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問１
次の文章につき、正しい場合は○、誤っている場合は×を選びなさい。

問１－１ アメリカでは 1960 年代から学校教育と消費者教育の関係が重視されて
いた。

問１－２ わが国で企業による消費者教育の必要性が強く認識されるようになった
のは、2004 年の消費者基本法の制定である。

問１－３ わが国で学校教育に消費者教育が導入されたのは、2012 年に消費者教
育推進法（消費者教育の推進に関する法律）が制定されてからである。

問１－４ 日本ヒーブ協議会とは、消費者関連部門で働く女性が生活者と企業のパ
イプ役となるように活動している団体である。

問１－５ 政府の第 3 期の『消費者基本計画』では、事業者が消費者を重視した事
業活動を行うことを「消費者志向経営」とし、その取組を促進した。

問２
次の文章は、消費生活上のデジタル用語に関連した事項を説明したものである。正
しい場合は○、誤っている場合は×を選びなさい。

問２－１ 特定テーマにおいてネット上の情報を収集してまとめたサイトを、特に
キュレーションサイトと呼ぶ。

問２－２ 日本では、クレジットカードなどを含めたキャッシュレス決済比率は、
諸外国対比で劣後した状況にある。

問２－３ DX とは、技術や知識を駆使して膨大なデータの中から需要動向などを
掘り起こし、課題や解決策を示すものである。

問２－４ 携帯電話など自前で回線設備を持たない通信事業者を、特に MVNO
（Mobile Virtual Network Operator）という。

問２－５ 一覧表示する際に、見やすくするために縮小した画像をサムネイルと呼
ぶ。
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問３
　第二次世界大戦後、世界はネットワークでつながるようになった。これは先進国
で起こった消費者問題が、即座に全世界に影響するようになったことを意味してい
る。このため、消費者問題に対して【ア】な組織が必要となった。この結果、【イ】、
イギリス、オランダ、アメリカ、オーストラリアの 5 か国の消費者団体によって、
CI（国際消費者機構）が設立された。
　CI の加盟国の 3 分の 2 は【ウ】から成っている。【エ】は、CI の会長として【オ】
を推進し、消費者運動の国際化に尽力した。

問３－１ 【ア】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①一元的　②国際的　③全国的　④開放的

問３－２ 【イ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①フランス　②ニュージーランド　③ベルギー　④ドイツ

問３－３ 【ウ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①ヨーロッパ　②アジア　③発展途上国　④先進国

問３－４ 【エ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①ラルフ・ネーダー　②ケネディ大統領　③アンワー・ファザール
④アプトン・シンクレア

問３－５ 【オ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①消費者の 4 つの権利　②環境問題　③貧困問題
④消費者の 8 つの権利と 5 つの責任
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問４
次の文章は、『令和 2 年版　消費者白書』にある「つくる責任、つかう責任、減ら
す責任」に関する事項を説明したものである。正しい場合は○、誤っている場合は
×を選びなさい。

問４－１ 一般的に、ESG 投資とは、投資家が ESG（環境・社会・企業統治）に
配慮している企業を選別する投資手法である。

問４－２ プラスチックごみの削減のためには、事業者の取組というよりは、消費
者一人一人の取組が重要である。

問４－３ 一般廃棄物（ごみ）の排出量は 2000 年頃までは増加していたが、近年
は減少傾向にある。

問４－４ 流通段階での食品ロスについては、複数の関係者が関わるためサプライ
チェーン全体で解決していくことが必要である。

問４－５ 消費者の多くは、賞味期限と消費期限の意味や違いを理解しており、賞
味期限・消費期限が近づいたものからあえて購入する傾向にある。

問５
次の文章につき、正しい場合は○、誤っている場合は×を選びなさい。

問５－１ 国が認定した民間事業者が、患者本人の同意を得られたものについて病
院などからカルテや検査データなどを集め、その情報を企業や研究機関
に提供する制度が次世代医療基盤法（※）で新設された。

（※）医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律

問５－２ 2015 年に改正された個人情報保護法（個人情報の保護に関する法律）
では、個人情報を第三者に提供する場合の確認と記録の作成の義務化が
導入された。

問５－３ 個人情報取扱事業者の監督権限は、各分野の主務大臣にある。

問５－４ 個人情報保護委員会は、消費者庁に設置された審議会であり、主務大臣
は内閣総理大臣である。

問５－５ 2020 年の個人情報保護法の改正により、事業者には、漏えい等が発生し、
個人の権利利益を害するおそれがある場合に、個人情報保護委員会への
報告と本人への通知が義務化された。
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問６
　戦後 10 年が過ぎた 1950 年代半ば以降になると経済が復興し、生活が豊かにな
る一方、欠陥商品による消費者被害や不当表示などが発生した。1950 年～ 1960
年代の欠陥商品による事件には【ア】が、不当表示による事件には【イ】があげら
れる。【ア】は、つわりの時期に催眠剤・鎮痛剤【ウ】を服用した女性から四肢に
奇形のある新生児が生まれた薬害事件である。また、【イ】は 1962 年に【エ】が
制定されるきっかけとなった。現在、【エ】は【オ】の所管となっている。

問６－１ 【ア】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①カネミ油症事件　②ダイオキシン事件　③サリドマイド事件
④黄変米事件

問６－２ 【イ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①ニセ牛缶事件　②主婦連ジュース事件　③ブリタニカ事件　　　　
④豊田商事事件

問６－３ 【ウ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①キノホルム　②コンテルガン　③アスピリン　④ロキソプロフェン

問６－４ 【エ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①消費者保護基本法　
②農林物資規格法　
③不当景品類及び不当表示防止法
④飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律

問６－５ 【オ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①公正取引委員会　②農林水産省　③厚生労働省　④消費者庁
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問７
次の文章は、契約の解除と解約に関して説明したものである。正しい場合は○、誤
っている場合は×を選びなさい。

問７－１ 引き渡された新車の内装に目立たないが傷があることは売主の債務不履
行ではあるが、買主は売買契約を解除することができるとは限らない。

問７－２ 買い受けた中古住宅が引渡し期日前に火災で焼失したが、売主にも帰責
事由がないときは、買主は売買契約を解除することができない。

問７－３ 債務全部の履行を拒絶する意思を明確に表明しているときは、債権者は
直ちに契約を解除することができる。

問７－４ 引き渡された売買契約の目的物が使えないために買主が契約を解除する
ことができる場合には、買主は支払った代金の返還を求めることができ、
価値のない目的物を返す必要はない。

問７－５ 出発日の一定期間前までは約款で定める手数料を支払って契約を解約で
きる旨が定めてあるときは、一律の扱いをするべきだから、旅行業者と
旅行者が手数料を支払わずに契約を解除するという合意をすることはで
きない。

問８
次の文章は、2020 年 4 月 1 日施行の民法（債権関係）の改正のうち消費者に影響
するもののいくつかに関して説明したものである。正しい場合は○、誤っている場
合は×を選びなさい。

問８－１ 意思能力を欠いた者の法律行為を取り消しできるものとした。

問８－２ 法定利率につき民事 5％・商事 6％の違いをなくし、固定利率を維持し
て 3％に引き下げられた。

問８－３ 事業に係る債務についての個人保証契約は、経営者またはそれに準ずる
者による保証を除いて、保証意思を事前に公正証書により確認しないと
無効になるものとした。

問８－４ 瑕疵担保責任は、契約不適合の責任として整理された。

問８－５ 賃貸借契約終了時の賃借人の原状回復義務につき、通常の使用および収
益によって生じた賃借物の損耗や経年変化について、賃借人が責任を負
わない旨が定められた。
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問９
次の文章は、消費者裁判手続特例法（消費者の財産的被害の集団的な回復のための
民事の裁判手続の特例に関する法律）に関して説明したものである。正しい場合は
○、誤っている場合は×を選びなさい。

問９－１ 消費者裁判手続特例法に基づいて訴えを提起できるのは、消費者契約法
の規定に基づいて内閣総理大臣により認定された適格消費者団体であ
る。

問９－２ 消費者裁判手続特例法では、共通義務確認訴訟の手続と対象債権の確定
手続の 2 段階の手続が予定されている。

問９－３ 消費者裁判手続特例法による手続の対象となる債権は、消費者の事業者
に対する金銭債権である。

問９－４ 消費者裁判手続特例法による手続の対象となる債権には、事業者の不法
行為に基づく消費者の事業者に対する損害賠償債権も含まれる。

問９－５ 事業者から購入した商品の欠陥により発火して消費者が火傷を負った場
合において、その同じ型の商品では同様の事故が多数発生している場合
には、消費者裁判手続特例法に基づいて、その火傷等による損害の集団
的な被害回復を図ることができる。
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問１０
　消費者契約法 1 条の目的規定によれば、同法は、消費者と事業者との間の【ア】
の格差に鑑みて、消費者の利益を擁護するための民事規定を設けた法律である。こ
の法律では、まず、契約締結過程において事業者の不当勧誘行為により消費者が【イ】
契約を締結した場合における消費者の【ウ】を規定している。また、同法の定める
不当条項の一般規定では、民法等の【エ】規定の適用による場合に比して消費者の
権利を制限しまたは義務を加重する消費者契約の条項であって、【オ】に反して消
費者の利益を一方的に害するものは無効とされている。

問１０－１ 【ア】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①経済力　②技術力　③専門的知識　④情報の質及び量並びに交渉力

問１０－２ 【イ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①不当に高額な　②公序良俗に反する　③著しく不利益な
④誤認し若しくは困惑して契約を締結しまたは過量な

問１０－３ 【ウ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①解除権　②クーリングオフ権　③取消権　④損害賠償請求権

問１０－４ 【エ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①任意　②強行　③解釈　④信義則

問１０－５ 【オ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①公序良俗　②強行規定　③禁止規定　④信義則



— 8 —

問１１
次の文章につき、正しい場合は○、誤っている場合は×を選びなさい。

問１１－１ 聴くだけで語学力が著しく向上する教材のように、実際に記載されて
いるような効果・機能があるのか疑わしい広告を「比較広告」という。

問１１－２ ステルスマーケティングとは、商品やサービスの広告を通常の広告枠
で行わず、記事の中や番組の中で自然な形で紹介したり、宣伝と気付
かれないように口コミで発信・伝播を図ることをいう。

問１１－３ カシミヤ混用率が 80％程度のセーターを「カシミヤ 100％」と表示す
ることは、有利誤認表示に該当する。

問１１－４ 警告表示とは、製品を安全に使用するためや、製品事故を防ぐための
注意を促す表示である。

問１１－５ 「アイスクリーム類及び氷菓の表示に関する公正競争規約」では、「ア
イスクリーム」「アイスミルク」「ラクトアイス」「氷菓」について定
義されている。

問１２
次の文章は、組織形態について説明したものである。正しい場合は○、誤っている
場合は×を選びなさい。

問１２－１ マトリックス組織は、日本企業で古くから採用されており、成功事例
の蓄積は多い。

問１２－２ 多国籍企業が進出先の地域毎に事業組織を有し、それを本国本社が管
理している形態は、事業部制組織の一形態とはいえない。

問１２－３ 部門間対立が生じやすい組織形態として機能別組織がある。ただ、こ
の形態には専門性を追求できるという強みがある。

問１２－４ 組織としての効率性を追求するためには、経営資源を多重利用するこ
とが一つの有効な施策であり、この点について事業部制組織は優れて
いる。

問１２－５ クロスファンクショナル組織とは、部門横断的な取り組みを行う際に
有用な形態の組織であるが、短期的プロジェクトの推進には向かない。
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問１３
　企業による不正行為や経営者による私利私欲の追求を避けるためには、様々な仕
組みが必要になる。例えば、経営者が利害関係者に向けて説明する責任を果たすこ
と、すなわち【ア】の制度は、その代表的な仕組みの一つである。こうしたものは
コーポレートガバナンスの考えに基づくものであり、その原点は、英国で発表され
た「【イ】報告書」にあるという。日本では、それ以前から独自のシステムがあり、

【ウ】が監査の機能の中枢を担っていた。しかし、環境変化に伴って【エ】頃から、
新たな統治システムの導入が進んでいった。その後、2015 年には改正会社法にお
いて【オ】の要件が厳格化される等、わが国におけるコーポレートガバナンスの強
化は進んでいる。

問１３－１ 【ア】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①ディスクロージャー　②アカウンタビリティー　
③スチュワードシップ　④ガバナンス・コード

問１３－２ 【イ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①エンロン　②ロイター　③マイケル・ミルケン　④キャドバリー

問１３－３ 【ウ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①グループ会社　②監査等委員会　③メインバンク　④地方公共団体

問１３－４ 【エ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
① 1970 年代後半　② 1980 年代後半　③ 1990 年代後半　④ 2005 年

問１３－５ 【オ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①合同会社　②合資会社　③株主　④社外取締役
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問１４
次の文章は、企業のデータ管理に関して説明したものである。正しい場合は○、誤
っている場合は×を選びなさい。

問１４－１ 顧客のデータベース化やデータマイニングは、競合他社との差別化や
顧客の囲い込みの上で重要である。

問１４－２ 顧客のデータマイニングによって、企業は顧客データベースや購買履
歴から得られた情報を活かし、顧客売上を掘り起こすことができる。

問１４－３ 顧客のテキストマイニングによって、企業は顧客の手紙、電子メール、
電子掲示板への書き込み情報などから、顧客の意思や行動を読み取ろ
うとしている。

問１４－４ ビッグデータとは、企業経営にとって最も重要な財務・会計情報に限
定したデータベースを指しており、それを分析することで収益の源泉
を明らかにすることができる。

問１４－５ ポイントカードは、購買頻度や購買金額に応じてポイントを付与する
ことで、顧客を囲い込むための手段となるだけでなく、顧客データベ
ースを確保し、データマイニングを行うための手段にもなる。
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問１５
　製品には様々なタイプがあり、その類型に応じてマーケティングや流通の対応が
異なることが多い。物理的特性や使用目的によって分類されるのが一般的であるが、
コープランドは、【ア】によって商品を 3 つに分類した。【イ】は、選択の際にさ
ほど努力を払わずに頻繁に購入される商品、【ウ】は、品質、価格、スタイルなど
について十分比較検討して購入される商品、【エ】は、価格の安さよりも特別な知
識や趣味性に基づいて購入される商品である。また、評価の容易さに着目して分類
すると、実際に消費してみないと品質の判断が困難な製品・サービスは、【オ】と
呼ばれている。

問１５－１ 【ア】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①購買慣習特性　②支払意向特性　③消費者満足特性
④取扱い店舗のイメージ特性

問１５－２ 【イ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①買回品　②奢侈品　③専門品　④最寄品

問１５－３ 【ウ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①買回品　②専門品　③必需品　④最寄品

問１５－４ 【エ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①買回品　②ジャンク品　③専門品　④最寄品

問１５－５ 【オ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①経験財　②消費財　③信頼財　④探索財
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問１６
次の文章は、45 度線分析について説明したものである。正しい場合は○、誤って
いる場合は×を選びなさい。なお、総供給（国内総生産）は Y、総需要は GDE、
消費は C、投資は I、政府支出は G 、 a と b はパラメータであるものとする。
　・ 総需要　GDE ≡ C ＋ I ＋ G 
　・消費関数　C ＝ a ＋ bY
　・a ＞ 0 、0 ＜ b ＜ 1

問１６－１ 「C ＝ a ＋ bY」で表されるような消費関数は、ケインズ型消費関数と
呼ばれる。また、この関数において「b」は限界消費性向と呼ばれる。

問１６－２ 「Y ＝ GDE」 は、均衡条件と呼ばれる。この条件を図示したものが 45
度線である。

問１６－３ 政府支出を 1 兆円増加させると国内総生産の増加は 1 兆円よりも大き
くなることが期待される。

問１６－４ 限界消費性向が 0.5 の時、投資乗数は 2 である。

問１６－５ 限界貯蓄性向は、投資乗数の逆数としてあらわされる。
つまり、「1/(1+b)」である。

※本問は、誤植を訂正して掲載いたします。
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問１７
　完全競争市場における企業行動について考える。価格は市場で決定されるため、
各企業は自社製品の価格を決めることはできない。この意味で企業は、完全競争市
場において【ア】として行動することとなる。このような市場において、企業は技
術制約の下で　利潤を最大化する生産量を選択することとなる。
　企業の総費用が固定費用と可変費用の合計で表されるとして可変費用が逆 S 字
型の曲線であったとすれば、限界費用曲線と平均費用曲線は【イ】として描かれる。
また、限界費用曲線と平均費用曲線の関係に注目すると、平均費用曲線の【ウ】で
限界費用曲線と交差していることがわかる。
　ここで企業の利潤最大化の条件は、【エ】と価格が一致することである。なお、
この点が【オ】と一致する点は、損益分岐点とも呼ばれる。

問１７－１ 【ア】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①プライスリーダー　②プライスフォロアー　③プライステーカー
④プライスセッター

問１７－２ 【イ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①逆 U 字型の曲線　② U 字型の曲線　③右上がりの直線　
④右下がりの直線

問１７－３ 【ウ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①最低点　②最大点　③右下がりの点　④右上がりの点

問１７－４ 【エ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①平均可変費用　②平均費用　③総費用　④限界費用

問１７－５ 【オ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①平均可変費用　②平均費用　③総費用　④限界費用
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問１８
次の文章につき、正しい場合は○、誤っている場合は×を選びなさい。

問１８－１ 消費者態度指数など調査客体の意向について調査し、一定の方法で数
値化された指標を傾向統計という。

問１８－２ 実質 GDP の算出は、名目 GDP を事前に算出された GDP デフレー
ターで割ることによって事後的に行われている。

問１８－３ 日銀短観は国内企業物価指数、輸出物価指数、輸入物価指数で構成さ
れ、日本銀行が算出している。

問１８－４ 寄与度はある構成要素の増減が全体の増減率を何ポイント変化させた
かを示す指標で、各寄与度の合計は全体の寄与度と一致する。

問１８－５ 日本経済計算とは、日本の経済活動の全体像を国際比較が可能な形で
体系的にまとめた統計のことである。

問１９
次の文章は、金融に関連した事項を説明したものである。正しい場合は○、誤って
いる場合は×を選びなさい。

問１９－１ 金融商品における代表的なリスクである価格変動リスクのうち、特に
外国為替相場の変動によって損失が発生する可能性があるのは為替変
動リスクである。

問１９－２ 「準備資金」は、主に突発的な支出、疾病・災害等に備えるための資
金であり、最も重要なのは、元本割れリスクのない運用を行うことで
ある。

問１９－３ つみたて NISA は、非課税期間が 20 年と一般 NISA の 2 倍に延長さ
れていることが特徴である。

問１９－４ iDeCo での対象運用商品は投資信託、保険商品等であり、預貯金は対
象外である。

問１９－５ 資産運用分野で注目されているロボアドバイザーは投資家のそれぞれ
に適した投資プランのアドバイスを提供し、運用は投資家自身が行う
仕組みである。
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問２０
　住宅にまつわる非課税制度として、結婚して【ア】年以上の夫婦が、夫婦間で【イ】
不動産や【イ】不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合には、基礎控除【ウ】
万円の他に最高【エ】万円までの配偶者控除がある。また、贈与を受けた年の所得
税に係る合計所得金額が 2,000 万円以下（条件により 1,000 万円以下）である 20
歳以上の者が、2015 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日までの間に、父母や祖父
母など直系尊属から、自分の居住用住宅の新築、取得または増改築等の資金を贈与
された場合は、一定の要件のもと、最大【オ】万円の非課税の特例もある。

問２０－１ 【ア】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
① 10　② 20　③ 30　④ 40

問２０－２ 【イ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①賃貸用　②投資用　③譲渡用　④居住用

問２０－３ 【ウ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
① 90　② 110　③ 130　④ 150

問２０－４ 【エ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
① 500　② 1,000　③ 1,500　④ 2,000

問２０－５ 【オ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
① 1,000　② 2,000　③ 3,000　④ 4,000

問２１
次の文章は、家計の基本的な用語と総務省統計局『家計調査年報』における支出構
造について説明したものである。正しい場合は○、誤っている場合は×を選びなさ
い。

問２１－１ 家計調査における消費税は、「非消費支出」に分類される。

問２１－２ 実収入のうち消費支出の割合を示したものを「平均消費性向」という。

問２１－３ 「サービス」とは、非貯蔵性、無形性、一過性、可逆性という特質をもつ。

問２１－４ 消費者物価指数の費目のうち、1970 年から 2019 年の間で最も上がっ
ているのは「教育費」である。

問２１－５ 二人以上の世帯のうち勤労者世帯における 2019 年の家計消費支出は、
「食料費」、「住居費」、「その他の消費支出」の上位 3 項目で 6 割を占める。
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問２２
次の文章につき、正しい場合は○、誤っている場合は×を選びなさい。

問２２－１ 一般的には、同じ繊維から成る布地では織物より編物の方が伸びやす
い。

問２２－２ 物体が接触・摩擦されると静電気が発生するが、吸湿性のある繊維ほ
ど静電気を帯びやすい。

問２２－３ 織物より編物の方がしわになりにくいのは、構造が密なためである。

問２２－４ 衣料品は消費過程で、引張りや摩耗、熱、紫外線などの作用を受け、
強さは低下していく。

問２２－５ 疎水性繊維より親水性繊維の方が、ぬれた場合にしわになりやすい。

問２３
次の文章につき、正しい場合は○、誤っている場合は×を選びなさい。

問２３－１ 食料自給率には、個別食品の持つエネルギー値を集計して表す「カロ
リーベース」と経済的な単位である生産額を集計した「生産額ベース」
がある。

問２３－２ 動物性食品の色素は、牛肉やマグロなどの赤色であるヘム色素や、植
物性食品の色素でもあるカロテノイド色素が代表的なものである。

問２３－３ 厚生労働省『食中毒統計調査』（2015 ～ 2019 年）における食中毒患
者数は、寄生虫によるものが約半数を占めて圧倒的に多く、冬期に多
く発生している。

問２３－４ 食品由来の「危害要因（ハザード）」として、化学的要因にはカビ毒、
キノコ毒、残留農薬などがある。

問２３－５ 食事摂取基準における栄養素の指標の目安量は、特定の集団（性・年
齢階級）における、良好な栄養状態を維持するのに十分な量である。
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問２４
　次の文章は建築基準法、同施行令について説明したものである。
・ 建築面積とは、外壁または柱の【ア】で囲まれた部分の水平投影面積である。
・ 建ぺい率とは、敷地面積に対する【イ】の割合である。
・ 居室には採光のための窓または開口部を設けるが、住宅では採光に有効な部分の

面積を居室の【ウ】に対して 7 分の 1 以上とる。
・ 3 階建て以上の建築物または浴室や台所などの火気使用室などには【エ】がある

ので、壁、天井の仕上げを防火材料とする。
・ シックハウス対策の点からは、原則としてすべての建築物に【オ】を設ける。

問２４－１ 【ア】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①内側線　②中心線　③外側線　④輪郭線

問２４－２ 【イ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①延べ床面積　②建築面積　③居室面積　④ 1 階の床面積

問２４－３ 【ウ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①壁面積　②開口部を除く壁面積　③床面積　④天井面積

問２４－４ 【エ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①内装制限　②防炎規制　③防火対象物の規制　④防炎物品の規制

問２４－５ 【オ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①換気のための窓または開口部　②床下換気設備　③機械換気設備
④パッシブ換気システム
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問２５
次の文章につき、正しい場合は○、誤っている場合は×を選びなさい。

問２５－１ 家電製品の警告表示は、JIS 規格で「消費者用警告図記号」が定めら
れている。

問２５－２ 自動車の安全性については、道路交通法で保安基準が定められている。

問２５－３ 製品事故の再発・拡大防止策として、2006 年に改正された消費生活
用製品安全法に基づく「製品事故情報報告・公表制度」が 2007 年よ
り施行された。

問２５－４ 2020 年 12 月、東京都は 2030 年代半ばまでに都内で販売される新車
すべてをハイブリッド車（HV）や電気自動車（EV）などの電動車に
切り替える方針を示した。

問２５－５ 化粧品の使用性品質については、医薬品医療機器等法（※）のみに基
づいて、製品の性能や効果、誤使用を防ぐための表示がなされている。

（※）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

問２６
わが国の医療に関する次の文章につき、正しい場合は○、誤っている場合は×を選
びなさい。

問２６－１ いわゆる「コンビニ受診」が問題視されているのは、主として診療所
での受診行動である。

問２６－２ 日本の総医療費の対 GDP 比は、G7 諸国の中では、最も低い。

問２６－３ 医師法上、医業は医師の業務独占として位置付けられている。

問２６－４ 国民健康保険の保険者は、国、市町村及び国民健康保険組合である。

問２６－５ 処方せんの有効期限は、発行日を含めて 4 週間である。
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問２７
わが国の社会保障に関する次の文章につき、正しい場合は○、誤っている場合は×
を選びなさい。

問２７－１ 前期高齢者医療制度は 60 歳～ 74 歳 の高齢者を対象としている。

問２７－２ 生活保護費の扶助総額の内訳で、最大の項目は医療扶助である。

問２７－３ 遺族厚生年金の年金額は、老齢厚生年金の報酬比例年金額の 3 分の 2
である。

問２７－４ 介護保険における居宅サービス計画（ケアプラン）は、利用者自らが
作成することができる。

問２７－５ 介護保険における要介護認定では、要介護 5 段階、要支援 2 段階のい
ずれかに該当するかどうかについて認定が行われる。

問２８
　わが国の社会保障給付費のうち、「年金」については、2004 年の改正により、保
険料の上限を【ア】改革が導入されている。また、「医療」については、地域医療
構想を策定し、【イ】年の地域における病床の需給を調整することを目指した改革
が進められている。わが国の 2018 年度の社会保障給付費は総額で【ウ】兆円強で
あるが、「【エ】」が最も大きく、45.5％となっている。社会保障の財源としては、
社会保険料に続いて【オ】が約 4 分の 1 を占めている。

問２８－１ 【ア】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①引き上げる　②引き下げる　③固定する　④変動する

問２８－２ 【イ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
① 2025　② 2035　③ 2040　④ 2050

問２８－３ 【ウ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
① 20　② 70　③ 120　④ 170

問２８－４ 【エ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①年金　②医療　③雇用　④福祉その他

問２８－５ 【オ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①地方負担　②国庫負担　③受益者負担　④財産収入
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問２９
　地球温暖化問題の解決に向けて、1992 年リオデジャネイロで採決された「気候
変動枠組条約」に始まり、1995 年よりほぼ毎年 COP と呼ばれる締約国会議が開
催されて現在に至っている。
　その中で各国の温室効果ガス排出削減の数値目標が示された会議は、1997 年の
京都と 2015 年のパリでの会議である。京都での会議では、先進国の削減目標が

「京都【ア】」としてとりまとめられた。パリでの会議以降では、2018 年 9 月現在
で 174 カ国・機関が、自国が決めた貢献として NDCs（Nationally Determined 
Contributions）を提出している。
　この NDCs の特徴は、国際的交渉の結果に基づくものではなく、各国が自国で
決定した貢献ということである。すなわち、どのような削減目標や行動を行うかを
示したものである。パリ協定が発効した 2016 年に提出された削減目標を見ると、
例えば、ＥＵは「2030 年までに 1990 年に比べてＥＵ圏内の温室効果ガス排出量
を少なくとも 40％削減を目標とする」としている。一方日本は、発効日に数日遅
れたものの、「2030 年度までに【イ】年度比で温室効果ガスの排出量を【ウ】％削
減する」としている。
　パリ協定の目的は、長期目標として、産業革命以降の全球平均の気温の上昇を【エ】
℃を充分に下回るようにし、しかも気温上昇を 1.5℃に抑制するようグローバルな
対応をするとしている。さらに今世紀の後半には、温室効果ガスの【オ】排出量と
吸収源による除去量をバランスさせる事を目標としている。

問２９－１ 【ア】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①協定書　②会議書　③議案書　④議定書

問２９－２ 【イ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
① 1990　② 1999　③ 2013　④ 2019

問２９－３ 【ウ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
① 17　② 26　③ 37　④ 48

問２９－４ 【エ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
① 2　② 2.5　③ 3　④ 3.5

問２９－５ 【オ】の部分に最も適当なものを、下記の選択肢から選びなさい。
①人為的な　②不法な　③自然現象による　④産業からの
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問３０
環境・エネルギーに関する次の文章につき、正しい場合は○、誤っている場合は×
を選びなさい。

問３０－１ 食品ロスについて、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」では、
2030 年までに世界全体の一人当たりの食料廃棄を半減させることが
盛り込まれている。

問３０－２ HEMS（Home Energy Management System）は、センサーや IT の技
術を活用して住宅のエネルギーを見える化するだけでなく、家電、電
気設備を最適に制御するための管理システムである。

問３０－３ 省エネラベリング制度は、国の省エネルギー基準を達成しているかど
うかをラベルに表示するもので、製品を選ぶ際の省エネルギー性能の
比較などに役立つ。省エネラベルには、省エネ性マーク・目標年度・
省エネ基準達成率・エネルギー消費効率の 4 つの情報を表示している。

問３０－４ フードマイレージは、「食料輸送距離×輸送額」で示され、数値が高
いほど環境負荷は大きい。

問３０－５ 循環型社会を推進するための取り組みに 3R（スリーアール）がある。
3R とは、リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle）
の 3 つの R（アール）の総称である。最も優先度の高い取り組みはリ
サイクル（Recycle）である。


