が 1/12、市町村が 1/12である。 

正 公費負担については、国が 4/6、都道府県が 1/6、市町村が 1/6である。 

 

●第 2回予想問題 解答・解説 208ページ 問題 51 

選択肢の正誤を Check! 設問 4 

誤 …初診日前に 

正 …初診日の属する月の前々月までに 

 

●第 2回予想問題 解答・解説 215ページ 問題 58 

選択肢の正誤を Check! 設問 1 

誤 …支給決定の申請はその市町村が行う。 

正 …支給決定の申請の受付はその市町村が行う。 

 

●第 2回予想問題 解答・解説 227ページ 問題 70 

ポイントを解説！ 設問 1の解説 1行目 

誤 …正＞厚生労働省の承認を得て… 

正 …正＞厚生労働省の定めにより… 

 

●第 2回予想問題 解答・解説 229ページ 問題 72 

ポイントを解説！ 設問 5の解説 2～3行目 

誤 …地域医療支援病院とは、… 

正 …地域医療支援病院とは、厚生労働省令で定める病院であって… 

 

●第 2回予想問題 解答・解説 239ページ 問題 82 設問 2 

誤 …被後見人である児童が同居の親族である場合、… 

正 …被後見人である児童の同居の親族である場合、… 

 

●第 2回予想問題 解答・解説 282ページ 問題 125 設問 4 

誤 …労働者は申し出ることにより、… 

正 …労働者は申し出ることにより、原則として… 

 

●第 2回予想問題 解答・解説 282ページ 問題 125 

ポイントを解説！ 設問 4の解説 3～4行目 

誤 …1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる」場合
に… 

正 …1歳 6 か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らか
でない」場合に… 

 

●第 2回予想問題 解答・解説 288ページ 問題 131 プラスα③ 

誤 居宅サービス業者、居宅介護支援事業者、介護保険施設、… 

正 居宅サービス業者、介護保険施設、…（「居宅介護支援事業者」は市町村

に権限が移譲） 

 

●第 2回予想問題 解答・解説 297ページ 問題 140 

ポイントを解説！ 設問 3の解説 1行目、3行目 

誤 正＞都道府県児童福祉審議会の意見を（聞かなければならない） 
正 正＞家庭裁判所の承認を得なければならない 

 

●重要数字ベスト 100 311ページ 問 67 問題文 

誤 介護保険の第 1号被保険者の届け出は… 

正 介護保険の第 1号被保険者の届け出は被保険者証の記載内容に変更があ
ったときは… 

 

●重要数字ベスト 100 311ページ 問 84 解答 

誤 19.25% 

正 12.5% 

 

 

以上 


