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禁転載複製

令和２年度 後期 ビジネス・キャリア検定試験
人事・人材開発・労務管理分野

３級

人事・人材開発
試

験

問

題
（１４ページ）

１．試験時間

１１０分

２．注意事項
(１) 試験問題は、係員の指示があるまで開かないでください。
(２) 試験問題は、40題あります。
(３) 試験問題の配点及び合格基準は、次のとおりです。
（配
点）問題１～問題40
各2.5点
合計100点
（合格基準）試験全体として概ね60％以上の正答。
(４) 関係法令、会計基準、ＪＩＳ等の各種規格等に基づく出題については、問題文中に
断りがある場合を除き、令和２年11月１日時点で施行されている内容に基づくもの
とします。
(５) マークシート（解答用紙）には、①試験区分名、②氏名、③座席番号、④受験番号、
⑤生年月日を正確に記入してください。
なお、受験番号の最後の桁は、アルファベットですので、数字と間違えないように
注意してください。
(６) マークシートにマークする際には、ＨＢ又はＢの黒鉛筆又はシャープペンシルのい
ずれかで、はっきりとマークしてください。それ以外は使用しないでください。
なお、訂正する場合は、採点の際にマークシートの誤読の原因となることがあり
ますので、きれいに消してください。
(７) マークシートには、所定の事項以外は絶対に書き込まないでください。
なお、計算等が必要な場合は、問題用紙の余白又は裏面を使用してください。
(８) マークシートにはア～エまでマークする欄があります。問題番号及び問題文に従っ
て正解と思われるものを１つだけ選んで間違えないようにマークしてください。
(９) 試験問題の内容に関する質問には、一切お答えできません。
(10) 試験中にトイレへ行きたくなった場合は、黙って手を挙げて係員の指示に従ってく
ださい。
(11) 試験終了時刻前に解答が済み、退出する場合は、黙って手を挙げて係員の指示に
従ってください。ただし、試験開始後30分間及び終了前10分間は、退出できません。
なお、退出する場合は、周りの受験者に配慮して、静かに退出してください。
(12) 試験終了の合図があったら速やかに筆記用具を置き、係員の指示に従ってください。
(13) 試験終了後、マークシートを必ず提出してください。ただし、試験問題は、持ち帰
ることができます。
なお、マークシートが提出されていない場合は、失格となります。
(14) 試験問題の転載、複製などを固く禁じます。
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問題文中、次の法令名等は略称で記載されています。
・労働者災害補償保険

問題１

→

労災保険

人事管理に影響を与える環境 条件に関する記述として適切なものは、次のうちど
れか。

ア．企業内の環境条件としては、 営業戦略、社員の帰属意識及び就業規則の３つが 重要
である。
イ．企業外の環境条件としては、労働市場、労働関係法令・政府 の政策、及び社外の労
使関係の３つが重要である。
ウ．昨今の我が国において労働力人口構成が大きく変化している主な要因 としては、若
年者比率の増加、高学歴化の進展、女性労働者の増加 等が挙げられる。
エ．昨今、会社・仕事より生活を大切にする就業意識が強くなっているので、 そのこと
を優先した人事管理を構築する必要がある。

問題２

労働関連の法律に関する記述として誤っているものは、次のうちどれか。

ア．日本国憲法で保護されるいわゆる労働三権とは 、団結権・団体交渉権・団体行動権
である。
イ．労働市場の枠組みを作成し適切に機能するよう支援する法律として、職業安定法や
職業能力開発促進法などがある。
ウ．労働関連の法律を代表する、労働基準法、労働組合法及び労働関係調整法の３つの
法律は、労働三法とも呼ばれる。
エ．労働者が働く上での最低基準を設定する法律には、労働契約法や最低賃金法がある。

問題３

社員区分制度に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．新たに人事管理を考える際には、まず経営者に「社員の能力発揮」をベースに基本
的な考え方を明確にしてもらう必要がある。
イ．異なる社員区分間の公平性の確保については、社員区分が増えるほど解決が難しい
が、労働意欲にマイナスに働くとまでは言えない。
ウ．同じ企業で働く非直用の労働者には、当該企業から指揮命令される派遣労働者と、
業務を請け負った会社から指揮命令される請負労働者の２タイプあるが、請負労働
者にも当該企業から直接、指揮命令を出すことは可能である。
エ．近年、管理職ポストの不足から、従来型の管理職に加えて、研究開発等の高度な専
門能力を要する専門職や、豊富な経験を要する特定の領域の専任職に分ける制度を
導入する企業が増えてきて いる。
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問題４

人事評価に関する記述として誤っているものは、次のうちどれか。

ア．人事評価の役割は、社員の今の能力や働きぶりを評価して、その結果を配置、処遇、
人材活用につなげることにある。
イ．人事評価の基準は、環境変化や経営戦略の変更に伴って見直す必要がある。
ウ．人事評価の評価項目には、能力・業績・情意があるが、そのうち情意評価では積極
性・協調性・責任感などを評価する。
エ．ハロー効果とは、評価者の得意分野や不得意分野によって、評価が甘くなったり、
辛くなったりするエラーのことである。

問題５

人事評価の理論に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．一定の訓練を受けた専門家による「人材アセスメント」は、能力開発やキャリア開
発のために使われることが多く、人事考課にも反映される。
イ．上司による評価だけでは正確な情報が得られないため、同僚や他部門など業務上関
係あ る複 数 の人 か ら評 価 を受 ける 手 法を 多 面評 価 （あ るい は 360度 評 価） とい うが 、
顧客まで対象は広げていない。
ウ．失敗を恐れず、革新的なことに挑戦する社員を積極的に評価する考え方を加点主義
といい、近年この考え方が強調されている。
エ．人事評価の基準・手続・結果などを被評価者に公開する透明性の原則が近年、重視
されている。ただし、評価の低い被評価者へのフィードバックは、大きなモラール
ダウンにつながるため行わない方が望ましい。

問題６

以下に示す図は人事評価要素を表したものであるが、人事評価要素の特性の説明
として不適切なもの は、次のうちどれか。

評価要素

能力

評価要素の特性

職務行動

業績

評価要素の特性の説明

ア．

評価の時間軸の長さ

（長い

短い）

イ．

評価の安定性の高さ

（高い

低い）

ウ．

能力向上意欲に対する
インセンティブ効果の
大きさ

（大きい

小さい）

（大きい

小さい）

エ．

成果達成意欲に対する
インセンティブ効果の
大きさ
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問題７

職務分析から作成される職務記述書の人事管理への活用に関する記述として不適
切なものは、次のうちどれか。

ア．職務遂行に必要とされる知識や技能の種類や程度などが記述されているので、従業
員の募集・選考上の採用基準を設定するために活用される。
イ．職務の組織内での位置（上位の役職、下位の職務など）や職務遂行上の困難度の記
述などから職務の相対的な価値が決定されるので、職務給の賃金制度を設定するた
めに活用される。
ウ．職務の範囲・目的・内容、責任度や貢献度などが記述されているので、人事評価制
度（特に業績評価）の設計のために活用される。
エ．職務の身体的・精神的負荷、作業条件、作業上の危険などが記述されているので、
作業条件や職場環境の改善のために活用される。

問題８

労働契約に関する記述として誤っているものは、次のうちどれか。

ア．労働基準法では労働契約を締結する際に、使用者は労働者に労働条件を明示する義
務があるが、その方法は書面による交付に限られる。ただし、労働者が希望した場
合は、ＦＡＸ や電子メールによることも認められている。
イ．使用者が労働者に対して必ず明示すべき労働条件には、
・労働契約の期間に関する事項
・就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
・賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り、支払時期に関する事項
などがある。
ウ．労働契約を結んだ労働者は、基本的な義務である誠実に労務を提供する労働義務の
ほか、職場環境を良好に保持し企業秩序を維持する企業秩序維持義務、勤務してい
る会社の重要な情報等を外部へ漏らすことを禁止する企業秘密保持義務、などの義
務を負う。
エ．有期労働契約を結ぶ場合、その期間は原則として３年以内である。ただし 、一定の
事業の完了に必要な期間を定める労働契約（有期の建設工事等）の場合は、その期
間を５年までの間で定めることができる。
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問題９

就業規則に関する記述として正しいものは、次のうちどれか。

ア．常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、就業規則を作成し、届け出る
義務があるが、この場合であっても正社員が 10人未満のときは作成義務はない。
イ． 就業 規則 改定 のた め 、過 半数 代表 者に 意見 を 求め たと ころ 、「 改定 反 対」 との 意見
書が提出されたが、この反対意見書を添付して所轄労働基準監督署長に届け出た場
合でも就業規則は受理される。
ウ．新会社設立により就業規則を作成するに当たり、始終業の時刻・休日休暇・休憩時
間・賃金等の絶対的必要記載事項は記載して届け出たが、賞与に関する規程は有る
ものの相対的必要記載事項なので届出をしなかった。
エ．試用期間中の社員が勤怠不良であったため、正式採用時に就業規則の規定より少な
い有給休暇を付与する労働契約書を作成し、本人の同意の下に採用した。

問題10

人員計画の策定に当たっては、ビジネス社会の構造変化を踏まえることが重要で
あ る 。 以 下 に 示 す 2019年 （ 令 和 元 年 ） の 我 が 国 に お け る 労 働 環 境 に 関 す る Ａ ～ Ｄ
の項目とおよその数値の組合せとして正しいものは、次のうちどれか。

Ａ：65歳以上の高齢者数の比率（総務省 人口推計）
Ｂ：女性15～64歳の就業率（総務省 労働力調査）
Ｃ：大学、短大への進学者の比率（文部科学省 学校基本調査）
Ｄ：障害者の法定雇用率を達成した民間企業の比率（厚生労働省 障害者雇用状況集計）
ア．Ａ

18％

Ｂ

61％

Ｃ

50％

Ｄ

28％

イ．Ａ

28％

Ｂ

71％

Ｃ

55％

Ｄ

48％

ウ．Ａ

38％

Ｂ

81％

Ｃ

60％

Ｄ

68％

エ．Ａ

48％

Ｂ

91％

Ｃ

65％

Ｄ

88％

問題11

雇用調整に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．雇用調整を行う場合の一般的な順序は、①非正規従業員の雇い止め、②残業規制、
③採用抑制、④レイオフ、⑤希望退職制度、⑥整理解雇である。
イ．常設の早期退職優遇制度を 利用して退職した場合は、求職者給付の受給において
「会社都合退職」となる。
ウ．整理解雇の４条件とは、①経営上の客観的必要性、②解雇回避努力措置、③対象者
選定基準の合理性、④労働基準監督署への届出である。
エ．優遇条件付き希望退職制度で、あらかじめ「会社の承諾」を適用条件としておけば、
応募してもらいたくない人材が応募したときに、優遇条件の適用を除外できる。
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問題12

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を実現するためのデジタル人材の獲
得・活用戦略の一環として、かつて職能資格制度を補完する制度として導入され
た専門職制度が、近年再び注目されている。一般的な専門職制度に関する記述と
して不適切なものは、次のうちどれか。

ア．一定ランク以上の制度として設置され、いわゆる総合職は、そのランクまでは単一
のキャリア・ルートを昇進し、以降は、管理職と専門職の職群に区分され、昇進
ルートは管理職ルートと専門職ルートに分かれる。
イ．２つのキャリア・ルートの対応関係では、課長と主任技術者、部長と主幹技術者と
いったように、管理職と専門職のランクを１対１で対応させ、専門職としての昇進
（昇格）を保障している。また最近では、高度専門職など、役員レベルまで専門職
のキャリアが 延びてきている。
ウ．処遇面では、職能資格制度のもとで管理職と専門職のバラン スがとられ、同等の能
力があると評価され、同一資格に格付けされれば、管理職であろうと専門職であろ
うと給与は同じになるのが原則である。
エ． 現在 多く の企 業に 設 置さ れて いる 専門 職制 度 は、「 高 度な 専門 能力 を 有す る人 材を
適正に処遇し、育成する」という意図によるものであり、管理職としての昇進が望
めない人のための代替的なキャリアを整備するという配慮によるものではない。

問題13

正社員の社員区分制度設計においては、大きく分けて４つの基準があるが、その
基準に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか 。

ア．第１は、「期待する仕事内容 」の違いに基づく区分であり、その代表的なものは職
種である。社員を技能職と事務・技術職 とに区分する方法等がこれに当たる。
イ．第２は、企業の 「期待するキャリア形成 」の違いによる区分である。ホワイトカラ
ー職でよく見られる総合職と一般職 との区分がこれに当たる。
ウ．第３は、 「キャリア段階」の違い、つまり、育成と活用との観点から区分する方法
である。能力の養成期・拡充期・発揮期に分け、それぞれに合った人事管理が適用
される。
エ．第４は、 「働き方」の違いによる区分である。総合職を管理職、専門職 及び専任職
に区分する方法がこれに当たる。
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問題14

募集に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．募集に当たって経験豊富な人材が望まれるので、対象年齢を 60歳以上 63歳未満に限
定した。
イ．アルバイトの募集に 当たって、「学生優遇」と記述した。
ウ．期待する男性店員はいるもののまだ少ないこともあって、「男性も活躍している職
場です」と記述した。
エ．専門業務であることを強調するために、「カウンセリング業務も担当できる看護師
資格を有する者」と記述した。

問題15

配置・異動管理に関する記述として適切ものは、次のうちどれか。

ア．職種を限定した職種別採用で雇用契約を締結した場合でも、就業規則で従事する職
務と勤務地を任意に変更できる包括同意があり、職種変更の他は著しい不利益がなけ
れば、個別同意なく職種を変更できる。
イ．出向に関して就業規則で周知されていた場合であっても、生活上著しく困難な転勤
が伴う場合などは、その出向命令は無効となる場合がある。
ウ．転籍先が転籍元と資本関係にあり、かつ転籍の前段階として出向している期間が３
年以上あった場合には、いわゆる「転 籍出向」という扱いになり、就業規則で包括同
意があれば、個別同意は必要としない。
エ．地域限定社員制度で、管理職任用を行わないことは、転勤という就業継続の障害を
取り除き、かつ職務責任の軽減を図ることにより、女性活用を推進するダイバーシ
ティ経営にもプラスとなっている。

問題16

退職に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．定年年齢に達した従業員を退職させることなく引き続き雇用する制度が勤務延長制
度である。 既に定年年齢に達しているので、勤務延長期間が終了し、更新しなくなっ
た段階で、定年退職となる。
イ．定年年齢に達した従業員をいったん退職させ、あらためて雇用契約を結ぶのが再雇
用制度である。再雇用期間終了後に再度退職となる。
ウ．希望退職に応募して退職した場合は、雇用保険の失業等給付の上では自己都合退職
として扱われる。
エ．解雇には、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇があるが、整理解雇とは、法律上の用語
ではなく、裁判での判例により浮上してきた労働慣例での用語である。
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問題17

雇用調整策に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．景気変動 等により、業務量が減少して余剰人員が生じたときは、外注業務を取り込
み、内製化率を高める方策 もある。
イ．内部調整策においては、配置について 、会社の人事権を幅広く適用するため、仕事
の内容や場所を特定しない包括的な雇用契約の締結がその基盤となる。
ウ．出口政策としては、定年制度、早期退職優遇制度、希望退職制度等を整備しておく
必要がある。
エ．雇用調整策としては、極力雇用を維持するため、第１段階として残業時間削減の方
法が取られる。これにより、労働投入量が調整できれば、単位時間当たり労働コス
トも減少する。

問題18

我が国の給与制度の特徴に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．手当のうち、社員の生活ニーズに応えるための手当は、生活関連手当と呼ばれる。
イ．所定外給与は、社員に対する企業の評価・格付けの金銭的な指標となる。
ウ．基本給は、給与の中で最も大きな比率を占める要素である。
エ．生活給は、属人給の一形態である。

問題19

昇給に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか 。

ア．1980年～1990年代と比べて、近年の年齢 別の賃金カーブは緩やかなものとなってい
る。
イ．定期昇給とは、生活給 としての昇給を指すものであり、これには人事考課による 昇
給は含まれない。
ウ．昇格昇給 は、昇格へのモチベーションを上げるための有効な手段である。
エ．ベースアップがなく 定期昇給のみの実施であっても 、賃金原資の増額となる場合が
ある。

問題20

賞与に関する記述として適切なもの は、次のうちどれか。

ア．賞与の特徴の１つとして、人件費の変動費化機能が挙げられる。
イ．業績に連動して賞与を決定する業績連動型 （業績連動方式）を採用する企業は、
年々減少してきている。
ウ．賞与の算定基準として、一般的に基本給の ほか、家族手当が含まれる 。
エ．管理職の査定は基本給に反映されていることから、 非管理職の方が賞与の査定部分
が大きい。
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問題21

退職一時金及び退職年金の所得税に関する記述として不適切なものは、次のうち
どれか。

ア．退職一時金の所得税は、給与所得とは別に分離課税が適用される。
イ．退職金前払い制度の場合、月給や賞与に上乗せして退職金を前払で支払うが、月給
や賞与と同様に所得税・住民税の課税対象となり、また社会保険料の決定の際の報
酬に含まれることになる。
ウ．退職一時金の所得控除額は、勤続 40年で1,000万円程度である。
エ．退職給付を退職年金よりも退職一時金で受給する労働者が多い理由の１つとして、
退職一時金のほうが退職年金よりも、税制上有利であることが挙げられる。

問題22

福利厚生に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．福利厚生とは「社員及びその家族の福祉の向上」のために、現金給与以外の形で企
業が給付する報酬の総称である。
イ．福利厚生の大きな目的の１つは、公的な社会保障の一翼を担うことである。
ウ．法定外福利厚生は、地位や仕事の成果にかかわらず生活のニーズに合わせて社員に
報酬を平等に分配するという性格を強く持っている。
エ．企業が負担する現金給与以外の付加給付の内訳を見ると、法定福利費よりも退職給
付等の費用が大きい。

問題23

月給制従業員の割増賃金計算の計算基礎となる１時間当たりの賃金額の１円未満
の端数処理の定め方として認められていないものは、次のうちどれか。

ア．割増賃金の計算途中では、 50銭未満を切り捨て、50銭以上を１円に切り上げる。
イ．割増賃金の計算途中では、１円未満は 全て１円に切り上げる。
ウ．割増賃金の計算途中では端数処理を行わず、１円未満をそのまま使用し最後に１円
未満は切り捨てる。
エ．割増賃金の計算途中では端数処理を行わず、１円未満をそのまま使用し最後に 50銭
未満は切り捨て、50銭以上を１円に切り上げる。

問題24

退職給付制度に関する記述として 誤っているものは、次のうちどれか。

ア．退職一時金制度 には、最終給与等算定基礎額を用いる 方式のほか、別テーブル方式、
定額方式などがある。
イ．キャッシュバランスプランは、 確定拠出型の退職給付制度である 。
ウ．確定給付企業年金には、規約型企業年金と基金型企業年金の ２つの種類がある。
エ．確定拠出年金には、個人型と企業型がある。
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問題25

医療保険制度に関する記述 として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．我が国の医療保険制度は、全ての国民がいずれかの公的医療保険に加入する国民皆
保険制度がとられている。
イ．自営業等の勤労者以外を対象にした地域保険には、国民健康保険がある。
ウ．被用者保険には、主 に中小企業の労働者を対象とした協会けんぽ と、大手企業の労
働者を対象にした組合管掌健康保険があり、前者の保険者は政府であり、後者の保
険者は健康保険組合である。
エ．健康保険の一般保険料は、勤労者の標準報酬月額 及び標準賞与額に保険料率を乗じ
て算出されるが、この保険料率については、保険給付との収支バランスを勘案して
保険者ごとに決定される 仕組みになっている。

問題26

介護保険に関する記述として正しいものは、次のうちどれか。

ア．介護保険の被保険者は 、40歳以上が対象となる強制保険で、 65歳以上 75歳未満の者
を第１号被保険者、40歳以上65歳未満の者を第２号被保険者として区分している。
イ．第２号被保険者にかかる保険料は、その者が加入する医療保険の保険料（健康保険
料、国民健康保険料など）と一緒に徴収する。
ウ．第１号被保険者にかかる保険料は、その者の住所地の市町村又は特別区がその者の
所得にかかわらず一定額を徴収する。
エ．第１号被保険者にかかる保険料は、その者に支払われる老齢年金等から控除する特
別徴収のほか、その者から直接徴収する普通徴収があるが、その者の世帯主や配偶
者には納付の 義務はない。

問題27

厚生年金保険の老齢年金に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか 。

ア．老齢年金の受給要件を満たす者は 、原則として65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年
金とを受給できる。
イ．1957年（昭和32年）４月２日に生まれた男子は、 63歳から特別支給の老齢厚生年金
が支給されている。
ウ．2013年からは、特別支給の老齢厚 生年金「定額部分」は、支給されないこととなっ
た。
エ．2025年からは、 特別支給の老齢厚生年金「 報酬比例部分」の支給開始年齢の段階的
な引上げが始まる。
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問題28

雇用保険に関する記述として誤っているものは、次のうちどれか。

ア．一般被保険者とは、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者
以外の被保険者をいう。
イ．高年齢被保険者とは、適用事業に 65歳に達した日以後の日において雇用されている、
短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の被保険者をいう。
ウ．一般の事業の場合の雇用保険率は 9/1000であり、支払われた賃金にこれを乗じて得
た額を、事業主と被保険者が折半する。
エ．失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の４つ
からなる。

問題29

労災保険に関する記述として誤っているものは、次のうちどれか。

ア．労災保険の適用を受ける労働者は、労働基準法第９条に定義する労働者と同義であ
り、労働の対償として賃金が支払われる全ての者に適用される。
イ．労災保険の保険給付は、労働基準法第８章で定める事業主の災害補償責任を政府が
肩代わりする保険であることから、その給付範囲は業務上災害に限られる。
ウ．労災保険の保険率は、事業の種類毎に現在 54業種に分類されている。
エ．遺族補償年金は、受給資格者のうち最先順位者が受給権者となるが、その者が失権
した場合に次順位者に受給権が移る転給制度がある。これは厚生年金保険の遺族厚
生年金には無い制度である。

問題30

人材開発と社員の能力に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．人材開発に関して、能力の捉え方が重要であるが、その場合、開発すべき代表的能
力は、計画能力、意思決定能力、口頭表現力及び文章表現力の４つである。
イ．企業の行う人材開発は、仕事に必要な能力を開発することであり、その意味では、
教養、一般能力を高める学校教育と 基本的には共通すると考えてよい。
ウ．人材開発ニーズとは、個人の目標にかかわらず、個人の現有能力と、会社が経営上
の理由から現在又は将来必要とする能力とのギャップのことである。
エ．人材の内部調達を考えた場合、能力から見た仕事と社員とのギャップを埋める活動
が人材開発であり、仕事と社員とのマッチングを行うのが配置である。
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問題31

キャリア形成・キャリア開発の支援策に関する記述として不適切なものは、次の
うちどれか。

ア．キャリア・コーチングは、個人の適性や能力に気付かせながら中長期的な解決に導
いていくもので、経験豊富な専門家による職業相談を指している。
イ．ＥＡＰ（社員サポートプログラム）は、働きやすさと仕事に集中できる環境を提供
することを目的として、個人的な問題も含めて従業員を総合的に支援するプログラ
ムのことを指している。
ウ．キャリア・アンカーは 、個人が自らキャリアを形成する上で生涯変わることのない、
もっとも重要な価値観や欲求のことを指している。
エ．キャリア・マインドは、キャリアを自己で決定するための基礎能力を指すもので、
個人の意識改革であるとともに全社的な風土改革としても位置付けられている。

問題32

ＣＤＰ（キャリア・デベロップメント・プログラム）に関する記述として適切な
ものは、次のうちどれか。

ア．ＣＤＰを適切に運用するには、社員個人についての情報の充実が不可欠であり、自
己申告制度やスキルインベントリーは、そのための有力な仕組みである 。
イ．ＣＤＰの実施に当たっては、その基本は人事部門が主体となり、社員個人の能力、
適性、希望に応じて、面接やカウンセリングが行われるべきである。
ウ．ＣＤＰにおけるローテーションは、会社が長期的な観点に立って、社員を育成する
ために行うものであることから、社内公募制度のように、個人の意思で新職務に挑
戦することは、ＣＤＰには含まれない。
エ．ＣＤＰの一方策として 、コア人材を重点的に選抜し て育成することは、教育の機会
均等原則に外れることから、人事管理上好ましくない。

問題33

教育訓練投資の一般的な傾向に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．企業が支出する教育訓練投資（直接費用）は労働費用全体の５％程度であるといわ
れている。
イ．教育訓練費の費用項目で一番多いのが、設備費・教材費に対する投資であり、費用
の７割程度を占め、その次に多いのが人件費に対する投資である。
ウ．成果主義的評価制度を導入している企業においては、 教育訓練への投資を積極的に
行ったとしても労働意欲の向上には必ずしも結びつかない。
エ．Ｏｆｆ－ＪＴの費用としては、訓練担当者の人件費、設備、教材費などの直接費用
よりも、受講者がその時間勤務できないことから生じる機会損失費用の方が多い。
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問題34

企業における３つの教育訓練方法であるＯＪＴ、Ｏｆｆ－ＪＴ及び自己啓発に関
する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．ＯＪＴは、上司や先輩の指導の下で、職場で働きながら行われる教育訓練方法であ
り、経験と能力に高い相関のある企業 で行う教育訓練の中心とされている。
イ．Ｏｆｆ－ＪＴは、仕事から離れて行う教育訓練方法であり、目的別に必要な技能や
知識を集中的かつタイムリーに習得ができることから、３つの教育訓練方法の中で
も中心的な位置付けとされている。
ウ．自己啓発は、必要とする知識や技能を自ら進んで学ぶもので、その行為そのものが
本人の高い学習意欲に支えられており、極めて効率が良いことから、企業が行う人
材開発でも最も重視されている。
エ．ＯＪＴ、Ｏｆｆ －ＪＴ及び自己啓発は、教育訓練方法としてそれぞれに特徴があり、
いずれが中心ということではなく、各々均等の位置 付けで用いるべきものである。

問題35

Ｏｆｆ－ＪＴの種類とその運営体制に関する記述として不適切なものは、次のう
ちどれか。

ア．専門別研修は、それぞれの部門や職能に必要な能力を教育するもので、個々の職能
部門や事業部門が計画と実施の責任を持ち、本社の教育部門が支援するのが一般的
である。
イ．階層別研修を実施する場合、それぞれの階層に期待することが各部門ごとに異なる
ので、個々の部門が独自に設計し、進めることが一般的である。
ウ．選抜型研修は、一定基準により社員を選抜し教育するもので、通常本社の教育部門
が担当する。
エ．課題別研修は、コミュニケーション能力やリーダーシップなどの企業にとって重要
な特定の課題に関連した内容を扱うため、通常本社の教育部門が担当する。

問題36

Ｏｆｆ－ＪＴの特徴に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．特定の階層・職種・部門に共通する知識や技能を、多くの人に同時に、かつ内容の
ばらつきを抑えて教育できる。
イ．社内外の専門家から、日常の業務の中では習得できない高いレベルの知識や情報を
体系的に学ぶことができる。
ウ．一般に研修コストは高いが、身に付けた知識や技能は実務にそのまま活かすことが
できるので、十分な費用対効果が期待できる。
エ．部門を超えて同じ（あるいは異なる）入社年度、職種、職位の社員が集まり、情報
や経験を交換し交流を深める機会を提供できる。
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問題37

以下に示す＜想定条件＞に基づいた 場合、若手・中堅層に対して自己啓発を喚起
し、積極的に取り組んでもらうために最も効果の高い施策は、次のうちどれか。

＜想定条件＞
・Ａ社は、社員1,500名規模のビルメンテナンス会社である。
・業種柄、社員の勤務形態 は変則的であり、集合研修の実施が難しい状況にある。
・「社員の自己啓発による能力開発」に育成の視点を置いている。
・会社としても、自己啓発への積極的な取組の推奨と支援を行っているが、仕事の
忙しさも影響して、社員は、通信教育、研修会参加等の自己啓発への取組には消
極的である。
ア．会社が案内する「社員のための自己啓発の通信教育案内」の内容を、今までの網羅
的講座一覧から実務に連動した講座一覧に刷新して、社員に配布する。
イ．現在、会社が実施している自己啓発の通信教育は、受講状況、修了率ともに低調な
ことから、パソコンを活用したｅラーニングの講座を主体としたものを導入する。
ウ．現在、会社が導入している目標管理制度の目標設定シートの中に、実務と連動した
能力開発の目標を設定するように、目標設定シートの内容を変更する。
エ．専門性を高めるために、必要な資格取得の奨励、外部講習会・社内勉強会への参加
等について、上司から部下に働きかけるように、上司を指導する。

問題38

教育訓練技法に関する記述 として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．ロール・プレイング法は、参加者がいろいろな立場からいろいろな役割を演技する
ことによって、対人関係における望ましい行動と態度を体得させる技法である。
イ．ブレーン・ストーミング法は、複数の人が特定のテーマについて自由にアイデアを
出し合い、相互に刺激し合って優れた発想を生み出そうとする技法で、創造性の開
発の基本である。
ウ．講義法は、講師があるテーマに基づき知識や考え方を一方的に伝えるもので、同時
に多くの対象者を相手に実施できる長所がある反面、受講者が受け身になり易いと
いう欠点がある。
エ．事例研究法は、 複数のメンバーによって多角的な視点から あるテーマを討議し、深
く掘り下げ理解を深めながら解決につなげる技法で、メンバーの参画度合いが高く
結果を受け入れ易い。
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問題39

企業における社会貢献に関する記述 として適切なもの は、次のうちどれか 。

ア．企業の社会貢献活動には、本業を離れて寄付を行ったりする活動と、本業の技術や
知識を活用して、社会の諸問題の解決にかかわっていく活動とがあるが、前者の活
動を優先すべきである。
イ．個々の社員には、会社を離れた一個人として地域コミュニティ 等にかかわることが
望まれるが、個人的活動より会社における仕事を通じての社会貢献活動を優先すべ
きである。
ウ．これからの社会経済システムに求められる ものに、持続可能性（サステナビリティ ）
があるが、この本来の意味は、社会貢献活動 等に注力する企業は、社会から信頼さ
れ、その結果 、発展が持続されるということである。
エ．社会的に責任ある企業経営の体制を確立することが、結果として社会から支持され、
企業の評判を高めていき、積極的な社会貢献活動が、より良い企業イメージづくり
に役立っていく。

問題40

パワーハラスメントに関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる優越的な関係を背景とした
言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者
の就業環境が害されることをいう。
イ．「職場内での優越性」とは、上司と部下、あるいは先輩と後輩のような関係を指し、
専門知識、経験などの優越性はこれに含まれない。
ウ．パワーハラスメントには、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し 、
過大な要求、過小な要求 、個の侵害などがある。
エ．業務上必要な指導を、 相当な範囲（表現、回数、態様等）で行うものは、相手がど
う受け止めるかに関わらずパワーハラスメントには該当しない。
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