禁転載複製

「中央職業能力開発協会編」

令和３年度 後期 ビジネス・キャリア検定試験
生産管理分野

３級 生産管理プランニング
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) 表紙に記載されている試験区分名が、受験票に記載されている試験区分名と同じか確認してください。
申請している試験区分と異なる試験区分を受験した場合は採点できず、不合格となりますので、ご注意く
ださい。なお、試験開始後に申し出られても、試験時間の延長はできません。
(３) 試験問題は、40題あります。
(４) 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。
(５) 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３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。
(６) 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。
(７) 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。
(８) 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。
(９) 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。
(10) 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。
(11) 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。
(12) 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。
(13) 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。
(14) 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。
(15) 替え玉受験、試験中に受験者間で情報を授受する行為、指定されたもの以外のものを机上に置く行為、
カンニング行為、他の受験者の迷惑となる行為、係員の指示に従わない場合などは、不正行為とみなされ
ます。不正行為とみなされた場合は、直ちに退場となり、当該期に受験する試験区分のすべてが失格とな
ります。
(16) 試験問題の転載、複製などを固く禁じます。
(17) 試験終了後の正解表の公表、合格発表等のスケジュールは、受験票に記載しておりますので、ご確認く
ださい。
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１

管理活動の サイクルを継続的に実現するために、標準化を加えた サイクルとして、
最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．ＰＤＳ
イ．ＰＤＣＡ
ウ．ＱＣＤ
エ．ＳＤＣＡ

問題２

見込生産及び受注生産に関する記述 として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．受注生産では、顧客からの注文に基づいて製品 仕様を決定し、 製品の生産を行う。
イ．プロジェクト型の受注生産では、顧客の注文に対応しながら製品仕様を決め、 顧客
が製品の完成を待ってくれている納期までの間に確実に購入してくれるものを調達
する。
ウ．完全見込生産 は、一般消費財のように、店頭に製品在庫をもつ方式である。
エ．見込生産では、製品品種や需要量などの基本的な事柄が 事前に確定している 。

問題３

少種多量生産の特徴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．少種多量生産は、ライン生産 が適しており、高い生産性、多量で低コスト、高品質
の製品の生産を目指している。
イ．生産量が減少した場合 には、イニシャルコストが大きいために設備投資の回収が困
難となる危険性もあるため、周到な計画と準備が必要である。
ウ．少種多量生産では、 適切なマーケティング活動をくみ取り、タイミングの よい新製
品の開発・生産・販売が経営を左右する。
エ．少種多量生産 は、少ない品種をそれぞれ多量に生産する形態であり、受注生産方式
と類似した特性をもつ。

問題４

製品企画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．高機能を追求しようとすれば 多くの機能が必要となり、品質などの目標達成が困難
になる。
イ．製品企画の重要な目的の１つ には、コストダウン活動を通じて利益を確保すること
がある。
ウ．顧客満足度確保の観点から、現状の原価に必要な利益を加 えて、売価を設定する。
エ．製品企画の最も重要な目的は、顧客満足度を確保する製品のデザインを決定するこ
とである。
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問題５

マーケティング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．消費財におけるマーケティング 活動は、損益分岐点の把握→市場性の検討→販売チ
ャネルの確立→プロモーションの検討という流れで行うことが一般的である。
イ．新技術を取り入れた製品では、開発部門・製造部門・販売部門が連携して、マーケ
ティングを検討・推進する必要がある。
ウ．損益分岐点に達するまでの販売量が 見込めなければ、製造原価や販売経費の削減、
売価の引き上げといった検討が必要になる。
エ．大量販売は望めないものの、高機能・高品質製品 を高価格で販売できる市場では、
マーケットイン型の価格設定が、利益 確保のために有利と なる。

問題６

原価企画の実施方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．原価企画は、製品仕様が決定し、製造準備 の完了後に、目標原価を設定する 活動
である。
イ．原価企画は、調達部門と製造部門が主導して行う。
ウ．原価企画は、製品の企画・開発段階において、広く関係部門が参画 して行う。
エ．原価企画は、製品の原価の大半を占める材料を発注する時期に行う。

問題７

設計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．設計成果物の審査において、構想設計段階では、販売部門よりも製造部門や検査部
門による審査の重要性が高い。
イ．生産管理部門と原価管理部門は、設計管理の全ての段階に関わる必要がある。
ウ．開発・設計段階で決定した製品仕様は、製品品質や生産リードタイムに大きな影響
を与える場合が多い。
エ．設計段階では、設計成果物について関連部門による確認を行い、 以降の工程で発生
が予想される問題を 十分に検討しておく必要がある。

問題８

ＶＥ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．ＶＥ活動の基本ステップは、①対象選定、 ②機能定義、③機能評価、④アイデアの
発想、⑤アイデアの具体化、⑥提案、⑦実施の７ステップである。
イ．価値を増加させる方法の１つとして、 顧客が要求する機能の達成度合いを引き下げ、
コストダウンを図ることが挙げられる。
ウ．貴重価値は、製品の外観デザインや美しさなどから得られる価値であり、 全ての顧
客から一律に評価されるものではない。
エ．ＶＥでは、製品やサービスの果たすべき機能をユーザーの立場から 捉えて分析し、
その達成手段について様々なアイデアを出すこ とが重要である 。
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問題９

工程管理の目的に関する記述 として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．製造期間の短縮策としては、生産の同期化、モノの流れの円滑化、小ロット生産化、
段取替え時間の短縮などがある。
イ．仕掛品は、現場の加工・組立段階で停滞状態にある現品のことを指す。
ウ．生産期間を長くすることは、短納期注文への対応や受注予測の精度 の向上に結び付
く。
エ．精度の高い生産計画を立てるためには、受注情報の信頼性や計画資料の精度を向上
させることが必要である。

問題10

工程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．生産統制は、製作 手配、作業分配、作業統制、事後処理 の４段階に分けられる。
イ．中日程計画を立てた後のアウトプット 情報には、購買指示系統と生産指示系統の２
つの種類がある。
ウ．余力管理は、 生産計画における 工数計画に対する修正である。
エ．進捗管理は、中日程計画に 対する統制活動である。

問題11

在庫のデメリットに関する記 述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．在庫量が増えれば、運転資金 が増加し、金利負担が増える。
イ．材料在庫や仕掛品在庫を持つことは、作業者の待ち時間を増加させる。
ウ．需要が減少し、製品が売れなくなった場合、製品在庫が死蔵化する。
エ．在庫量が増えるほど、保管面積が増加する。

問題12

生産計画や工程編成における緩衝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． 緩衝による差異の吸収は、 モノ、能力、時間の３つの観点から行 う。
イ．需要量が生産能力を超える場合の方策 の１つ には、一部を外注することにより負荷
を減らすことがある。
ウ．顧客との協議による納期の変更や、 あらかじ め納期に余裕を持たせること は、緩衝
の役割を果たす。
エ．安全在庫は、各工程間の生産能力のアンバランスによって発生する在庫のことをい
う。
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問題13

ある組立職場において、 １週当たりの生産能力は下記の＜条件＞のとおりである。
一方 、 負荷 工 数に 関し て は、 組 立時 間 が ９ 分／ 個 の製 品 を １ 週 当た り 480個組 み立
てる予定である。生産能力と負荷工数のバランスをとりたい場合に、向上させる
稼働率として最も近いものは、次のうちどれ か。

＜条件＞
稼働日数：５日、作業者：２人、実働時間：８時間、稼働率： 85％
ア．３％
イ．４％
ウ．５％
エ．６％

問題14

能力と負荷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．生産能力過不足の状態を簡単に把握する方法の一例として、工数山積み表がある。
イ．ボトルネック 工程は、工程全体の流れの中で、稼働率が最も低い工程である 。
ウ．仕事量と生産能力の表示方法の１つとして、工数がある。
エ．能力と負荷のバランスを考える際に、生産計画の段階で実施する 活動は、工数計画
と呼ばれる。

問題15

スケジューリングに関する記述 として適切なものは、次のうちどれか。

ア．スケジューリング問題の対象生産システムは、ジョブショップに限られる。
イ．生産計画の日程計画において、稼働管理のカギとなるのは大日程計画である。
ウ．職場内の各工程を実働させるために、小日程計画が必要となる。
エ．生産スケジューリングは、通常、生産管理システムを構成する生産計画段階の最上
層に位置付けられる。
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問題16

製品Ｘの構成を下図のように示す場合、 製品Ｘを５台生産するときの記述として
最も不適切なものは、次のうちどれか。

製品Ｘの内訳
組立品Ａ
部 品ｄ
部 品ｅ
部 品ｆ

・・
・・
・・
・・

１個
１個
１個
１個

組立品Ａの内訳
組立品Ｂ ・・ ２個
部 品ａ ・・ １個
部

品ｂ ・・ １個

組立品Ｂの内訳
部品ｂ ・・ ３個
部品ｃ ・・ １個

ア．製品Ｘはレベル０、組立品Ａはレベル１、組立品Ｂはレベル２ にある。
イ．部品ｂはレベル２とレベル３、部品ｃはレベル３である。
ウ．組立品Ａは５個、組立品Ｂは 10個必要となる。
エ．部品ｂは７個、部品ｃは２個必要となる。

問題17

在庫管理（発注）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．定量発注方式では、調達リードタイムが短ければ、使う側の需要量に変動があって
も、安全在庫量を小さく押さえた設定ができる。
イ．定期発注方式では、調達 リードタイムが短くても、需要が確率変動する場合、必ず
安全在庫量を必要とする。
ウ．定量発注方式では、発注点である在庫水準を常にチェックしておけば、発注量を見
直す必要はない。
エ．定期発注方式は、需要変動に追随できる長所がある反面、 調達リードタイムや 発注
サイクルが長い場合には、安全在庫量が多くなる欠点もある。
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問題18

部品在庫の＜在庫管理方式＞と＜特徴＞の組合せとして 最も適切なものは、次の
うちどれか。

＜在庫管理方式＞
①定期発注方式
②定量発注方式
③ダブルビン法
＜特徴＞
Ａ：バルク法とも呼ばれる。
Ｂ：他の在庫管理方式と比べ、在庫管理に手間がかかる。
Ｃ：用途に共通性がある比較的小額の 多種類の 部品に適用される。
Ｄ：発注量は、一般的に発注費用と在庫維持費用 に基づいて 決定される。
Ｅ：発注点と発注量が等しい管理方法である。
Ｆ：継続的に使用する高額の重要部品に適用される。
Ｇ：発注量は、発注ごとに変化する。
ア．①Ｂ、Ｆ、Ｇ
イ．①Ｃ、Ｆ、Ｇ
ウ．①Ｂ、Ｃ、Ｇ
エ．①Ｂ、Ｄ、Ｆ

②Ｃ、Ｄ、③Ｅ
②Ｂ、Ｄ、③Ａ
②Ｄ、Ｆ、③Ｅ
②Ｃ、Ｅ、③Ａ
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問題19

以下の＜事例＞における勉強会で、時間の都合上、４つの項目に絞って解説せざ
るを得ないとき、最も適切な ＜項目＞の組合せは、次のうちどれか。

＜事例＞
ある電子装置の加工組立工場では、加工職場の中に協力会社の社員が常駐して
作業の一部を担当している。短期的な需要変動に即応するために、協力会社の社
員を含めて製品ごとの加工から組立までの一貫した生産の仕組みの改善を検討
することになった。その改善案を作成するためには、現場の作業者が改善活動に
積極的に参加してもらう必 要がある。
そこで、関係する現場担当者全員がＩＥの考え方を理解し、ＩＥ手法を活用で
きるようにするために、勉強会を開催することになった。ただし、ＩＥの考え方に
ついては社内のＩＥ技術者が特に役立つ要点だけを解説し、必要なＩＥ手法は個別
の現状を分析し、改善案を作成していく過程で、ＯＪＴによって学習していくこと
にした。この対象職場の改善活動について、ＩＥの考え方のうち、役立つと考えら
れる項目が次の＜項目＞のように列挙された。
＜項目＞
ａ．ＩＥの歴史
ｄ．動作経済の原則
ｇ．海外のＩＥ活動状況
ｉ．改善の進め方

ｂ．ＩＥの定義
ｃ．ＩＥの適用事例
ｅ．ＩＥ手法の構成
ｆ．我が国のＩＥ活動状況
ｈ．ＩＥに関する代表的な参考書の紹介

ア．ａ、ｂ、ｄ、ｅ
イ．ｂ、ｃ、ｄ、ｉ
ウ．ｄ、ｅ、ｆ、ｉ
エ．ｃ、ｅ、ｇ、ｈ

問題20

ＩＥで用いられる原理・原則の説明に関する記述 として最も不適切なものは、次
のうちどれか。

ア．ＥＣＲＳは、 なくせないか、一緒にできないか、順序を変更できないか、単純化で
きないかの４つの改善視点で問題を明らかにする方法で ある。
イ．３Ｗ３Ｈは、 改善活動において、対象に対して「なぜ」を繰り返して問題を明らか
にする方法で ある。
ウ．合理化の原則は、 標準化、単純化、専門化の３Ｓにより企業活動を効率的に行う考
え方をいう。
エ．動作経済の原則は、作業者が作業を行うとき、最も合理的に作業を行うために適用
される経験則に基づいた原則をいう。
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問題21

ＩＥ手法の使い方として 最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．作業者の右手の動きと左手の動きとの関係性を調査するためには、連合作業分析を
実施する。
イ．設備オペレータの作業習熟度を向上させるた めには、レイティングを実施する。
ウ．標準時間算定のための余裕率を設定するためには、ワークサンプリングを利用して
作業者の稼働状態を調査する。
エ．作業者の合理的な勤務シフトを決定するためには、フロムツーチャートを描いて、
各作業者の現在の勤務状況を調査する。

問題22

下図に示す ある製品の工程分析について、記号の記述として最も適切なものは、
次のうちどれか。
（図）ある製品の工程分析

ア．貯蔵－運搬－加工－数量検査－運搬－滞留－品質検査－貯蔵
イ．貯蔵－運搬－滞留－品質検査－運搬－加工－数量検査 －貯蔵
ウ．貯蔵－運搬－加工－品質検査－運搬－滞留－数量検査－貯蔵
エ．貯蔵－運搬－滞留－数量検査－運搬－加工－品質検査－貯蔵
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問題23

工程編成におけるグループ編成の利点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．生産品種や生産量の変動に対して、融通がきき、工程順序や作業内容に大幅な変更
がない限り、特に配置変更をしなくてよい。
イ．一定の生産速度を維持できるので、生産計画が容易で、仕掛量を減らすことができ
る。
ウ．工程ごとの作業が単純化・専門化するので、作業者の訓練が容易で、専用の 機械化
を進めやすい 。
エ．組織的なレイアウト技術を必ずしも必要と せず、設計変更や工程変更があっても処
理が容易である。

問題24

工程編成を 行う基本的な順序として最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．工程設計→物流・レイアウト設計→作業設計
イ．工程設計→作業設計→物流・レイアウト設計
ウ．作業設計→工程設計→物流・レイアウト設計
エ．作業設計→物流・レイアウト設計→工程設計

問題25

編成効率の計算式として 適切なものは、次のうちどれか。

ア．各工程の手待ち時間の合計÷（ネックタイム×工 程数）
イ．各工程の 手待ち時間の合計÷総作業時間
ウ．総作業時間÷（ネックタイム×工程数）
エ．総作業時間÷正味稼働時間の合計

問題26 品質に関する記述において、（
切なものは、次のうちどれか。

）に当てはまる語句の組合せとして 最も適

要求品質は、顧客が要求する品質で、（ Ａ ）品質とも呼ばれる。また、
（ Ｂ ）品質は、設計品質をねらいとして生産する製品の実際の品質で、（ Ｃ ）
の品質とも呼ばれる。
ア．Ａ：市場
イ．Ａ：基準
ウ．Ａ：基準
エ．Ａ：市場

Ｂ：製造
Ｂ：製造
Ｂ：工程
Ｂ：工程

Ｃ：できばえ
Ｃ：ねら い
Ｃ：できばえ
Ｃ：ねらい
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問題27

５個の金属材料を無作為にサンプリングし、その重量（単位：ｇ）を測定したと
こ ろ 、 以 下 の デ ー タ を 得 た 。 各 種 統 計 量 （ Me ： 中 央 値 、 ｓ ： 標 本 標 準 偏 差 、 Ｒ ：
範囲）を計算した数値の組合せとして適切なものは、次のうちどれか。ただし、
解答の数値は、小数点以下第２位を四捨五入したものとする。
31

30

33

ア．中央値： Me ＝30.0
イ．中央値： Me ＝33.0
ウ．中央値： Me ＝33.0
エ．中央値： Me ＝30.0

問題28

29

27

標本標準偏差： ｓ ＝2.0
標本標準偏差： ｓ ＝2.2
標本標準偏差： ｓ ＝2.0
標本標準偏差： ｓ ＝2.2

範囲： Ｒ ＝6.0
範囲： Ｒ ＝4.0
範囲： Ｒ ＝4.0
範囲： Ｒ ＝6.0

ポカよけに関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．形状の異なる部品が取り付けられないようにする。
イ．加工寸法の異なる部品は、シュートから自動的に排出されるようにする。
ウ．間違った作業をした場合に、間違いを検出して警告を出すようにする。
エ．作業中の機械が故障した場合に、安全な状態で停止するようにする 。

問題29

ＪＩＳマーク表示工場の品質管理体制の基準で規定されている 、品質管理責任者
の職務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．環境管理に関する計画の立案及び決定
イ．社内規格の制定、 改正等についての統括
ウ．外注管理に関する指導及び助言
エ．就業者に対する社内標準化及び品質管理に関する教育訓練の推進

問題30

原価企画における許容原価を求める式として適切なものは、次のうちどれか。

ア．実際売価－目標利益
イ．予定売価－目標利益
ウ．実際売価－当期純利益
エ．予定売価－当期純利益
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問題31

原価のコストダウンを効果的に図る段階 として最も適切なものは、次のうちどれ
か。

ア．実際原価計算の段階
イ．製造の段階
ウ．出荷の段階
エ．開発・設計の段階

問題32

製品の販売価格を１個当たり2,000円、変動費を１個当たり800円、この期間の固
定 費を3,000,000円 と し た 場合 、 損 益分 岐 点 とな る 販売 数 量 とし て 適 切な も のは 、
次のうちどれか。

ア．2,000個
イ．2,500個
ウ．3,000個
エ．5,000個

問題33

総合原価計算の方法に関する記述 として 最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．工程別総合原価計算は、単一製品を２つ以上の連続する工程で生産する場合に適用
される原価計算である。
イ．単純総合原価計算は、単一工程で単一製品を繰り返し製造する場合に適用される原
価計算である。
ウ．加工費工程別総合原価計算は、第１工程においてのみ材料が投入され、第２工程以
降は加工のみがなされる生産形態に適用される原価計算である。
エ．組別総合原価計算は、同一工程でサイ ズ、型、等級などが異なる製品を生産する生
産形態に適用される原価計算である。

問題34

顧客に対する納期遵守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．顧客の希望納期日よりも できるだけ早期納入すべきである。
イ．納期遅れが発生しそうなときは 、出荷検査を省略してでも納期 遵守すべきである。
ウ．納期遅れの対策として、残業や休日出勤を行い、カバーする方針を 立てておくべき
である。
エ．適切な生産スケジュールを立て、その生産スケジュールに従って生産を進行すべき
である。
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問題35

製造部門の納期管理における 遅延対策に 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．計画面からの対策としては、飛込み注文や各種トラブル等に対して、あらか じめ余
裕を持った計画を立案することが挙げられる 。
イ．統制面からの対策としては、最も納期遅れが生じる可能性が高い注文を優先的に処
理していくことが挙げられる。
ウ．進捗管理面からの対策としては、開始日時を間違えたり、忘れたりすることが ない
ように指示管理することが挙げられる。
エ．突発的なトラブルへの対策 としては、統制面の対策よりも、余裕を持った日程計画
の対策をとる方が効果的であることが挙げられる。

問 題 36 進 捗 管 理 の 手 法 の ひ と つ で あ る ガ ン ト チ ャ ー ト に 関 す る 記 述 に お い て 、
（
）に当てはまる＜語句＞の組合せとして最も適切なものは、次のうちど
れか。
ガン トチ ャー ト は主 に（ Ａ ） 生産 で 使わ れる 。（ Ａ ） 生産 で は一 般に 種々 の
（ Ｂ ）の処理をしなければならない。ガントチャートが（ Ｃ ）計画に使われる
のは、詳細な計画を 立てることができるからである。つまり、ガントチャートによれば、
（ Ｂ ）別・仕事別に着手・完了時刻まで計画することができる。 ガントチャートを
生産 （ Ｄ ）に 使う こ とで、（ Ｂ ） 別・ 仕 事別 の着 手・ 完了 時刻 が 計画 どお りに
進んでいるかどうかを図式から読み取ることができる。
＜語句＞
１．ロット
２．個別
３．工程
４．作業
５．手順
６．日程
７．計画
８．統制
ア．Ａ：２

Ｂ：３

Ｃ：６

Ｄ：８

イ．Ａ：１
ウ．Ａ：１
エ．Ａ：２

Ｂ：４
Ｂ：３
Ｂ：４

Ｃ：５
Ｃ：５
Ｃ：６

Ｄ：８
Ｄ：７
Ｄ：７
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問題37

安全衛生活動において、以下に示す＜語句＞と＜説明＞との組合せとして最も適
切なものは、次のうちどれか。

＜語句＞
Ａ．ＫＹＴ
Ｂ．ハインリッヒの法則
Ｃ．リスクアセスメント
Ｄ．ＯＪＴ
＜説明＞
１．危険に対する感受性を鋭くする訓練である。
２．職場の危険又は有害性を特定・評価し、優先度を決めて対策を実施する。
３．実務を行いながら、能力や安全意識を身に付ける。
４．１件の大きな災害の陰には、 300件のヒヤリハットがある。
ア．Ａ：１
イ．Ａ：１

Ｂ：２
Ｂ：４

Ｃ：４
Ｃ：２

Ｄ：３
Ｄ：３

ウ．Ａ：４
エ．Ａ：３

Ｂ：２
Ｂ：４

Ｃ：３
Ｃ：２

Ｄ：１
Ｄ：１

問題38

労働安全衛生法令に定める機械等及び有害物質の規制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．フォークリフトは、定期に自主検査を行うべき機械等には該当しない。
イ．石綿は、製造禁止物質ではない。
ウ．設備のリスクアセスメントは、新設時のみに実施すればよい。
エ．ボイラーの製造には、都道府県労働局長の許可が必要である。

問題39

日本で発生した公害に関する記述 として 最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．別子銅山煙害事件は、昭和 50年代に発生した代表的 な公害問題である。
イ．四日市ぜんそくは、工場排ガス中の硫黄化合物が原因である。
ウ．足尾銅山鉱毒事件の発生当時は、公害対策基本法が制定されていなかった。
エ．新潟水俣病は、工場排水中のメチル水銀化合物が原因である。
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問題40

ISO14001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．ISO14001は、環境パフォーマンス の改善・向上を図るためのツール として利用され
ている。
イ．ISO14001では、環境を継続的に改善する手段として、ＰＤＣＡ サイクルを回す方法
が採られている。
ウ．ISO14001における環境側面は、国や地方公共団体が定め た基準に基づいて設定し、
その達成を目指す。
エ．ISO14001では、経営者を含めた各階層、各部門における責任権限を明確にすること
を要求している。
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