
【No. 】 労働基準法に関する次の記述のうち 最も妥当なのはどれか。

1.労働基準法の適用対象となる労働者は 事業の種類を問わず 事業又は事務所に使用されてい

る者で 賃金を支払われる者であるため 家事使用人にも労働基準法は適用される。しかし 請

負契約や委任契約に基づき労務を供給している者については 労働関係の実態にかかわらず 労

働基準法上の労働者とはならないため 労働基準法は適用されない。

2.賃金は 労働者又はその親権者に全額支払わなければならないとされているが 判例によれば，

労働者が賃金債権を譲渡している場合において 当該譲受人に賃金を支払うことや 使用者が労

働者の業務の懈怠や背任を理由とする損害賠償債権を有している場合に 当該損害賠償債権と労

働者の賃金債権を一方的に相殺して支払うことは認められる。

3.労働者の労務遂行上の懈怠や職場規律違反等があった場合に行われる減給の制裁は １回の額

が平均賃金の１日分の半額を超え 総額が１賃金支払期における賃金の総額の10分の１を超え

てはならないとされているが １回の事案について 平均賃金の１日分の半額を複数回にわたっ

て減額することは差し支えなく 複数の制裁事案がある場合には １賃金支払期における賃金の

総額の10分の１を超えることも認められる。

4.労働者が 解雇の予告がされた日から退職の日までの間において 当該解雇の理由について証

明書を請求した場合は 使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし 解雇が予告

された日以後に労働者が当該解雇以外の理由で退職した場合は 当該退職の日以後 これを交付

することを要しない。

5.事業の種類にかかわらず 監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者につ

いては 労働時間等に関する規定が適用されないため これらの者を午後10時から午前５時ま

での間に労働させた場合であっても 使用者は 割増賃金を支払う必要はない。

（労働法）

【正答　４】



【No. 】 労働者の安全と衛生に関する次の記述のうち亜最も妥当なのはどれか。

1唖労働安全衛生法は亜労働災害の防止のための危害防止基準の確立により亜職場における労働者

の安全と健康を確保するとともに亜最低限度の職場環境を確保することを目的としている。また亜

同法においては亜事業を行う者で労働者を使用する者を亜労働基準法と同じく使用者と規定して

いる。

2唖厚生労働大臣は亜中央労働委員会の意見をきいて亜労働災害の防止のための主要な対策に関す

る事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画を策定しなければならない。また亜

この計画の実施のための勧告または要請を国会にしなければならない。

3唖総括安全衛生管理者を選任しなければならないのは亜製造業亜電気茜ガス茜熱供給業亜商品卸

売茜小売業に属する事業場においては亜常時 100 人以上の労働者を使用する場合であり亜建設業

などの屋外において作業する事業場においては亜常時 1000 人以上の労働者を使用する場合であ

る。

4唖事業者は亜パートタイマーやアルバイトの形態で就労する労働者を雇い入れたときであっても亜

当該労働者に対し亜その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならな

い。

5唖事業者は亜建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模

な仕事を開始しようとするときは亜その計画を当該仕事の開始の日の 10 日前までに労働基準監

督署長に届け出てその許可を得なければならない。

（労働法）

【正答　４】



【No. 　】 我が国の賃金等に関する次の記述のうち 最も妥当なのはどれか。

1.厚生労働省 労働経済白書」(平成25年版)により 1990年以降の現金給与総額(就業形態計)の

推移をみると 1991年の36万円をピークに減少傾向にあり 2012年はピーク時よりも約３割減

少している。また 現金給与総額に占める特別給与の割合の推移をみると 1993年から2000年

代半ばまでは上昇していたが それ以降は2012年まで減少傾向にある。

2.厚生労働省 毎月勤労統計調査」により 2012年の現金給与総額を事業所規模別にみると 500

人以上規模 100～499人規模 30～99人規模 ５～29人規模のいずれにおいても前年よりも増

加している。また 産業別にみると 生活関連サービス等」 運輸業 郵便業」 卸売業 小

売業」では前年よりも減少している。

3.厚生労働省 賃金構造基本統計調査」により 2012年の新規学卒者の初任給をみると 大学卒

では男性 女性ともに21万円を上回っており また 男性 女性ともに前年の初任給よりも増

加した。一方 高校卒は男性が約19万円 女性が約17万円となっており また 男性 女性と

もに前年の初任給を下回った。

4.厚生労働省 就労条件総合調査」により 2012年の年俸制の状況についてみると 年俸制を導

入している企業割合は３分の１を超えており また 当該割合は 企業規模の大小にかかわらず，

ほとんど差がない。また 年俸制を導入している企業における年俸制適用労働者割合をみると

約５割となっている。

5.厚生労働省 賃金構造基本統計調査」により 2012年における男性の大学・大学院卒の賃金

カーブをみると 高専・短大卒や高校卒のそれよりも急な形状となっており また 50～54歳

で賃金がピークとなっている。

（労働事情）

【正答　５】



【No. 】 我が国の労働時間に関する次の記述のうち亜最も妥当なのはどれか。

1唖厚生労働省｢毎月勤労統計調査｣により総実労働時間の動きをみると亜2007 年から 2009 年にか

けて�年連続で増加した後亜2010 年には減少に転じた。2011 年については亜総実労働時間が前

年比 0.2 ％増亜所定内労働時間は同 1.0 ％増となった。

2唖厚生労働省｢労働経済白書｣ß平成 24 年版ãにより亜非正規雇用者を含めた全雇用者の週間就業

時間をみると亜2011 年における週間就業時間が 60 時間以上の雇用者の割合は約�割であるが亜

男性では 30〜34 歳亜35〜39 歳亜40〜44 歳で亜女性では 40〜44 歳で亜当該割合は 5割を上回っ

ている。

3唖厚生労働省｢就労条件総合調査｣により亜2011 年�月における変形労働時間制の状況をみると亜

変形労働時間制を採用している企業割合は�割を超えている。これを企業規模別にみると規模の

大きな企業ほど当該割合が低く亜また亜産業別にみると亜金融業亜保険業において�割を超え亜

最も高くなっている。

4唖厚生労働省｢就労条件総合調査｣によると亜2011 年�月において｢何らかの週休�日制｣を採用

している企業は�割を超えている。また亜｢完全週休�日制｣を採用している企業は約�割であり亜

これを産業別にみると亜製造業や建設業が亜金融業や保険業よりも当該割合が高くなっている。

5唖厚生労働省｢就労条件総合調査｣によると亜年次有給休暇の取得率は亜1990 年代後半から徐々

に低下したが亜仕事と生活の調和が実現した社会を目指した取組を進める中で亜最近亜若干の上

昇傾向もみられる。

（労働事情）

【正答　５】



【No. 　】 刑法における違法性に関する次の記述のうち 最も妥当なのはどれか。

1.村所有の吊橋が腐朽甚だしく いつ落下するかもしれないような切迫した危険な状態にあった

としても その危険を防止するためには 通行制限の強化その他適当な手段 方法を講ずる余地

がないことはなく ダイナマイトを使用して吊橋を爆破する行為については 緊急避難を認める

余地はなく したがってまた過剰避難も成立しえない とするのが判例である。

2.刑法第36条によれば 急迫不正の侵害に対して 自己又は他人の権利を防衛するため やむ

を得ずにした行為は 罰しない。また 同条の規定により 防衛の程度を超えた行為は 情状に

より その刑を軽減することができるが いかなる場合も刑を免除することはできない。

3.刑法第35条により 法令又は正当な業務による行為は罰せられないが 労働組合が行うスト

ライキ ピケッティング ボイコットなどの争議行為については 企業の営業の自由を侵害する

ものであるから いかなる場合も同条の適用を受けることはない。

4.発信側の通話料金が課金されなくなるマジックホンと称する電気機器を加入電話の回線に取り

付けた行為について ただ１回通話を試みただけで同機器を取り外した場合には 行為の可罰的

違法性が否定され 有線電気通信妨害罪及び偽計業務妨害罪は成立しない とするのが判例であ

る。

5.年齢も若く体力にも優れた相手方が お前 殴られたいのか。」といって 手拳を前に突き出

し 足を蹴り上げる動作を示しながら目前に迫ってきたことに対し その接近を防ぎ 危害を免

れるため 包丁を手に取ったうえ腰のあたりに構えて脅迫した行為は 相手方からの危害を避け

るための防御的な行動に終始していた場合であっても 防衛手段としての相当性の範囲を超えた

ものであり 正当防衛は成立しない とするのが判例である。

（刑　法）

【正答　１】



 （経済学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【正答 １】 

 



【No. 　】 総需要曲線に関する次の文のア～ウに当てはまるものの組合せとして最も妥当なのはど

れか。

ただし IS曲線 LM曲線は一般的に図のように示されるものとする。

総需要曲線は総需要と物価との関係を示すものであり IS－LMモデルから導くことができる。

総需要曲線の形状は 一般的に右下がりである。

いま 投資の利子弾力性が ア なったことにより IS曲線の傾きが当初よりも急になっ

たとする。国民所得はIS曲線とLM曲線の交点で決定されるが 物価水準が低下しLM曲線がシ

フトしたとき 対応する国民所得の増加幅は IS曲線の傾きが急になった場合は当初の場合と比

して イ なるため 総需要曲線の傾きは 当初の総需要曲線の傾きより ウ になる。

ア イ ウ

1.大きく 大きく 急

2.大きく 小さく 緩やか

3.大きく 小さく 急

4.小さく 大きく 緩やか

5.小さく 小さく 急

利
子
率

IS曲線

LM曲線

国民所得O

（経済学）

【正答　５】



【No. 　　】 世界各国の経済事情に関するＡ～Ｄの記述のうち 妥当なもののみを全て挙げているの

はどれか。

Ａ.ロシア経済は 世界経済危機の影響により2009年の実質GDP成長率は前年比で７％を超え

るマイナスとなった。その後 原油価格の上昇に下支えされ 2010年 2011年の実質GDP成

長率は概ね前年比４％台の成長となったが 2012年はやや減速した。

Ｂ.2012年のブラジル経済についてみると 好調な消費がけん引する形で実質GDP成長率が前年

比６％を超え 2000年以降で２番目の高成長となった。また 自動車販売台数は2010年に中国

を抜き世界第３位となった。

Ｃ.インドの実質GDP成長率(四半期別 前年同期比)は 農業の不振などもあり 2010年度(４

月～翌年３月)は３％台で推移した。しかし 2011年度初めからのインド準備銀行による数次に

わたる政策金利の引下げにより消費や投資が回復し 2011年度第４四半期から2012年度第３四

半期までは８％台となった。産業別では製造業が同期間の成長率のプラスに最も大きく寄与し

た。

Ｄ.タイ経済は 2011年の洪水の影響で大きく落ち込んだ消費及び投資が政府の景気対策などの

効果もあって増加したことにより 実質GDP成長率(前年比)は 2011年はゼロ％程度だったが，

2012年には６％を超えるまでに回復した。雇用環境について2005年から2012年にかけてみる

と 失業率は低下傾向にあり かつ主要先進国より比 的低い水準にとどまっている。

1.Ａ Ｂ

2.Ａ Ｄ

3.Ｂ Ｃ

4.Ｂ Ｄ

5.Ｃ Ｄ

（経済学）

【正答　２】



【No. 42】 ある世帯には亜主たる稼ぎ手である夫Ｙと亜パートタイムで働く妻Ｘがいる。図は亜配

偶者手当制度の影響による世帯所得の変化や妻Ｘの労働供給行動の変化を示したものである。夫Ｙ

の会社では亜当初亜配偶者手当の制度がなく亜夫Ｙの所得はＴＥであり亜その際の妻の労働時間は

T h1 であった。この度亜夫Ｙの会社では亜配偶者手当制度が創設され亜妻がＡＩの所得に達する

までは一定額の配偶者手当ßＦＣ暗ＥＡãが支給されることとなった。これらに関する次の記述のう

ち亜最も妥当なのはどれか。

なお亜図の U1及びU2 は無差別曲線を示しており亜それぞれ点Ｂにおいて直線ＥＨと亜点Ｃに

おいて直線ＡＣと接している。また亜所得に対する課税は考慮しないものとする。

O
余暇時間 労働時間

世
帯
所
得

I’ I

A

E

H

G
B

F

C

T

1唖配偶者手当制度が創設されると亜妻Ｘの労働供給行動は亜経済学的な意味でより効率的になり亜

その労働時間は T h1 から T h0へ増加する。

2唖配偶者手当制度が創設されると亜この世帯の直面する所得制約線はＡＣＦＨとなり亜点Ｃで妻

Ｘの労働時間が決定されるため亜その労働時間は T h1 から T h2 に減少する。

3唖配偶者手当制度が創設されると亜この世帯の直面する所得制約線はＡＣＦＧＩ̓となり亜また亜

世帯所得は亜制度創設前よりもＦＣ暗ＥＡだけ減少してしまう。

4唖配偶者手当制度がない場合には亜点Ｂで妻Ｘの労働時間が決定されるので亜配偶者手当が創設

された場合よりも亜その労働時間は短くかつ効用水準も高い。

5唖配偶者手当制度がない場合亜この世帯の直面する所得制約線はＥＦＧＩ̓となり亜妻Ｘが労働

時間を T h1 よりも増加させても世帯所得は変化しない。

（労働経済）

【正答　　２】



【No. 　】 我が国の社会保障に関する次の記述のうち 最も妥当なのはどれか。

1.社会保障の安定財源の確保等に向けて 消費税が2014年から2015年にかけて５％から10％

に段階的に引き上げられることとなっているが この５％の引上げ分については 医療・介護

の充実等の 社会保障の充実」に4.5％分 年金国庫負担を２分の１にする等の 社会保障の安定

化」に0.5％分がそれぞれ用いられることになっている。

2.待機児童の速やかな解消を目指すため 待機児童解消加速化プラン」が策定され 2013年度

からの１年間は 緊急集中取組期間」として位置付けられており 100万人分の保育の受皿を整備

することとされている。なお 子ども・子育て支援の財源については 消費税が2014年から

2015年にかけて５％から10％に引き上げられる際の５％の引上げ分は用いず 別途必要な財

源を確保することとされている。

3.社会保障制度改革国民会議報告書(2013年８月)においては 今後 高齢化の進展に伴い 急

性疾患による受療が多い等の特徴を持つ老齢期の患者が中心となることが予想されることから

地域包括型」の医療から 病院完結型」による 治す治療」への転換を図るという方向性が示され

た。

4.厚生労働省 厚生労働白書」(平成25年版)等によると 公的年金を受給している者は 2011年

度では約3,900万人と国民の約３割となっている。また 高齢者世帯の１世帯当たりの平均所得

に占める公的年金・恩給の割合は 2011年では約７割となっている。

5.社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして1990年に創設された介護保険制度の介護サービ

スの利用者は 2010年には約150万人となっている。また 介護の総費用についてみると 厳

しい経済環境に対応して給付抑制等に取り組んだことにより 2006年度から2011年度にかけて

５兆円を下回る水準で推移している。

（社会保障）

【正答　４】
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