「中央職業能力開発協会編」

禁転載複製

令和２年度 後期 ビジネス・キャリア検定試験
生産管理分野

２級 生産管理オペレーション
（購買・物流・在庫管理）
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～オ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。
３．その他
この試験については、電子式卓上計算機（電池式又はソーラー式で、四則計算、√、％、
メモリ（MR、M±）等の標準的な機能を有するもの）を使用することができます。ただし、
関数電卓、文字の記憶機能を有する機種は使用できませんので注意してください。
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問題文中、次の法令等は略称で記載されています。
・下請法

→

下請代金支払遅延等防止法

・グリーン購入法

問題１

→

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

資材管理業務の実施順序 として最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．要求→保管→受入検収→調達
イ．要求→保管→調達→受入検収
ウ．要求→調達→受入検収→保管
エ．要求→調達→保管→受入検収
オ. 要求→受入検収→調達→保管

問題２

ｅマーケットプレースに関する記述として 最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．ｅマーケットプレースは、インターネット上を取引の場とし、複数の買 手と複数の
売手とが、企業間電子商取引を効果的に行うことができる場である。
イ．一般に、ｅマーケットプレースを通して取引される財・サービスは、セキュリティ
の観点から、国内のみの限られた調達先に対して取引される。
ウ．ｅマーケットプレースは、購買業務の観点から、 設計変更や新製品の開発で急な調
達品等の社内事情や休業、提携・協力関係の終了等 の調達先事情がある場合、スピ
ード対応として、調達先の選定に役立つ。
エ．ｅマーケットプレースでは、買 手側のコスト削減と売 手側の販売機会増加という双
方のメリットが享受できる取引の場を重視している。
オ．企業間の既存取引は、相互に実績のある取引が中心で、地域的にも限定された中で
行われるケースが多い。ｅマーケットプレースは、このような取引で発生する調
か い り

達・販売の 乖離 を解消する仕組みとして期待される。

問題３

外注価格の設定方式に関する記述として 最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．指定単価方式は、発注者が発注する前に自社の価格資料から標準的な価格を算出す
る方式である 。
イ．協議方式は、重要度が低い外注品の価格決定方式として最も多く採用されている。
ウ．見積合せ方式は、発注側の見積りが困難な場合や適正な価格がない場合には適用さ
れない。
エ．実費計算方式は、事前に価格の見積りの基準やその時間的な能力をもっている場合
に適用される。
オ．特命契約方式は、発注先を複数社にして指名する方式である。
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問題４

外注品の受入検査活動に関する記述 として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．外注工場の製品検査員に対する教育訓練の実施
イ．受入検査方式の見直しと改善
ウ．受入検査設備に関する見直しと改善
エ．受入検査の外注品ごとの適用レベルの見直し
オ．営業部門との協力、連携体制の充実・強化

問題５

以下の＜事例＞に基づいた定量発注方式 における経済的発注量に関する記述とし
て適切なものは、次のうちどれか。

＜事例＞
機械部品を製作しているＢ社では、Ｓ部品について定量発注方式を適用している。
最近の実態調査の結果によって、次のような情報を得た。
①年間の需要量
②１個当たりの購入単価
③安全在庫量
④１回当たりの発注費用
⑤年間の在庫維持費用比率

15,000個（定常的に長期間の需要がある）
750円
300個
5,000円
20％

ア．経済的発注量は、1,000個である。
イ．経済的発注量の下で、年間の発注回数は、12回である。
ウ．経済的発注量の下で、１回の部品購入費と発注費用の和 は、750,000円である。
エ．調達期間 を１ヵ月とした場合 、発注点は1,250個である。
オ．経済的発注量の下で、年間の在庫保管費用は、75,000円である。

問題６

かんばん方式に関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．かんばんは、生産指示かんばんと引取 かんばんに分類される。
イ．かんばん方式を円滑に運用するためには 、生産の平準化が必要である。
ウ．かんばんは、在庫量を知るための目で見る管理の道具としても用いられている。
エ．かんばん方式では、必要なモノを、必要な時に、必要な量を前工程が後工程に受け
取りにいく。
オ．生産指示 かんばんは 、工程内を循環する。
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問題７

資材標準化のメリットとして最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．購入価格の引下げ
イ．短納期に対処
ウ．多様な顧客ニーズ への対応
エ．品質の安定化
オ．現品管理の容易化

問題８

価値工学における価値の測定尺度は、Ｖ （価値）、Ｆ（機能）、Ｃ（コスト）の
関係式で表される。ＦとＣの関係から価値が高まる方策として不適切なものは、
次のうちどれか。

ア．Ｆを２倍にし、Ｃを１／２にする。
イ．Ｆを1.5倍として、Ｃを一定とする。
ウ．Ｆを一定にして、Ｃを１／３にする。
エ．Ｃを1.5倍とし、Ｆを３倍にする。
オ．Ｃを２倍にし、Ｆを 1.5倍とする。

問題９

資材・在庫管理との関わりの深い電子化に関する記述として 最も不適切なものは、
次 の う ち ど れ か 。 た だ し 、 Ｐ Ｏ Ｐ は 、 Point Of Production、 Ｒ Ｆ Ｉ Ｄ は 、 Radio
Frequency Identification、ＭＲＰは、Material Requirements Planning、ＭＲＰ
Ⅱは、Manufacturing Resource Planning Ⅱである。

ア．ＰＯＰでは、製造現場において時々刻々と発生する生産情報を採取し、リアルタイ
ムで処理を行い、情報を現場管理者に提供している。
イ．ＲＦＩＤには、世界共通のＪＡＮコード、標準物流コードとしてＪＩＳで規定され
ているＩＴＦコード等の規格がある。
ウ．ＬＡＮとは、建物構内や企業・組織内に敷設されたコンピュータネットワークのこ
とであり、ケーブルを利用するだけでなく、無線のものも増加している。
エ．ＥＲＰは企業資源計画とも呼ばれ、ＭＲＰさらにはＭＲＰⅡ （製造資源計画）から
発展した全社統合業務システムである。
オ．ＥＲＰは、基幹業務を包括的にカバーする一元化されたデータベースを用いて、企
業内の部門間にまたがるデータを整理し、各種意思決定に利用されている。
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問題10

下請法に関する記述として最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．下請法は、不正競争防止法の特別法として制定された法律である。
イ．下請法では、情報成果物作成委託に関わる事業者は対象から除外する。
ウ．下請法は、下請事業者の親事業者に対する取引の公正化を目的としている。
エ．下請法では、親事業者に対し、４つの義務を課している。
オ. 下請法では、親事業者に関して４項目の 禁止事項を課している。

問題11

以下の表は、2018年度の製造業全体及び業種別の物流コスト構成を示すものであ
る。医薬品、鉄鋼、電気機器の各欄は構成比を記号で表している。この表を基に、
以下の比率比較の不等式として 最も不適切なものは、次のうちどれか。

医薬品

鉄鋼

電気
機器

輸送費

a

Ａ

あ

59.4%

保管費

b

Ｂ

い

18.0%

包装費

c

Ｃ

う

5.1%

荷役費

d

Ｄ

え

13.1%

物流管理費

e

Ｅ

お

4.4%

合計

100.0%

100.0%

ア．a＜Ａ
イ．b＞Ｂ
ウ．c＜Ｃ
エ．e＞Ｅ
オ．Ａ＞あ
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問題12

下図は、組立メーカーと部品メーカーの間でＶＭＩを構築した場合の情報と物の
流れを表している。①～⑤に入る語句の組合せとして最も適切なものは、次のう
ちどれか。なお、ＶＭＩは、 Vendor Managed Inventoryである。

ア．①出荷（在庫補充）②出荷情報

③在庫情報

④納入指示

⑤ＪＩＴ納入

イ．①ＪＩＴ納入
②在庫情報
ウ．①出荷（在庫補充 ）②納入指示
エ．①ＪＩＴ納入
②納入指示
オ．①出荷（在庫補充）②在庫情報

③出荷情報
③出荷情報
③出荷情報
③出荷情報

④納入指示
④在庫情報
④在庫情報
④納入指示

⑤出荷（在庫補充）
⑤ＪＩＴ納入
⑤出荷（在庫補充）
⑤ＪＩＴ納入

問題13

物流の合理化に関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．組立メーカーへ部品を納入している複数の部品メーカーが、組立メーカーから比較
的近い距離にある場合、組立メーカーがトラックを仕立て各部品メーカーを巡回、
集荷する。
イ．多頻度小ロット輸送は、在庫削減による保管費用の削減効果が大き いため、可能な
限り実施するのがよい。
ウ．部品メーカーに対しＪＩＴ納入を要求している組立メーカーが、近隣の納品代行業
者の保管・配送拠点を使ってＪＩＴ納入を行う。
エ．工場から各地域に設置した製品倉庫を経由して顧客に納入している場合、工場に近
い顧客に対しては工場から直接納入する。
オ．調達物流の合理化策の １つである統合納品は、ミルクランシステムとも呼ばれる。
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問題14

多種の小物商品を保管し、多数の販売店に出荷している倉庫において、倉庫内設
備・機器として以下の中で使用される可能性が最も低いものは、次のうちどれか。

ア．ハンディターミナル
イ．フォークリフト
ウ．無人搬送車
エ．無線ＬＡＮシステム
オ．仕分け機

問題15

道路運送法及び貨物自動車運送事業法に規定されている運行管理者の業務として
最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．乗務記録の作成・保存
イ．運転者の過労防止
ウ．トラックの点検・整備
エ．トラック運転者の選任、点呼
オ．運行指示書の作成

問題16

立体自動倉庫に関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．立体自動倉庫では、保管品のロケーションは固定ロケーションとする場合が多い。
イ．立体自動倉庫は、保管ロケーションへの格納、ピッキングをコンピュータ制御で行
うため、人による作業の場合と比べ格納・ピッキング誤りが発生する可能性が少な
い。
ウ．立体自動倉庫を導入することにより、入出庫作業の省力化が図れる。
エ．立体自動倉庫は、機器設置後の移設・増設には、一般の倉庫と比べ多くの費用を要
する。
オ．立体自動倉庫は、少ないスペースに多くのものを保管できるため、倉庫スペースが
不足している場合に導入することがある。

問題17

ユニットロードに関する記述 として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．ユニットロードが物流業務において最も経済効果を発揮するのは、保管業務である。
イ．ユニットロードの代表的なものとして、パレットによる輸送・保管がある。
ウ．海運用コンテナは、ユニットロードの１つである。
エ．ユニットロードを効率良く行うためには、フォークリフト等の物流機器が必要であ
る。
オ．ユニットロードを行うためには、商流の各段階において、取引単位に関する取決め
を行うことが必要である。
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問題18

企業における物流情報に関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．ピッキングの指示に関する情報は、主に製品倉庫の作業者が必要とする情報である。
ちょく

イ． 製 品 倉 庫 内の ピ ッ キ ング の 進 捗 状 況 に 関 す る 情 報は 、 主 に 製 品倉 庫 の 管 理者 が 必
要とする情報である。
ウ．製品倉庫内の作業における誤品、数量誤りといったミスの発生率は、主に経営者が
必要とする情報である。
エ．製品の出荷先に関 する情報は、主に製品倉庫の作業者が必要とする情報である。
オ．新たに製品倉庫を設置する場合の運営コストや、作業者の稼働率に関するシミュレ
ーション情報は、主に経営者が必要とする情報である。

問題19

倉庫における保管品のピッキングに関する記述として 最も不適切なものは、次の
うちどれか。

ア．ピッキング作業の効率を高めようとすると、保管効率が低下する場合がある。
ま

イ．小物商品を多数の店舗に配送する場合のピッキング方式としては、種 蒔 き方式が適
している。
ウ．品種数が多い場合、倉庫内をゾーンに分け、並行してピッキング作業を行うことに
より、作業時間の短縮が図れる。
エ．自動仕分け機を使用する場合のピッキング方式としては、摘み取り方式が適してい
る。
オ．ピッキング方式は、商品の大きさ・配送先数に応じて選択することが望ましい。

問題20

我が国の物流を取り巻く 現代の課題において、既に対策が進み重要度が 最も下が
っているものは、次のうち どれか。

ア．トラックドライバーの高齢化
イ．ネット通販の拡大による小口貨物の増加に伴うトラックの積載効率低下
ウ．荷主先でのトラックの長時間の荷待ち待機時間
エ．トラックドライバーの長時間労働
オ．トラックから排出される窒素酸化物と粒子状物質による大気汚染
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問題21

品質管理に関する記述として 最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．品質は生産者が決定するものでなく、顧客志向の考えとして、使用目的を満たして
いることが必要である。
イ．要求品質とは、設計品質を決定する際、生産性を高めるために製造部門が要求する
品質である。
ウ．製造品質が上がれば、不適合品が減少しコストが下がるというのが品質管理の基本
的な考え方である。
エ．設計品質は、顧客の要求、市場、経済性、自社の技術水準、機械・設備などを考慮
し、決定される。
オ．製造品質は設計品質で提示された「ねらい」にいかに適合させるかが重要である。

問題22

ある製品の長さの分布は平均 60mm、標準偏差８mmの正規分布に従う場合に、長 さ
44mmか ら 76mmの 製 品 の 全 体 に 占 め る 割 合 と し て 適 切 な も の は 、 次 の う ち ど れ か 。
ただし、標準正規分布表の確率変数が、０～１、０～２、０～３の範囲に入る確
率は、それぞれ、0.3413、0.4772、0.4987とする。

ア．34.13％
イ．47.72％
ウ．68.26％
エ．95.44％
オ. 99.74％

問題23

抜取検査に 関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。 なお、ＡＱ
Ｌは、Acceptable Quality Levelである。

ア．抜取検査には、合格すべきロットを不合格にする誤りである生産者危険と、不合格
にすべきロットを合格にする誤りである消費者危険というリスクがある。
イ．サンプル数ｎ＝50で合格判定個数ｃ＝２の件数抜 取検査では、50個のサンプル中に
不適合品数が２個以上ある場合は不合格と判定する。
ウ．計量抜取検査では、製品の特性値を測定し、その結果から求めた平均値、標準偏差
などとロットの判定基準を比較する判定方式である。
エ．調整型抜取検査では、生産者の工程平均がＡＱＬより悪いときは、きつい検査を適
用する。
オ．逐次抜取検査は、検査ロットから１個ずつあるいは一定個数サンプルを抜き取り、
その累積結果から合格・不合格・検査続行を判定する方式である。
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問題24

管理図の原理に関する記述として最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．生産工程で扱われる多くの計量値のデータは 、二項分布に従うことが知られている。
イ． x -Ｒ管理図は、不適合品率を管理するために用いられる。
ウ．正規分布では、平均μから±３σを超える確率は 0.03であり、この性質を利用して
の管理限界線が計算される。
エ．品質をばらつかせる工程の変動 原因は、管理 可能な変動と管理できない変動の２種
類に分けられる。
オ．管理できない変動を管理可能な変動と誤ってしまうことを、第１種の誤りという。

問題25

社内標準化に関する記述として最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．社内標準については、１年に１回の見直しの期間を設けることとした場合、その間
は、標準の修正は行わないようにする。
イ．社内標準化には、熟練した作業担当者の動作を動画にし、皆で真似る等の方法があ
るが、その場合でも、最終的には、該当動作を文書として残さなけれ ばならない。
ウ．標準書を作成している工程でミスが多発した場合には、標準書に問題がないかを検
討しなければならない。
エ．社内標準の見直しで、作業担当者と作成担当スタッフの意見が対立した場合には、
作成担当スタッフの意見を優先する。
オ．経験豊富なベテランについては、社内標準 を守るだけでなく経験による応用動作も
認める裁量が必要である。

問題26

品質保証に関する記述として 最も不適切 なものは、次のうちどれか。

ア．品質保証は、消費者の要求する品質が十分に満たされていることを保証するために、
生産者が行う体系的な活動である。
イ．品質保証は、製造部門において４ Ｍを管理して適合品質を達成する活動である。
ウ．品質保証体系図は、製品の受注から製品開発、生産、販売、アフターサービスまで
の各プロセスにおける各部門の役割と連携を業務の流れに沿って表した図である。
エ．原材料の購入や検査、包装、輸送、サービスなど企業の関係部門 全てが品質保証活
動を行うことで、顧客の要求する品質を保証することが可能となる。
オ．製品に対するクレームは、品質保証システムの不適合により発生する場合 がある。
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問題27

以下に示す ＜前提条件＞を基に、製品１個当たりに含まれる出庫活動の原価（間
接費）として 適切なものは、次のうちどれか。

＜前提条件 ＞
１． Ｘ 、 Ｙ 及 び Ｚ の ３ 種 類 の 製 品 を 生 産 し て い る Ａ 工 場 に お い て 、 倉 庫 部 門 の 出 庫
活動（ アク ティ ビテ ィ） の原価 （ 製 造間 接費 ） 200万円 ／期 を、 ＡＢ Ｃ （ 活動基
準原価計算）により配賦計算したい。
２． コストドライバー（ 配賦基準）は、製品の出庫取扱い回数とする。
３．各製品の生産数量及び出庫取扱い回数は［表１］のとおりとする。
ただし、製品１個当たりの間接費の金額に円位未満の端数が生じた場合には、
小数点以下第２位を四捨五入するものとする。
［表１］
製品名

製品Ｘ

製品Ｙ

製品Ｚ

生産数量

2,000個

10,000個

90,000個

出庫取扱い回数

10回

５回

25回

ア．製品Ｘ
イ．製品Ｘ

3.2円／個
25.0円／個

製品Ｙ
製品Ｙ

11.1円／個
12.5円／個

製品Ｚ
製品Ｚ

85.7円／個
62.5円／個

ウ．製品Ｘ 31.7円／個
エ．製品Ｘ 250.0円／個
オ．製品Ｘ 787.5円／個

製品Ｙ
製品Ｙ
製品Ｙ

22.2円／個
25.0円／個
78.8円／個

製品Ｚ
製品Ｚ
製品Ｚ

19.0円／個
13.9円／個
43.8円／個

問題28

原価企画に 関する記述として 最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．原価企画における製品原価の低減は、直接労務費以外 が対象となる 。
イ．原価企画には、ＶＥを活用すると効果的である。
ウ．原価企画で活用するＶＥにおける価値とは、基本的に「機能÷コスト」の値と考え
る。
エ．ＶＥには、ゼロルックＶＥ、ファーストルックＶＥ、セカンドルックＶＥがある。
オ．原価企画では、品質機能展開を活用することもできる。

問題29

損益分岐点 及び限界利益に関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれ
か。

ア．変動費率とは、売上高を変動費で割った値である。
イ．限界利益とは、売上高から変動費を差し引いた値である。
ウ．損益分岐点売上高とは、利益がゼロとなる売上高である。
エ．変動費率を引き下げることで、損益分岐点販売量を少なくできる。
オ．売上高限界利益率は、製品ごとの 固定費負担能力を表す。
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問題30

原価低減の実施に関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．材料選択や形状決定による材料費の原価低減は、一般に、大部分が製造段階で行わ
れる。
イ．不適合品の発生は、有限な資源の浪費、貴重な時間のムダな消費等、ムダなコスト
の発生につながる。
ウ．原価低減のためには、より安価な材料への変更、加工しやすい形状への変更等、従
来の設計仕様を変更することも必要である。
エ．設備投資における意思決定の判断ミスは、製造間接費の増大につながるので、投資
に係る意思決定には、十分な注意が必要である。
オ．製品の作りすぎによる過剰在庫は、在庫費用を増大させるので、在庫管理を徹底す
ることが重要になる。

問題31

納期遅延予防の対策に関する記述 として 最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．残業、休日出勤を行うことにより、在庫を増やし、納期遅延に備える。
イ．作業方法や治工具等の改善により、作業工数の低減を図る。
ウ．工程を安定化し加工不良を無くすことにより、間接的に工程の力を高める。
エ．機械設備が設計仕様どおりの能力を発揮できるように、設備点検を 十分に行う。
オ．作業者の能力が 十分に発揮できるように、作業環境を整える等の対策を行う。

問題32

製造期間の短縮における生産技術面の対策に関する記述のうち最も適切なものは、
次のうちどれか。

ア．受注残及び製品在庫・仕掛品在庫の適正化
イ．生産情報及び資料の継続的・計画的な蓄積と標準化
ウ．作業の標準化と作業者への教育の徹底
エ．職場及び工程間のジョブローテーション、応援体制の確立
オ. 各工程の専用化・機械化・自動化の推進

問題33

仕掛品及び仕掛品の削減対策に関する記述 として最も不適切なものは、次のうち
どれか。

ア．仕掛品とは、原材料が払い出されてから、完成品として入庫又は出庫の手続が済む
までの全ての段階にある品物である。
イ．工程間で生産能力が不均衡な場合は、仕掛品が過度にたまることがある。
ウ．仕掛品が発生する原因の１つに作業待ちがある。
エ．受注生産において、過大負荷による仕掛品増加を防止する対策には、通常の納期よ
り短めの納期で契約することが考えられる。
オ．作業者への指導や教育は、作業速度の安定化に繋がり、仕掛品の過度な増減を防ぐ
ことになる。
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問題34

以下のポカよけ に関する記述において、（
適切なものは、次のうちどれか。

）に入る用語の組合せとして 最も

不適合品の発生につながるような異常事態やミスが起きたときに、光や音により合
図をする場合を、（ Ａ ）警報といい、作業者（ Ｂ ）機能である。一方、（ Ｃ ）
警報は、不適合品が発生したときに周囲の人に知らせ、別の作業者や監督者が来て、そ
の作業者（ Ｄ ）機能である。
上記のような合図とは異なるポカよけとして、標準作業と異なる方法で作業を行う
ことができないような方策を（ Ｅ ）規制という。
ア．Ａ：予知

Ｂ：に気付かせる

Ｃ：発生

Ｄ：を支援する

Ｅ：ミス

イ．Ａ：発生
ウ．Ａ：発生
エ．Ａ：発生
オ. Ａ：予知

Ｂ：に気付かせる
Ｂ：に気付かせる
Ｂ：を支援する
Ｂ：を支援する

Ｃ：予知
Ｃ：予知
Ｃ：予知
Ｃ：発生

Ｄ：を支援する
Ｄ：を支援する
Ｄ：に気付かせる
Ｄ：に気付かせる

Ｅ：流れ
Ｅ：ミス
Ｅ：流れ
Ｅ：ミス

問題35

以下 に示 す労 働 災害 の発 生状 況に 関す る 記述 にお いて、（
句の組合せとして最も適切なものは、次のうちどれか。

） に当 ては まる語

一般に、職場等の労働災害発生状況を示す尺度として、度数率と強度率とがある。
度数 率は 、一 定 期間 中の 100万 労 働時 間当 たり に 発生 する （ Ａ ） で示 し、 度数 率が
大きい程、発生頻度が（ Ｂ ）ことを表している。また、強度率は、一定期間中の
1,000労働 時 間当 たり の （ Ｃ
生したことを表わしてい る。
＜語群＞
１．休業日数
４．高い
ア．Ａ：１
イ．Ａ：２
ウ．Ａ：２
エ．Ａ：３
オ．Ａ：３

） で示 し 、 強 度 率が （

２．死傷者数
５．低い
Ｂ：４
Ｂ：４
Ｂ：５
Ｂ：４
Ｂ：５

３．労働損失日数
６．大きい

Ｃ：３
Ｃ：３
Ｃ：１
Ｃ：２
Ｃ：２

Ｄ：７
Ｄ：６
Ｄ：７
Ｄ：７
Ｄ：６

R2後-042A02-12

Ｄ

） ほ ど、 重 篤な 災害 が発

７．小さい

禁転載複製

問題36

労働安全衛生法で定める健康の保持増進のための措置に関する記述として 最も不
適切なものは、次のうちどれか。

ア．政令に定める有害業務を行う屋内作業場等については、毎年１回作業環境測定を行
わなければならない。
イ．作業環境測定結果の評価に基づいて、第１～第３管理区分の管理の状況に応じ、省
令の定めによる適切な措置を講じなければならない。
ウ．労働者の従事作業について、休憩時間の適正化、作業量の適正化、作業姿勢の改善
等、健康の保持増進を目指し作業管理を行うよう努力しなければならない。
エ. 労働安全衛生法で定める健康診断を行った場合は、受診者に対し遅滞なく当該健康
診断結果を通知しなければならない。
オ．常時使 用する労働者に対し、１年以内ごとに１回、省令で定める事項について医師
による定期健康診断を行わなければならない。

問題37

労働安全衛生法で定める安全衛生教育に関する記述として最も適切なものは、次
のうちどれか。

ア．雇入れ時の教育で実施すべき事項は、安全衛生委員会で決定することが定められて
いる。
イ．作業内容変更時の教育は、機械設備や作業方法等の軽微な変更も含めて実施するこ
とが定められている。
ウ．労働者を危険又は有害な業務に従事させるときに行う特別教育は、その教育記録を
作成し保存することが定められている。
エ．特別教育を必要とする業務が定められているが、その中に最大荷重１トン未満の
フォークリフト運転業務は含まれていない。
オ．就業制限に係る危険有害業務従事者は、労働安全衛生法令に定める有資格者である
ので、安全衛生水準向上教育の対象者からは除外されている。

問題38

水質汚濁防止法で定められている有害物質として 最も不適切なものは、次のうち
どれか。

ア．鉛及びその化合物
イ．臭素及びその化合物
ウ．ヒ素及びその化合物
エ．六価クロム化合物
オ. 有機リン化合物
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問題39

省エネルギーに関係する技術として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．ＬＥＤ
イ．インバータ
ウ．ヒートポンプ
エ．コジェネレーション
オ．バイオマスエネルギー

問題40

グリーン購入法に関する記述 として最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．国は、グリーン購入の努力義務を負う。
イ．事業者は、グリーン購入を義務付けられる。
ウ．地方自治体は、グリーン購入の努力義務を負う。
エ．グリーン購入法に示されている「環境物品等」には、役務は含まれていない 。
オ. 事業者は、グリーン調達の基本計画を作成する必要がある。
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