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

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
（15 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～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。
(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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問題文中、次の法令等は略称で記載されています。
・独占禁止法→私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
・下請法→下請代金支払遅延等防止法

問題１

資材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．資材管理業務は、資材所要量計画－資材調達－受入検収－保管という順序で実施さ
れる。
イ．資材調達業務の効率的運用のためには 、物流管理機能をうまく展開することが 最も
重要である。
ウ．資材管理組織としては、集中型組織と分散型組織がある 。
エ．業務処理の分割の方法としては 、横割式と縦割式がある 。
オ．縦割式組織は、製作品種別に分ける組織 形態である。

問題２

資材の購買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．量産工場において、在庫量の低減、価格の引下げ、納期の確保を図るための効果的
な購買方式としては、長期契約方式が適している。
イ．高価格品や、特別な仕様で複雑な部品等を購買 する場合には、系列購買方式が適し
ている。
ウ．仕様の関係で、購買先が数社に限定されるような品や特殊品で、交渉によって価格
低減ができるような品を購買する場合には、特命購買方式が適している。
エ．標準品（ＪＩＳ規格品）や一般市販品のような部品を購買する場合には、随意契約
方式が適している。
オ．入手が容易な特殊材料や、市販品で少量でも割高にならない品目を購買する場合に
は、預託方式が適している。

問題３

購買先及び外注先という取引先の選定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．購買管理の重要項目の１つに は、適正な取引先の選定確保がある。
イ．重要資材は、リスク管理の観点から複数社発注が望ましい。
ウ．リンク制度では、取引を停止しないという前提がある。
エ．見積合わせ方式では、指定した数社の取引先から見積書をとり、価格、品質、供給
能力、サービスなどを総合的に考慮して取引先を決める。
オ．外注先の選定に当たっては、選定規程を作り、手続や評価基準を標準化し、よく実
態調査すると同時に、試行取引期間を設けて最終決定する。
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問題４

外注先の管理・指導に関する記述 として 最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．外注工場に対する実態調査は 、定型の調査票により 不定期に行う。
イ．外注先の実態分析の結果に基づいた各項目の 定性的評価 により、外注先の格付を行
う。
ウ．外注工場における品質管理活動は 、顧客第一主義、品質第一主義で進めることが大
切である。
エ．ボーナスペナルティ制度とは 、納期の遵守程度により格付を行って 、納期意識を高
めようとする制度である。
オ．品質面の改善指導として 、作業能率の向上対策の指導が挙げられる 。

問題５

生産管理の基本システム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．製番管理方式は、品種ごとの月間生産量が多く 、ロットサイズの 大きいロット生産
で用いられる。
イ．追番管理方式は、継続生産における部品の数量を統制する方式のことである。
ウ．流動管理方式は、各工程が基準を確保し、当期仕込み量に従ってワークを供給して、
生産を統制する方式である。
エ．常備品管理方式は、材料、部品 などを常に一定量保管しておく工程管理システムの
一方式である。
オ．部品中心生産管理方式 では、部品の共通性に着目して適正水 準の在庫を保持し、そ
れらの部品を組み合わせることにより、多様な注文に応じている。

問題６

生産管理システムと在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。なお、ＭＲＰは、Material Requirements Planningである。

ア．製番管理方式は、受注生産において適用され、基本的には製品在庫は持たない方式
である。
イ．流動管理方式は、各工程で基準仕掛量が確保され、常に一定量の仕掛在庫を持つ方
式である。
ウ．追番管理方式は、追番ごとに必要な資材が必要量だけ手配され、過不足なく生産す
る方式なので、基本的には製品在庫や中間在庫は持たない方式である。
エ．かんばん方式は、後工程が前工程に必要なものを、必要なときに、必要な量だけ引
取りに行くので、製品在庫や仕掛在庫及び資材在庫は全く持たない方式である。
オ．ＭＲＰシステムは、予想される需要を事前に 捉え、それを基準生産計画に反映させ、
資材所要量計画を行うが、想定以上の需要変動があると、計画外の製品・仕掛品・
資材の在庫が発生する方式である。
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問題７

以下の＜事例＞に基づき 、短期間に改善効果を出すための実施組織として最も適
切なものは、次のう ちどれか。

＜事例＞
Ａ 社は 、大 型 の精 密装 置を 設計 ・製 造 して いる 従業 員数 150名（ パ ート タイ マー 30
名を含む）の下請企業で、生産技術が高く、発注企業から高い評価を受けている。
これまで、各部門ともにコストダウン活動を活発に推進してきたが、最近、発注企
業から一層の原価引下げ要請があり、組織的に対応することになった。
過去に資材係が、ＶＥ手法を自主的に学習し、適用したが、期待したほどの効果が
なく、今は実施されていない。今回トップからの強い要望で、設計、調達、製造、
管理の観点から、短期間で成果を上げるべく、ＶＥ手法を推進することに決定した。
発注企業からも助言・指導をしてくれるとのことである。
ア．専門職制組織：
各部門内にＶＥ係を設け 、ＶＥ活動に専念させる。
イ．センター方式：
社長直下にＶＥ推進室を恒常的に設けて 、全社的立場から総合調整を図りながら、
体系的な研修制度及び表彰制度を整備 する。
ウ．委員会制度：
関係部門から、テーマに最も適した委員を選出し、テーマごとの委員会を編成し 、
事務局を設置 する。
エ．ＱＣサークル：
各職場のＱＣサークルのテーマ として、リーダーの下で 小集団活動を実施する。
オ．プロジェクト・チーム組織：
チームのリーダーは幹部が担当し、そのテーマに専門的な知識や経験のある者で
チームを編成する。

問題８

資材・在庫管理 において、必要な情報に 関する記述として最も適切なものは、次
のうちどれか。なお、ＥＲＰは、 Enterprise Resource Planningである。

ア．管理情報における生産計画からアウトプットされる情報には 、購買指示の流れと販
売指示の流れの２つがある。
イ．製造現場で使用する資材や部品は、 製造管理で作成した大日程計画に従って 、倉庫
部門にその出庫要求を出して準備される 。
ウ．棚卸の結果得られた情報は 、会計資料の作成とともに在庫管理業務の改善に用いら
れる。
エ．一般に、資材倉庫の管理対象は、資材の入庫から製品の出庫までであり、過剰在庫
や死蔵在庫を持たないようにする。
オ．製造活動の成果である生産実績情報は、進捗管理に活用されるが、品質上の事項に
ついては、対象としていない。
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問題９

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 の委託先事業者は対象から除外されている。
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10

外注取引契約に関する記述 として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．外注取引においては、独占禁止法や下請法のほか、下請中小企業振興法などによっ
て取引の適正化を図らねばならない 。
イ．外注取引契約の対象範囲は 、売買契約 、請負契約の２つに大別される 。
ウ．長期間にわたって継続して取引する場合の契約は 、基本契約と個別契約に分けて実
施するのが一般的である 。
エ ．外 注取 引契 約は 、「契 約自 由の 原則 」の も とで 、誰 と、 いか なる 内 容で 、ど んな方
法で締結しても公序良俗に反しない限り、その契約は有効に成立するとされている 。
オ．契約は、書面契約でも口頭契約でも原則として有効である 。

問 題 11 以 下 の 表 は 、 2020年 度 の 製 造 業 の 業 種 別 物 流 コ ス ト 構 成 比 を 示 す も の で あ る 。
「 医 薬 品 」、「 鉄 鋼 」、「 電 気 機 器 」 欄 は 各 業 種 の 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

①

58.5%

保管費

ｂ

Ｂ

②

16.6%

包装費

ｃ

Ｃ

③

5.1%

荷役費

ｄ

Ｄ

④

14.6%

物流管理費

ｅ

Ｅ

⑤

5.2%

合計

100.0%

100.0%

100.0%

ア．ａ＜Ａ
イ．ｂ＞Ｂ
ウ．Ａ＞①
エ．Ｃ＞③
オ． Ⅾ＜④
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問題12

製造会社においてＳＣＭを構築するために必要な条件として最も優先度が低いも
のは、次のうちどれか。 なお、ＳＣＭは、Supply Chain Managementである。

ア．個々の商品の売行き情報が得られること
イ．個々の商品の売行き情報に基づいて必要時に必要量を生産できること
ウ．生産量・生産時期に応じて材料・部品を調達できること
エ．商品を販売先の近隣に在庫し、販売先からのオーダに対し極小の時間で納入できる
こと
オ．販売先、調達先との間の情報のやりとりを円滑に行う情報システムを有すること

問題13

商品の製造拠点から、中間の物流拠点を経由せずに直接販売店へ配送する直送方
式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．輸配送のリードタイムを短縮で きる。
イ．中間の物流拠点を経由しないことから、製造拠点において販売店への出荷状況を直
接把握することができ、増減産への対応が迅速に行える。
ウ．中間の物流拠点の在庫を削減できる。
エ．中間の物流拠点におけるトラックからの商品の積降ろし・積込みの荷役作業を
削減できる。
オ．中間の物流拠点を経由する場合と比べ て、一般的に輸送コストが減少する。

問題14

物流拠点の一形態である ＴＣを設置するに当たって考慮すべき要件として 最も不
適切なものは、次のうちどれか。なお、ＴＣは、 Transfer Centerである。

ア．トラックへの積込み、トラックからの 積降ろし場所は十分な数を設置する。
イ．トラックへの積込みが完了したかどうかを把握できる積込検品システムを導入する。
ウ．貨物の滞留状況を管理し、死蔵在庫・眠り在庫に対しアラームを発するシステムを
導入する。
エ．入出荷するトラックの積込み・ 積降ろしの時間管理と接車バース管理を行うシステ
ムを導入する。
オ．出荷する貨物を出荷先別に仕分ける仕分機を導入する。
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問題15

以下の＜事例＞における物流拠点の機能を示すものとして 最も適切なものは、次
のうちどれか。なお、ＤＣは、 Distribution Center、ＴＣは、 Transfer Center、
ＰＣは、Process Centerである。

＜事例＞
ある物流拠点では、個人向けパソコンを保管している。この拠点では、家電量販
店向けのカタログ製品の保管・出荷とともに、通信販売向けとしてカタログ製品を
ベースにメモリー増設、大容量ハードディスクへの換装などを行い、出荷するカス
タマイズ対応も行っている。
ア．ＤＣ
イ．ＤＣ＋ＰＣ
ウ．ＤＣ＋ＴＣ
エ．ＴＣ＋ＰＣ
オ．ＤＣ＋ＴＣ＋ＰＣ

問題16

以下の＜事例＞に基づき、この倉庫の 作業改善への取組み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。

＜事例＞
ある倉庫では小型の電子部品を多品種保管し、多数の出荷先に出荷している。
個々の出荷先への納入は頻度が高く、かつ多品種・少量納入である。また、出荷指
示を受けてから納入までのリードタイムは短い。
ア．保管効率を高めるため、 高さが高く棚段数の多い保管用ラックを導入する。
イ．多数の出荷先に出荷する部品は、出荷総数をピッキングし、自動仕分け装置を使い
各出荷先別に仕分ける。
ウ．ピッキングミスの防止と保管場所探しの効率向上のため、デジタルピックシステム
を導入する。
エ．出荷先を地域別に分け、地域別に出庫時間を設定して ピッキングし、トラックへ積
み込み、配送を行う。
オ．小型部品の保管に適した自動倉庫を導入し、荷役作業効率を向上させる。

問題17

物流効率の管理指標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．倉庫の保管効率は、保管貨物の総体積÷倉庫面積で求め られる。
イ．保管効率と入出庫効率とは正の相関がある。
ウ．倉庫の入出庫効率は、一定時間当たりの入出庫貨物の総個数÷荷役人員数で求めら
れる。
エ．出庫作業時に出庫品名・出庫数を在庫ロケーション順に記載したリストを使用する
と、最小の移動距離で出庫作業を行うことができ、入出庫効率を高められる。
オ．入出庫効率は、保管する貨物の特性に合った入出庫作業用の自動機・省力機器を導
入することにより高めることができる。

R3後-042A02-6

禁転載複製

問題18

貨物の配送管理に必要な機能として 最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．積載量計算
イ．配送ルート設定
ウ．配車計画策定
エ．配送スケジュール計画策定
オ．配送料金の請求・回収計画策定

問 題 19 生 産 ・ 流 通 現 場 で 広 く 活 用 さ れ て い る ＜ 個 体 識 別 方 法 ＞ 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。なお、＜特徴＞は＜個体識別方法
＞の中での比較である。
＜個体識別方法＞
①ＪＡＮコード（バーコード）
②ＱＲコード（二次元コード）
③Ｉ－ＣＯＤＥ ＳＬＩ（ＩＣタグ）
＜特徴＞
ａ．データ量が最も少ない
ｂ．暗号処理ができる
ｃ．書き込みができる
ｄ．読み取り装置（リーダー）の価格が安い
ｅ．識別媒体の価格が比較的安い
ｆ．一度に複数の個体が識別できる
ｇ．データ量が多い
ア．①：ａ
イ．①：ｅ

②：ｂ
②：ａ

③：ｄ
③：ｃ

ウ．①：ａ
エ．①：ｄ
オ．①：ａ

②：ｆ
②：ｇ
②：ｇ

③：ｂ
③：ｅ
③：ｃ

R3後-042A02-7

禁転載複製

問題20

廃棄物に関する記述として不適切なものは、次の うちどれか。

ア．産業廃棄物は、建設工事や工場での製品製造などの事業活動に伴って生じる廃棄物
である。
イ．産業廃棄物を排出する事業者は、原則として排出した産業廃棄物を自らの責任で処
理しなければならないが、自ら処理できない場合は、産業廃棄物処理業の許可を持
っている業者に委託することができる。
ウ．物流事業者が廃棄するものの１つ である木製パレットは 、焼却しても有毒物質が発
生しないことから、一般廃棄物に分類される。
エ．産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要が
ある。
オ．産業廃棄物の排出事業者は、委託先の産業廃棄物処理業者により適正に運搬、処分
されたかの行程を産業廃棄物管理票で確認することが義務付けられている。

問題21

品質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．一般的に、検査費用などの品質管理費を減少させると製造品質は低下し、不 適合品
の発生による損失が増加する。
イ．不適合による損失が大きい場合には、品質管理費が増加しても品質を安定させる必
要がある。
ウ．多少の不適合品を出しても許容できる程度に影響が小さい場合 であっても、品質管
理費を維持することが必要である。
エ．顧客が要求する品質を 全て満たす製品を製造すると製造コストは上昇するため、顧
客の要求と販売価格や製造コストとのバランスを考慮して設計する。
オ．製造品質は、設計品質で示された「ねらい」にいかに適合させるかが重要である。

問題22

統計的手法と改善活動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．チェックシートは、不適合品が多く発生する 箇所などの傾向を見ることには適して
いない。
イ．ヒストグラムは、製造工程の異常を見ることには適していない。
ウ．パレート図を効果的に作成するための縦軸には 時間や場所を取り、横軸には品質、
費用、納期などを取り上げるとよい。
エ．チェックシートで収集したデータに 基づいて、不適合品発生の原因を調査し 整理す
るためには、特性要因図が適している。
オ．散布図は、異常なデータを捉えることには 適していない。
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問題23

官能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。

ア．官能検査では、人間の五感（視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚）を用いて品質を判定
する。
イ．官能検査では、照明、温度、騒音などの検査環境を一定にする。
ウ．官能検査は、人間が直接に検査するため、検査ミスの発生が抑えられる。
エ．官能検査を行うためには、検査用の限度見本を整備することが推奨される。
オ．官能検査では、検査の標準化を進め、検査員を教育することが必要である。

問題24

管理図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． ｐ 管理図では、群の標準偏差を用いて工程の状態を評価する。
イ． ｎｐ 管理図では、群の不適合品数を用いて工程の状態を評価する。
ウ． ｕ 管理図では、サンプルの単位当たりに検出した不適合数を用いて工程の状態を評
価する。
エ． ｃ 管理図では、サンプルに検出した不適合数を用いて工程の状態を評価する。
オ． ｘ 管理図では、サンプルの個々の観測値を用いて工程の状態を評価する。

問題25

社内標準化の目的として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．消費者の保護
イ．業務の効率化
ウ．製品の多様化
エ．コスト削減
オ. 情報の共有

問題26

ISO9001にお け る品 質マ ネ ジメ ン トの 原 則 と して 最 も不 適 切 な も のは 、次 の うち
どれか。

ア．検査の徹底
イ．顧客重視
ウ．リーダーシップ
エ．人々の積極的参加
オ．プロセスアプローチ
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問題27

一般的な製造業における＜原価管理のねらい＞に対して、＜用いられる手法＞の
組合せとして最も適 切なものは、次のうちどれか。

＜原価管理のねらい＞
（１）原価企画
（２）原価改善
（３）原価維持

＜用いられる手法＞
(ａ）標準原価計算
(ｂ）ＩＥ
(ｃ）ＶＥ

ア．（１）と（ａ）
イ．（１）と（ｂ）
ウ．（２）と（ａ）
エ．（２）と（ｃ）
オ．（３）と（ａ）

問題28

目標原価の設定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．積上げ法は、自社の技術レベル、生産能力などを勘案して、目標原価を設定する
方法である。
イ．割付法は、市場における競合製品の売価などを参考にして予定売価を決め、そこか
ら一定利益を確保するために必要となる原価を目標原価とする方法である。
ウ．統合法は、積上げ法と割付法の長所を採用して考えられた手法である。
エ．統合法では、積上げ法による理想的な原価と割付法による現実的な原価とを比較・
検討して、目標となる原価を算定する。
オ．統合法では、予定売価から目標利益を差し引いた許容原価と、現行の製品原価をも
とに積み上げられた成行原価とを、ＶＥによる検討やベンチマーキングを活用して
擦り合わせて目標原価とする。
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問題29

以下に示す ＜想定条件＞を踏まえた場合、製品１個当たりの間接費として適切な
ものは、次のうちどれか。

＜想定条件 ＞
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 、 そ の 倉 庫 部 門 に
おける 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． 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、部品構成、出庫取扱い回数及び各部品の単価については、
以下に示す＜資料１＞及び＜資料２＞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 単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。
＜資料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

部品ａ×２

部品ａ×３

部品ｂ×１

部品ｂ×２

部品ｃ×１

部品ｃ×３

10回

５回

25回

部品名

部品a

部品b

部品c

単価

20円

30円

10円

部品構成
出庫取扱い回数
＜資料２＞

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30

物流コストに関する記述と して最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．回収物流費とは、産業廃棄物や使用済み製品などの輸送にかかわる物流費である。
イ．返品物流費とは、一度納入された製品が、何らかの理由により返品される場合に発
生する物流費である。
ウ．調達物流費とは、生産に必要な原材料や部品を、協力会社や問屋 などから運び込む
ために発生する物流費である。
エ．保管費とは、材料や部品、製品などを保管する費用の全てである。
オ．情報処理費とは、物流関連の情報処理にかかわる費用である。
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問題31

以下の＜事例＞における、 納期遅延対策 として最も不適切なものは、次のうちど
れか。

＜事例＞
最近、売上げが伸びてきており受注 は好調であるが、このままの状態で売上げが伸
びると、慢性的な納期遅れが発生しそうである。
ア．作業方法、治工具等の改善により、作業工数を低減し、工数に余裕を持たせる。
イ．３直から２直へシフトを変更し、 工数に余裕を持たせる。
ウ．準備段取作業の改善等により、工程の負荷に余裕を持たせる。
エ．仕掛品の調整を 図り、作業者の能力を充分に発揮できるようにする。
オ．工程の安定化等を行い、不適合品発生の低減に努め、間接的に工程能力を高める。

問題32

生産技術面及び生産計画面における 製造期間を短縮させる取組みとして最も効果
が少ないものは、次のうちどれか。

ア．作業工程の作業改善や治工具の整備・標準化を進める。
イ．生産品種の切り替えや段取りの効率化を図る。
ウ．現場作業者の協力体制や設備保全体制を整える。
エ．生産計画のサイクルを長期間化する。
オ．生産能力に対する残業や応援などの弾力性のある対策を確立する。

問題33

仕掛品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．あるボトルネック工程においては、その工程の後ろに仕掛品が発生することがある。
イ．生産能力に対して負荷が大きすぎた場合には、仕掛品が発生することがある。
ウ．作業者の欠勤や、機械・設備の故障、必要な原材料や部品の調達遅れは、仕掛品発
生の原因となる。
エ．工程が混んでいて、なかなか作業の順番が回って来ない状態は、作業待ちと 呼ばれ、
一般に仕掛品の発生原因の多くを占める。
オ．仕掛品は、本来作業が行われるべきであるのに何らかの理由で行われず、あるいは
本来移動すべきなのに何らかの理由で移動されずに、そこにとどまっているモノで
ある。
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問題34

進捗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．進捗管理の目的は 、日々の仕事の進み具合を把握し、納期遅れを防止することであ
る。
イ．納期遅れを防止するためには、生産速度を早めて仕掛品・在庫を増やすこと が必要
である。
ウ．進捗管理の業務に は、進度調査、進遅判定などが ある。
エ．過程的進度を管理する 手法には、ガントチャートなどがある。
オ．数量的進度を管理する 手法には、製造三角図や流動数曲線などがある。

問題35

労働安全衛生法令に定める安全委員会及び衛生委員会に関する記述として 適切な
ものは、次のうちどれか。

ア．安全委員会は、事業者が指名した安全管理者及び安全に関し経験を有する労働者で
構成するが、その委員は労働組合の承認が必要である。
イ．衛生委員会は、業種に関わらず常時 10人以上の労働者を使用する規模の事業場に設
置が義務付けられている。
ウ．安全委員会及び衛生委員会の双方の設置を要する事業場は、それぞれの委員会を個
別に設置しなければならない。
エ．安全委員会及び衛生委員会は、開催の都度、遅滞なく、議事概要を労働者に周知さ
せなければならない。
オ．衛生委員会は、重要議事の 議事録を作成し、５年間保存 すること が定められている。

問題36

労働安全衛生法令で定める事業者が行う健康診断に関する記述として 適切なもの
は、次のうちどれか。

ア．パートタイマー、アルバイトを除く常時使用する労働者に対しては、雇い入れ時に、
医師による健康診断を行わなければならない。
イ．常時使用する労働者に対し ては、６ヵ月以内ごとに１回、定期に医師による健康診
断を行わなければならない。
ウ．海外派遣労働者の健康診断は、労働者を６ヵ月以上海外派遣する場合に派遣時及び
帰国時に医師により行わなければならない。
エ．給食業務従事者に対しては、歯科医師による健康診断を３ヵ月ごとに１回行わなけ
ればならない。
オ．各種法定健診の結果は、健康診断個人票を作成し、これを１年間保存しなければな
らない。
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問題37

労働安全衛生法令に定める危険物及び有害物の規制に関する記述として適切な も
のは、次のうちどれか。

ア．労働者に重度の健康障害を生ずるものとして政令に定められた有害物質は、試験研
究を除き、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければ使用できない。
イ．労働者に重度の健康障害を生ずるものとして政令に定められた有害物質は、所轄労
働基準監督署長が定める基準に従い、試験研究のために製造や使用する場合に限り
使用等可能となる。
ウ．爆発・発火等労働者に危険を生ずるおそれのあるものや、労働者に健康障害を生ず
るおそれのあるものを容器に入れ、又は包装して譲渡・提供する者は、容器等に定
められた事項を表示しなければならない。
エ．労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのあるものとして政令に定められたものを
製造しようとする者は、所轄労働基準監督署長へ届出なければならない。
オ．新規化学物質を製造する事業者は、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性調査
を実施し、その結果を都道府県労働局長に届出なければならない。

問題38

典型７公害に含まれる対象項目 として最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．薬害
イ．放射線障害
ウ．地球温暖化
エ．酸性雨
オ．悪臭

問題39

企業の社会的責任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、ＣＳＲは 、Corporate Social Responsibilityである。

ア．ＣＳＲは、企業戦略の一環として捉えられ ている。
イ．企業のステークホルダー は、顧客、取引先、近隣住民などの社外の関係者を指して
いる。
ウ．ＣＳＲには、社会、環境、コンプライアンスのテーマのほか、品質のテーマも含ま
れている。
エ．ＣＳＲでは、持続可能な社会を構築する取組に積極的に参加し、責任を果たすこと
が求められている。
オ．ＣＳＲに関係する規格 であるISO26000は、対象が企業に限らないという見地から、
社会的責任の規格とされている。
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問題40

法令遵守と自主的活動に関する記述 として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．施行令は、政令の一種である。
イ．条例は、法的効力を有する。
ウ．施行規則は、省令の一種である。
エ．ゼロエミッションは、ＣＯ ２ の排出をゼロにする活動である。
オ．レスポンシブルケア活動は、化学物質を扱う企業が環境・安全面を優先的に配慮し、
対策を行う活動である。
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