
Ⅰ類Ａ

教　養　問　題
平成28年 5 月施行　　職員採用試験

指示があるまで開いてはいけません。

注　意

1 .  問題と解答用紙は別になっています。必ず解答用紙に解答してください。

2.  問題は全部で40題あり、ページ数は43ページです。

3.  解答時間は 2 時間10分です。

4.  解答方法は次のとおりです。

  　例〔№　 1 〕日本の首都として、正しいのはどれか。

  　　　1.　京都　　2.　福岡　　3.　東京　　4.　大阪　　5.　広島

  　正答は「3 . 　東京」ですから解答用紙の問題番号の次に並んでいる

マーク欄　　 　 　 　 　 　　の中の　 　を鉛筆又はシャープ

ペンシルで　 　のようにマークして　　 　 　 　 　 　　とす

れば正解になります。

5.  各問題とも、正答は 1 つだけです。2 つ以上マークした場合は誤りとなります。

6.  解答に当たっては、解答用紙に記載された注意をよく読んでください。

7.  計算を要する場合は、この冊子の余白を利用してください。解答用紙は絶対

に使ってはいけません。

8.  この冊子は持ち帰ることができますが、解答用紙は絶対に持ち帰らないで

ください。

事務



〔№　 1 〕 次の文章で述べられていることとして、最も妥当なのはどれか。

われわれは今日、責任の所在を透明化しようとする要求の、かつてなかったほど

の高まりに直面している。「自己決定権」を擁護する諸主張こそが、そうした高ま

りを代表している。自己決定権（の拡張）が求められているのは、ある個人に影響

を与える諸結果を、できる限り、その個人の選択に帰せられる形態において確保し

ようとするからである。幸福な結果であるにせよ、不幸な結果であるにせよ、その

結果の影響を被る個人が、それを自らの責任であると自覚しうるような状態を社会

的に保証すること、これが自己決定権を擁護するということである。それは、個人

の選択とその結果との関連を透明化し、かつその選択の支配圏をできるだけ拡大す

ることを目指している。

こうした意味での自己決定権を支持する議論は、今日、さまざまな領域で、相互

に独立に、しかし同時に提起されている。たとえば経済の領域に関しては、市場に

対する規制を緩和し、そこでの自由競争の可能性を保証すべきだとする今日の支配

的な論調が、こうした議論のうちに数えられるだろう。おそらく自己決定権が最も

熱烈に支持されているのは、生（／死）や性をめぐる決定に関係する領域である。

たとえば、脳死を死として受け入れるべきか否か、あわせて自身の臓器が他者の身

体に移植されることを許容しうるか、こうしたことは、死にゆく当事者の決定にゆ

だねるべきだとする見解が、支配的である。

自己決定権が支持される論拠はいろいろある。たとえば市場に関しては、自由競

争が最も効率的な資源の分配を保証するはずだとの認識が、根拠のひとつとなって

いるだろう。中でも重要な論点、自己決定を顕揚するあらゆる議論が共通して依拠

する論点は、自己決定権の道徳的優位性である。論旨は単純である。自己決定権を

確保し、自身が被ることになる結果を自らの選択の所産として確認しうる状態が与

えられていれば、その「結果」が自身にとって肯定的なものであれ、否定的なもの

であれ、それを自らの責任において引き受けることができるようになるに違いない、

というわけである。

否定的な結果を「自業自得」と認知するならば、それは教育的な効果をもつサン

クションとして作用することになるだろう。逆に、結果が自身の選択に依存しない

のであれば、人は良き（善き）行為を選択しようとする動機づけを失うことになる

－1－

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。



に違いない。市場の自由競争が阻まれているような状態での――たとえば十分に業

績が悪化している企業に対して制度的な救済措置が準備されているようなケースに

おける――モラルハザードを指摘する議論は、以上のような推論に基づく、自己決

定の道徳的優位性を前提にしていると言ってよい。

（大澤
さわ

真幸「自由という牢獄　責任・公共性・資本主義」による）

1.   自己決定権を擁護する主張は、個人の選択とその結果との関連を透明化し、

かつその選択の支配圏をできるだけ拡大することを目指している。

2.   自己決定権は、さまざまな領域で支持されているが、生をめぐる決定に関す

る領域では、当事者の決定に委ねるべきではないとする見解が、支配的である。

3.   自己決定権を支持するあらゆる議論が共通して依拠する重要な論点は、自由

競争が最も効率的な資源の分配を保証するはずだとの認識である。

4.   自らの選択の所産として自身が被ることになる「結果」が肯定的なものであ

る場合に限り、それを自らの責任において引き受けることができる。

5.   否定的な結果を「自業自得」と認知するならば、かえって人は良き行為を選

択しようとする動機づけを失うことになる。

－2－



〔№　 2 〕 次の文章で述べられていることとして、最も妥当なのはどれか。

例えば古代ギリシアの哲学者プラトンは、人間が何かを「知る」ということを説

明するのに、自然主義とはまったく違った考え方をする。プラトンによれば、「これ

は椅子だ」という知識を問題にするときに、「椅子だ」という述語は個々の物体とし

ての椅子と明確に区別された、同一不変の存在として理解されなければならない。

「これは椅子だ」という主張がなされそれが知識として成立しているのかが問題に

されるさいには、こうした述語の同一不変性を前提にした上ではじめて、この主張

をする人と主張を問題にする人のあいだで共通の理解が生まれる。「椅子」であれ「正

義」や「等しさ」であれ、これらの普遍的な述語が個々の物体とは異なったレベル

で同一不変の「概念」として把握されていなければ、そもそもどんな知識が話題に

なっているのか、明確に定めることができないだろう。プラトンは、自然の事物と

は異なったこれらの普遍的な述語を「イデア」と名づけた。このイデアという反自

然的な要因を導入して知識や道徳を説明するところに、プラトンの哲学の基本の発

想がある。

哲学的な思考の試みは、こうした反自然主義とともに始まる。プラトン以降の西

洋の哲学の歴史（の表立った正統的な部分）は、自然主義への反発や恐怖を背景と

した、自然主義との対決の歴史と見ることもできる。あるいはそれは、自然主義の

開く底無しの深淵と向きあう人間の、自己救済のさまざまな努力の跡だと言えるか

もしれない。古代ギリシアにおいて哲学的な反自然主義の思考の運動が開始されて

以来、現代に至るまで、自然主義に対する哲学の戦いは終わることなく続いている。

古代ギリシアの哲学からその道具立ての大部分を借りてきている、中世のキリス

ト教哲学においても、宇宙を創造したとされる人格神の存在を想定することで、自

然主義との対決はより鮮明なものになっていった。例えばトマス・アクィナスが、

あらゆる事物の「存在」することの原因をひとりの人格神に帰属させたとき、これ

は、人々を自然主義の力のもとから救い出す一つの試みにほかならなかったのでは

ないか。

しかし、中世哲学の反自然主義の秩序に代わって、近代の自然科学的な世界像が

登場するとき、事情は大きく変わらざるをえない。それまでの自然主義は、より洗

練されたより厳格なそれへと変貌する。「自然の事物以外のものは存在しない」とい
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う意味での自然主義は、「数学的物理学の方法によって接近可能な事物以外のものは

存在しない」という、「物理主義」の意味で理解されるようになる。

近代の哲学者は、このような物理主義の発想を推進するのに大きな役割を果たし

た。しかし彼らは他方で、物理主義によって犯されない――反自然主義的な――領

域を、しっかり確保しておいたのである。その領域とは、物理学的に理解された自

然を、対象として把握する「理性」や「意識主体」のことである。デカルトの「わ

れ思う、ゆえにわれあり」という哲学的原理において表明されているのは、哲学が、

どこを拠点として反自然主義の戦いを引き受けてゆくのかということの宣言なので

ある。意識を自然に包括されない拠点とみなして、人間の知識や行為を解明してゆ

くという哲学のあり方は、近代の全体を通して顕著な傾向であるが、二十世紀に入っ

ても、フッサールの現象学に引き継がれ、現在もなおかなりの数の哲学者に支持さ

れている。

（門脇俊介「現代哲学」による）

1.   プラトンの哲学では、知識を問題にするときには、普遍的な述語が、同一不

変の「概念」として把握されていなければならないとした。

2.   古代ギリシア以前の哲学や現代の大半の哲学は、おおむね自然主義に沿った

ものであるといえる。

3.   中世のキリスト教哲学においては、自然科学的な世界像を主張する人々に対

抗するため、あらゆる事物は人格神と同時に生まれたものとした。

4.   多くの近代の哲学者が、物理主義の発想を推進する役割を果たしたのに対し、

自然主義を主張する哲学者も存在した。

5.   現在もかなりの数の哲学者は、「理性」や「意識主体」は自然の中に存在する

ものであるとし、反自然主義的な哲学を支持している。
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〔№　 3 〕 次の文Ａ～Ｆを並べ替えて一つのまとまった文章にする場合、最も妥当

なのはどれか。

Ａ　日本企業で広く行われている品質管理のためのＱＣサークルでも自発的で自由

な情報交換が基本となる。必ずしも自分に直接関係のない仕事に関連するもので

もサークルに参加することによって、アイデアを出し合って生産性を上げて行く

ことになる。情報を共有することで業務改善や職場でのモラール（士気）などに

関しても相乗効果を期待することになる。

Ｂ　また、合同で意思決定を行うために各レベルにおいて長時間の会議が行われる。

これは意思決定に時間のかかることを意味する。しかし、情報を共有し、共通の

価値観を作り上げて行くためにはもっとも効率的なこととなる。

Ｃ　会議でも意思決定の方向をめぐって議論を闘わすわけではない。その議論は、

担当者の説明が大部分であり、それを理解することから始まる。共通の理解がで

きると、上位者の希望をどのように取り入れるかになる。それが難しい場合には、

なぜダメなのかを納得するまで議論することになる。要するに、会議は代替案の

優劣の検討の場ではなく、共通の情報を持ち、共通の価値観を作り上げるのが目

的となる。

Ｄ　意思決定には時間がかかるが、一旦決定が行われると改革は早いのが日本型経

営であるが、これは構成員のコンセンサスがいかに重要かを示している。

Ｅ　トップが意思決定を行うと、ワンマン経営といわれ、政治でも政治的判断とし

て意思決定を行えば、ボス政治といわれる。これらはすべて非民主的と批判され

ることになる。最高権力者でも「根回し」や説得が必要であり、これは企業以外

の組織でも同様の構造を持っている。

Ｆ　さらに、会議を行う場合には、事前の根回しが極めて重要になる。当該議論に

関して重要な利害や関心を持つ人間が事前に知らされていないということは、無

視されているに等しいことになる。会議はそもそも情報交流の場であるが、会議

以前の情報交流が重要なのである。

 （吉田和男「ホロン構造の日本型社会システム」

濱
はま

口惠
え

俊 編著　「日本社会とは何か　＜複雑系＞の視点から」による）
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1 .   Ａ－Ｂ－Ｄ－Ｃ－Ｆ－Ｅ

2.   Ｄ－Ｂ－Ｅ－Ｃ－Ｆ－Ａ

3.   Ｄ－Ｅ－Ｃ－Ｂ－Ａ－Ｆ

4.   Ｅ－Ｂ－Ｃ－Ａ－Ｆ－Ｄ

5.   Ｅ－Ｆ－Ｄ－Ｂ－Ａ－Ｃ
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〔№　 4 〕 次の文章の空欄Ａ～Ｄに当てはまる語句の組合せとして、最も妥当なの

はどれか。

作曲家は自分の書いたある旋律が気に入らないとき、ただちにそれを消し去って

しまうだろう。書いた音を消し去るということは、とりも直さずふたたび静寂に戻

ることであり、その行為は、もとの静寂のほうがより美しいことを、みずから認め

た結果にほかならない。

音楽は静寂の美に対立し、それへの対決から生まれるのであって、音楽の Ａ

とは、静寂の美に対して、音を素材とする新たな美を目指すことのなかにある。

すべての音は、発せられた瞬間から、音の種類によってさまざまな経過をたどり

はしても、静寂へと向う性質をもっている。川のせせらぎや、潮騒のような Ｂ

の音であっても、その響きはただちに Ｃ する音の集団である。音は、終局的

に静寂には克つことができない。

また一つの交響曲を聞くとき、その演奏が完結したときに、はじめて聞き手はこ

の交響曲の全体像を画くことができる。音楽の鑑賞にとって決定的に重要な時間は、

演奏が終った瞬間、つまり最初の静寂が訪れたときである。したがって音楽作品の

価値もまた、静寂の手のなかにゆだねられることになる。現代の演奏会が多分に

ショー化されたからとはいえ、鑑賞者にとって決定的に重要なこの瞬間が、演奏の

終了をまたない拍手や歓声などでさえぎられることが多いのは、まことに Ｄ

習慣といわざるをえない。

静寂は、これらの意味において音楽の基礎である。

（芥
あくた

川也寸志「音楽の基礎」による）

－7－

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。



 　 Ａ　　　 Ｂ　　　 Ｃ　　　　Ｄ

1.   設計　　一過性　　浸透　　典型的な

2.   創造　　一過性　　伝播
ぱ

　　典型的な

3.   創造　　連続性　　減衰　　不幸な

4.   伝統　　断続性　　伝播　　不幸な

5.   伝統　　連続性　　減衰　　奇妙な

－8－



〔№　 5 〕 次の英文の中で述べられていることと一致するものとして、最も妥当な

のはどれか。

Natsuki and her family live in Hachioji City, about forty kilometers west of 

Central Tokyo.  Hachioji is a commuter town for people who work in Tokyo and 

is also home to many colleges and universities.  Natsuki looks out from her 

modest home upon a society that she thinks is spiritually troubled.  The society is 

hollow, she says.  Why?  The family lacks its central pillar: the father.  With her 

husband gone all day and long into the night, Natsuki believes something 

fundamental is missing in the moral education of her children.  There is no real 

communication of values from her generation to the next, and this is leaving a 

vacuum.  Marching headlong＊ into that empty zone are antisocial attitudes 

undermining the unique qualities of Japanese culture and values.  The media and 

the young promote empty aspects of the West, and there is no effective 

counterbalance＊.  The only person capable of setting a different tone̶her 

husband̶is unavailable emotionally and physically.

The complaint has an oddly familiar ring for Americans, for we also recognize 

the fallout＊ from fathers not around, particularly for sons, who need masculine 

role models.  We dwell on the absent dad as a key explanation for the problems 

of fragile families in the inner city, where harried single mothers are on their own 

with the burdens of raising kids.  The absent father in poor households 

represents a refracted＊ version of the Japanese diagnosis of the ills of their 

society.

（Katherine S. Newman「The Accordion Family」による）

＊ headlong････まっしぐらに　　＊ counterbalance････埋め合わせとなるもの

＊ fallout････好ましくない結果　　＊ refract････屈折させる

－9－
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1 .   ナツキは、自分の家族を除けば、この社会は精神的に問題を抱えてはいない

と考えている。

2.   ナツキは、家族の大黒柱となる父親を欠いているから、自分の家族はこの社

会と違って空虚だと言っている。

3.   ナツキは、夫が一日中、夜も遅くまで家に帰らないので、自分の子供たちの

道徳面での教育に基本的な部分が欠けていると確信している。

4.   日本の文化や価値観が持つかけがえのない特性が損なわれつつあるが、マス

コミや若者は、西洋風の文化や価値観で効果的に埋め合わせようとしている。 

5 .   父親不在が特に男性のロールモデルを必要とする息子に与える影響について

は、日本とは異なり、アメリカでは強く認識されている。

－10－



〔№　 6 〕 次の英文の中で述べられていることと一致するものとして、最も妥当な

のはどれか。

A few years ago, I hosted a meeting for Treasury Secretary Tim Geithner at 

Facebook.  We invited fifteen executives from across Silicon Valley for breakfast 

and a discussion about the economy.  Secretary Geithner arrived with four 

members of his staff, two senior and two more junior, and we all gathered in our 

one nice conference room.  After the usual milling around, I encouraged the 

attendees＊ to help themselves to the buffet＊ and take a seat.  Our invited guests, 

mostly men, grabbed plates and food and sat down at the large conference table.  

Secretary Geithner’s team, all women, took their food last and sat in chairs off to 

the side of room.  I motioned for the women to come sit at the table, waving 

them over so they would feel welcomed.  They demurred＊ and remained in their 

seats.

The four women had every right to be at this meeting, but because of their 

seating choice, they seemed like spectators rather than participants.  I knew I had 

to say something.  So after the meeting, I pulled them aside to talk.  I pointed out 

that they should have sat at the table even without an invitation, but when 

publicly welcomed, they most certainly should have joined.  At first, they seemed 

surprised, then they agreed.

It was a watershed＊ moment for me.  A moment when I witnessed how an 

internal barrier can alter women’s behavior.  A moment when I realized that in 

addition to facing institutional obstacles, women face a battle from within.

When I gave a TED＊ Talk on how women can succeed in the workforce, I told 

this story to illustrate how women hold themselves back, literally choosing to 

watch from the sidelines.  And yet as disappointed as I was that these women 

made that choice, I also deeply understood the insecurities＊ that drew them to 

the side of the room and kept them glued to those chairs.

（Sheryl Sandberg「Lean In」による）

－11－
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＊ attendee‥‥出席者　　＊ buffet‥‥ビュッフェ（立食）

＊ demur‥‥難色を示す　　＊ watershed‥‥転機

＊ TED‥‥世界的な講演会を主催する団体　　＊ insecurity‥‥自信のなさ

1.   私は、数年前に、15人のエグゼクティブを招き、財務長官に対して政治的要求

を伝えるための会議を主催した。

2.   財務長官は、4 人のスタッフを連れて来ていたが、全員が女性であり、大半が

男性であった他の招待客は驚いているようだった。

3.   4 人の女性は、全員が会議に参加することが正しいと考えていたが、私に指摘

されるまでは、歓迎されているとは思っていなかった。

4.   私は、女性の内なる障壁が、どれほど女性の行動を変えてしまうかを目の当た

りにした。

5.   私は、ＴＥＤ講演会で、文字どおり試合を外から見物しつつも、女性が仕事で

成功できる方法について話をした。

－12－



〔№　 7 〕 次の英文の中で述べられていることと一致するものとして、最も妥当な

のはどれか。

But professional sports is not only a source of civic identity.  It is also a 

business.  And these days the money in sports is driving out the community.  Of 

course, when fans go to the ballpark, they don’t go for the sake of a civic 

experience.  They go to see Ken Griffey Jr. hit the ball a long way or make a 

sparkling＊ catch in center field.  But what they experience at the game are two 

important features of democratic public life: One is a broad equality of condition; 

another is a sense of belonging to a particular place.  While box seats have 

always cost more than the bleachers＊, the ballpark is one of the few public places 

where CEOs sit side by side with mailroom clerks, where all eat the same soggy＊ 

hot dogs, where rich and poor alike get wet when it rains, where all hearts sink 

and soar with the fate of the home team.

Or so it was until recently.  Today, the allure＊ of greater profit is leading team 

owners to transform their games in ways that destroy the class-mixing habits and 

sense of place on which sports and democracy thrive.  The proliferation* of 

luxury skyboxes segregates＊ the upper crust＊ from the common folk in the 

stands below.  At the same time, owners are constantly relocating teams, or 

threatening to do so, if the home town is unwilling or unable to shell out huge 

public subsidies for stadiums.

　　　　　（Michael J. Sandel 

　　　　　　　　「Public Philosophy̶Essays on Morality in Politics」による）

＊ sparkling････光彩を放つ　　＊ bleacher････外野席　　

＊ soggy････ふやけた　　＊ allure････魅力　　＊ proliferation････急増

＊ segregate････隔離する　　＊ upper crust････上流社会

－13－

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。



1 .   プロスポーツは、 市民にとってアイデンティティーの源から、ビジネスその

ものへと変わってしまった。

2.   球場に足を運ぶファンは、皆条件が平等であることと、特定の場への帰属意

識というものを試合を通じて体験することができる。

3.   雨が降れば富める者も貧しい者も同じように濡れ、ホームチームの命運に心

を合わせて一喜一憂する球場のような公共の場は、他にも 1 つだけ存在する。

4.   スポーツチームのオーナーは、階級混在の伝統を守るため、様々な種類のス

カイボックスを多くの庶民に提供している。

5.   チームの本拠地の自治体が財政難でスタジアムに公的補助金を出せなくなっ

ても、今までの収益によりオーナーたちは本拠地を維持することができている。

－14－



〔№　 8 〕 次の英文の中で述べられていることと一致するものとして、最も妥当な

のはどれか。

The Hamadryad＊ helped her.  “You thought that they were natural enemies, 

that the lion could not meet a bird without eating it, nor the tiger the hare＊̶eh?”

Jane blushed＊ and nodded.

 “Ah̶you may be right.  It is possible.  But not on the Birthday,” said the 

Hamadryad.  “Tonight the small are free from the great and the great protect the 

small.  Even I̶ ̶” he paused and seemed to be thinking deeply, “even I can 

meet a Barnacle Goose＊ without any thought of dinner̶on this occasion.  And 

after all,” he went on, flicking his terrible little forked＊ tongue in and out as he 

spoke, “it may be that to eat and be eaten are the same thing in the end.  My 

wisdom tells me that this is probably so.  We are all made of the same stuff, 

remember, we of the Jungle, you of the City.  The same substance composes us̶

the tree overhead, the stone beneath us, the bird, the beast, the star̶we are all 

one, all moving to the same end.  Remember that when you no longer remember 

me, my child.” 

 “But how can tree be stone?  A bird is not me.  Jane is not a tiger,” said Michael 

stoutly＊.

 “You think not?” said the Hamadryad’s hissing voice.  “Look!” and he nodded his 

head towards the moving mass of creatures before them.  Birds and animals 

were now swaying together, closely encircling Mary Poppins, who was rocking＊ 

lightly from side to side.

（P. L. Travers「Mary Poppins」による）

＊ hamadryad････キングコブラ　　＊ hare････ノウサギ

＊ blush････顔を赤らめる　　＊ barnacle goose････カオジロガン　　

＊ forked････先が分かれた　　＊ stoutly････断固とした　　＊ rock････揺する

－15－

※ この問題は、著作権の関係により、掲載できません。



1 .   ジェインの考えでは、もともと敵どうしであっても、ライオンは必ずしも鳥

を食べるとは限らないということだった。

2.   今夜も、小さい生き物は大きい生き物におびえ、大きい生き物は小さい生き

物を食べてしまうという状態は変わらなかった。

3.   キングコブラは、晩ごはんにするためのカオジロガンを捕まえながら、細く

て先の分かれた恐ろしい舌をずっと出した状態で話を続けた。

4.   食べることと食べられることは同じことであり、同じ物質が我々を作り、全

て同じところに向かって動いていると、キングコブラが言った。

5.   鳥も動物も一緒に体を動かしながら、メアリー・ポピンズの後ろに、ぎっし

りと長い行列を作り行進をしていた。

－16－



〔№　 9 〕 ある証券会社の顧客200人に、株式、債券及び土地の保有の状況について

アンケート調査をしたところ、次のア～エのことが分かった。

ア　株式を保有している人のうち、債券も保有している人は21人であり、株式のみ

を保有している人は、15人よりも少なかった。

イ　債券を保有している人は53人であり、そのうち土地も保有している人は15人で

あった。

ウ　土地を保有している人は36人であり、そのうち株式も保有している人は26人で

あった。

エ　株式、債券及び土地の 3 つのうち、 1 つも保有していない人は、 3 つとも保有

している人の20倍の人数であった。

以上から判断して、株式、債券及び土地の 3 つを全て保有している人数として、

正しいのはどれか。

1.   ４

2 .   ５

3 .   ６

4 .   ７

5 .   ８

－17－



〔№　10〕 ある中古車販売店の販売員Ａ～Ｅの 5 人が昨年に販売した台数について

調べたところ、次のア～エのことが分かった。

ア　Ａ～Ｅの 5 人の販売台数は、それぞれ異なっており、その合計は299台であった。

イ　Ｂの販売台数は、Ａの販売台数より 2 台多く、Ｅの販売台数より 5 台多かった。

ウ　Ｃの販売台数は、ＢとＤの販売台数の計から、Ｅの販売台数を引いた台数より

2 台少なかった。

エ　Ｄの販売台数は、Ａ～Ｅの 5 人のうち 3 番目に多かった。

以上から判断して、Ａ～Ｅの 5 人のうち販売台数が最も多かった販売員の販売台

数として、正しいのはどれか。

1.   62台

2 .   63台

3 .   64台

4 .   65台

5 .   66台

－18－



〔№　11〕 当たりくじを５本含む13本のくじが入っている箱の中から 1 本ずつ 2 本

のくじを引くとき、初めに引いたくじを箱に戻す引き方で当たりくじを 1 本だけ引

く確率Ｐ₁と、初めに引いたくじを箱に戻さない引き方で当たりくじを 1 本だけ引

く確率Ｐ２との組合せとして、正しいのはどれか。

   Ｐ₁  Ｐ２

1 .   25
169  5

39

2 .   40
169  5

39

3 .   40
169  20

39

4 .   80
169  10

39

5 .   80
169  20

39

－19－



〔№　12〕 次に示す一連の図は、ある一定の決まりに従って、各図の上に表示して

いる数を表したものである。

この決まりに従って表された数による次の式の答えとして、正しいのはどれか。

ただし、＋は加算記号とする。

1 2 3 4 5

15031128

… … …

1 . 2 . 3 . 4 . 5 .

－20－



〔№　13〕 8 km離れた 2 地点Ａ、Ｂ間の同じ経路を、姉はスクーターで、妹は

ジョギングでそれぞれ走って一往復することになり、15時に妹が地点Ａを出発した。

その28分後に姉が地点Ａを出発し、地点Ｂの手前 2 kmの地点で妹を追い越した。

その後、復路を走る姉が、妹とすれ違う時刻として、正しいのはどれか。ただし、

姉は妹の 3 倍の速さで走り、姉妹が走る速さはそれぞれ一定であった。

1.   15時39分

2 .   15時49分

3 .   15時59分

4 .   16時09分

5 .   16時19分

－21－



〔№　14〕 面積が600cm2、対角線の長さが10 ─13cmの長方形を、 1 つの正方形

Ａと 2 つの長方形ＢとＣに切り分けたところ、長方形ＢとＣの短辺どうしの長さの

比が 1 ： 3 、長辺どうしの長さの比が 3 ： 4 であった。このとき、正方形Ａの一辺

の長さとして、正しいのはどれか。

1.    5 cm

2 .   20
3 cm

3 .   15
2 cm

4 .    15 cm

5 .    20 cm

－22－



〔№　15〕 　　　　　　　　　　　　 　左図のように、半径 5 aの円Ｏがあり、長

辺の長さ 5 a、短辺の長さ a の長方形が、一

方の長辺の両端で円Ｏに内接しながら円Ｏの

内側を 1 周するとき、長方形が通過する部分

の面積として、正しいのはどれか。ただし、

円周率はπとする。

1.   （ 21
4 ）πa2

2 .   （ 171
4 －20 ─3 ）πa2

3 .   （ 21
4 ＋ 5 ─3 ）πa2

4 .   （25－5 ─3 ）πa2

5 .   （ 171
4 ）πa2

5 a

5 a

O

a

－23－



〔№　16〕 　　　　　　　　　　　　 　左の計算式において、アルファベットには

それぞれ 0 ～ 7 の異なる数字が入る。この計

算式が成立するとき、Ｉに入る数字として、

正しいのはどれか。ただし、Ｌ＝ 7 とする。

1.   2

2 .   3

3 .   4

4 .   5

5 .   6

－24－



〔№　17〕 次の図から正しくいえるのはどれか。

1.   2009年から2011年までの各年についてみると、 4 商品の国内観光消費額の合

計に占める宿泊施設サービスの消費額の割合は、いずれの年も25％を下回って

いる。

2.   2010年から2012年までの各年についてみると、宿泊施設サービスの消費額に

対する旅客輸送サービスの消費額の比率は、いずれの年も0.8を下回っている。 

3 .   2010年における飲食供給サービスの消費額及び観光関連商品の消費額の合計

を100としたとき、2013年における飲食供給サービスの消費額及び観光関連商

品の消費額の合計の指数は140を上回っている。

4.   2011年から2013年までの 3 か年の国内観光消費額の 1 年当たりの平均を商品

別にみると、宿泊施設サービスの消費額は旅客輸送サービスの消費額の1.6倍

を上回っている。

5.   2012年における国内観光消費額の対前年増加率を商品別にみると、最も大き

いのは観光関連商品であり、最も小さいのは旅客輸送サービスである。 

0

200
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800

1 ,000

1 ,200

1 ,400
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1 ,800
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365

483

301

231
185

239

303

362 302 398
496

訪日外国人による4商品の国内観光消費額の推移

観光関連
商品

旅客輸送
サービス

飲食供給
サービス

宿泊施設
サービス
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〔№　18〕 次の図から正しくいえるのはどれか。

1.   2010年から2013年までのうち、ラクトアイスの販売物量が最も多いのは2010年

であり、最も少ないのは2012年である。

2.   2011年から2013年までのアイスミルクの販売物量についてみると、 3 か年の

1 年当たりの平均の販売物量は、2010年のアイスミルクの販売物量を下回って

いる。

3.   2011年から2013年までの各年についてみると、氷菓の販売物量は、いずれの

年も前年に比べて増加している。

4.   2012年のアイスクリームの販売物量を100としたとき、2014年のアイスクリー

ムの販売物量の指数は110を上回っている。

5.   2013年におけるアイスクリームの販売物量に対するラクトアイスの販売物量

の比率は、2011年におけるアイスクリームの販売物量に対するラクトアイスの

販売物量の比率を上回っている。

15

10

5

0

－5
2014201320122011年

アイスクリーム類及び氷菓の種類別の販売物量の対前年増加率の推移

（％）

ラクトアイス

アイスミルク

氷菓

アイスクリーム
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〔№　19〕 次の図から正しくいえるのはどれか。

　　（注）（　）内の数値は、牛肉の国別輸入量の合計（単位：トン）を示す。

1.   平成21年度におけるアメリカからの牛肉輸入量を100としたとき、23年度にお

けるアメリカからの牛肉輸入量の指数は160を上回っている。

2.   平成22年度についてみると、オーストラリアからの牛肉輸入量は、アメリカ

からの牛肉輸入量を280 ,000トン以上、上回っている。 

3 .   平成22年度から24年度までの 3 か年におけるニュージーランドからの牛肉輸

入量の累計は、90 ,000トンを下回っている。

4.   平成23年度から25年度までのうち、オーストラリアからの牛肉輸入量が最も

多いのは23年度であり、最も少ないのは24年度である。

5.   平成23年度から25年度までの 3 か年におけるその他からの 1 年当たりの平均

の牛肉輸入量は、28 ,000トンを下回っている。

0

20

40

60

80

100

25242322平成21年度

（％）

その他
ニュージーランド

オーストラリア

アメリカ

74 .8

4 . 0
6 . 5 5 . 7 6 . 2 5 . 35 . 7
5 . 4 5 . 5 6 . 7 5 . 3

（475 ,426） （511 ,675） （516 ,189） （505 ,720） （535 ,546）

15 .5

68 .8 64 . 8 61 . 1
51 . 8

19 . 3 24 . 0 26 . 0
37 . 6

我が国における牛肉の国別輸入量の構成比の推移
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〔№　20〕 次の図表から正しくいえるのはどれか。

1.   平成22年における豊水の卸売数量を100としたとき、25年における豊水の卸売

数量の指数は、80を下回っている。

2.   平成23年における幸水の卸売数量と二十世紀の卸売数量との差は、46 ,000ｔ

を上回っている。

3.   平成23年から25年までのうち、新高の卸売数量が最も多いのは23年であり、

最も少ないのは24年である。

4.   平成24年から26年までの 3 か年についてみると、二十世紀の１年当たりの平

均の卸売数量は、14 ,000ｔを下回っている。

5.   平成26年における幸水の卸売数量は、23年における幸水の卸売数量に比べて

増加している。

日本なし 4 品種の卸売数量の状況
品種別卸売数量（平成22年）　　　　　　　　　　　　　（単位：t）

品種名 幸水 豊水 二十世紀 新高

卸売数量 61 ,451 54 ,962 15 ,053 17 ,015

20

15

10

5

0

－5

－10

－15
262524平成23年

品種別卸売数量の対前年増加率の推移（％）

豊水

二十世紀

新高

幸水
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〔№　21〕 　　　　　　　　　　　　 　左図のように、正方形の折り紙を破線で切っ

てできた 4 つの紙片を、裏返すことなく、

移動、回転させて組み合わせた図形として、

妥当なのはどれか。

1 .

4 .

3 .

2 .

5 .

－29－



〔№　22〕 下図の点線を山にして折り組み立てたサイコロを、下面の目の数が 4 に

なるように平面上に置き、北へ 1 回、西へ 1 回、それぞれ90°ずつ回転させたとき

の下面の目の数は 1 であった。このサイコロを、そこから更に南へ 2 回、東へ 1 回、

それぞれ90°ずつ回転させたとき、上面にくる目の数として、正しいのはどれか。

1.   1

2 .   2

3 .   3

4 .   4

5 .   5

－30－



〔№　23〕 下図のように、直径 3 aの円の内側を直径 a の小円が滑ることなく回転

して 1 周するとき、この小円の円周上の点Ｐが描く軌跡として妥当なのはどれか。

a
3 a

P

1 . 2 .

3 .

4 . 5 .

－31－



〔№　24〕 下図に示す太い曲線は、一辺の長さ a のひし形が、一辺の長さ 3 aの正

三角形ＡＢＣの周りを、図の位置から右回りに滑ることなく矢印の方向に回転して

1 周したとき、ひし形中の点が描いた軌跡の一部である。ひし形中の点ア～オのう

ち、この軌跡を描いた点として、正しいのはどれか。

1.　ア

2.　イ

3.　ウ

4.　エ

5.　オ　　

3 a
ア

ウイ エ
60°

オ

A C

B

a

－32－



〔№　25〕 中国の歴史に関する記述として、妥当なのはどれか。

1.   紀元前16世紀頃までに、中国における初めての国家である秦
しん

が成立し、秦は

功臣に土地を与え諸侯として支配させる封建制をしいた。

2.   魏
ぎ

、蜀
しょく

、呉の三国が争う時代に、近隣諸国の君主が皇帝の徳を慕って貢物を

もって訪れる冊封体制が形成された。

3.   チンギス＝ハンが打ち立てたモンゴル帝国は、東アジアからヨーロッパ東部

までを含む広大な領域を支配し、交易の活発化につながる駅伝制を整備した。

4.   15世紀頃、宋の洪武帝は、貿易の拡大を目指して鄭
てい

和に南海遠征を命じ、鄭

和の艦隊はインド洋海域の国々に至った。

5.   17世紀に明が滅んだ後、漢民族が建てた清が成立し、清はモンゴル、新疆
きょう

、

チベット、台湾を藩部として、自治を認めた。

〔№　26〕 オセアニアに関する記述として、妥当なのはどれか。

1.   オセアニアは、オーストラリア大陸やメラネシアなどからなり、このうちメラネ

シアは、小さい島々という意味で、グアム島、ハワイ諸島、トンガ諸島が含まれる。

2.   オーストラリアでは、20世紀初頭から白人以外の移民を制限する政策がとられ

ており、アジアなどからの移民を引き続き厳しく制限している。

3.   オーストラリアの2013年における輸出相手国についてみると、輸出額が多い順

に、イギリス、日本、アメリカとなっている。

4.   ニュージーランドは、古期造山帯に属する北島と南島などからなり、草地が広

がる平野部が国土の大部分を占める。

5.   ニュージーランドは、温和な西岸海洋性気候であり、生産性の高い牧畜や酪農、

農業、林業が行われている。
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〔№　27〕 世界の建築物に関する記述として、妥当なのはどれか。

1.   ヴェルサイユ宮殿は、18世紀にプロイセンのフリードリヒ 2 世によってポツ

ダムに建造された宮殿であり、ロココ様式を代表する建築物である。

2.   サグラダ・ファミリアは、19世紀に建築家アントニ・ガウディが設計した聖

堂であり、着工後100年以上を経た現在もバルセロナで建造中である。

3.   ハギア・ソフィアは、 6 世紀にローマ帝国のコンスタンティヌス 1 世によっ

てローマに建造された宮殿であり、ビザンツ様式を代表する建築物である。

4.   法隆寺は、 8 世紀に聖武天皇によって京都に建造された寺院であり、五重塔

と金堂は現存する世界最古の木造建築物群として知られている。

5.   ボロブドゥールは、12世紀にパリに建造されたローマ・カトリック教会の大

聖堂で、ゴシック様式を代表する建築物である。

〔№　28〕 憲法に定める法の下の平等に関する記述として、妥当なのはどれか。

1.   法の下の平等とは、立法府の制定した法を執行し適用する行政権及び司法権

が国民を差別してはならない、という法適用の平等のみを意味するものである。

2.   刑法の尊属殺重罰規定については、親の尊重という立法目的自体が不合理で

あり、法の下の平等に反し違憲であるとの最高裁判所の判決を受け、平成 7 年

の改正で削除された。

3.   最高裁判所は、選挙犯罪の処刑者が一般の犯罪者と異なり、選挙権、被選挙

権を一時停止されることは、合理的な根拠がなく法の下の平等に反し違憲であ

るとした。

4.   最高裁判所は、男女の定年年齢に 5 歳の差を設けている就業規則は、合理的

理由があるとして、法の下の平等に反しないとした。

5.   最高裁判所は、嫡出子と非嫡出子との間で法定相続分に関し区別を設ける民

法の規定については合理的な根拠がなく、法の下の平等に反し違憲であるとした。
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〔№　29〕 地域的国際機関に関する記述として、妥当なのはどれか。

1.   ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）は、域内の経済・社会・文化的発展を目

的として発足したもので、アジア通貨危機の発生以降、加盟国は順次増加し、

現在は日本、中国及び韓国も加盟している。

2.  ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）は、西側諸国の軍事同盟として発足したが、

冷戦終結後は、ポーランドやハンガリーの加盟など東方拡大が進むとともに、

アフガニスタンやソマリア沖など域外で活動するようになった。

3.  ＯＡＳ（米州機構）は、域内の関税撤廃等を目的に発足した経済共同体で、

現在は、基軸通貨の統一や金融の自由化など加盟国間の自由貿易促進のための

中心的役割を果たしている。

4.   ＯＡＵ（アフリカ統一機構）は、アフリカの一層高度な政治的及び経済的統

合の実現に向けた取組強化のために、ＡＵ（アフリカ連合）が発展改組されて

発足したもので、本部はエジプトのカイロに置かれている。

5.  ＳＣＯ（上海協力機構）は、当初は中国と旧ソ連の国境地域や南シナ海の安

定確保を目的として発足したが、現在は、政治、経済、安全保障等の幅広い分

野で協議を行っており、事務局はロシアのモスクワに置かれている。

〔№　30〕 国際通貨制度に関する記述として、妥当なのはどれか。

1.   ブレトン・ウッズ体制の下では、ドルは一定量の金との交換を保証され、各

国の通貨はドルと変動相場制で結び付けられていた。

2.   アメリカのレーガン大統領が金・ドル交換の停止を突然発表した結果、外国

為替市場は混乱に陥り、固定相場制に移行し始めることになった。

3.   スミソニアン協定により、ドルの価値を切り上げて各国の通貨の平価調整を

行い、外国為替市場の混乱の収束を図った。

4.   キングストン合意により、金の公定価格が廃止され、固定相場制だけが各国

の為替制度とされた。

5.   プラザ合意により、日米欧の先進諸国が外国為替市場に協調介入した結果、

ドルの円やマルクに対する為替レートは急速に下落した。

－35－



〔№　31〕 下図のように、質量mの物体Ａと、質量 4 mの物体Ｂとを糸の両端につ

なぎ、物体Ａを固定した状態で滑車を介して物体Ｂを吊り下げておき、物体Ａの固

定を解いたときの物体Ｂの加速度の大きさとして正しいのはどれか。ただし、重力

加速度は g とし、糸は伸び縮みせず、摩擦抵抗、空気抵抗、滑車の質量及び糸の質

量は無視する。

1.   1
2 g

2 .   3
5 g

3 .   7
10 g

4 .   4
5 g

5 .   9
10 g

水平面

A B

滑車

30°
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〔№　32〕 下図のＡ～Ｃは、気体の捕集法を示したものである。それぞれの捕集法

に適する気体の組合せとして、妥当なのはどれか。

　　　　Ａ　　　　 Ｂ　　　　　　　 Ｃ

1.   アンモニア　　窒素　　　　　二酸化硫黄

2.   アンモニア　　二酸化炭素　　水素

3.   塩化水素　　　窒素　　　　　二酸化硫黄

4.   塩化水素　　　二酸化炭素　　酸素

5.   酸素　　　　　アンモニア　　水素

A B C

上方置換 下方置換 水上置換

気体
気体

気体 水
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〔№　33〕 細胞の代謝に関する次の文章の空欄ア～オに当てはまる語句の組合せと

して、妥当なのはどれか。

細胞の代謝の過程においては、物質の変化に伴ってエネルギーが移動する。エネ

ルギーの移動の仲立ちを行っているのは ア と呼ばれる物質である。

ア は、アデノシンに イ の ウ が結合している。生体内で

ア が分解され エ と ウ になるときには、多量のエネルギー

が放出され、このエネルギーは、物質の合成や発熱など、いろいろな生命活動に使

われる。 ア がつくられる反応では、エネルギーが吸収されて エ と

ウ が結合する。

ア は呼吸の過程のほかに、 オ の過程においても合成される。

  　ア　　　 イ　　　ウ　　　　 エ　　　 オ

1.   ＡＤＰ　　 2 つ　　核酸　　　ＡＴＰ　　消化

2.   ＡＤＰ　　 3 つ　　リン酸　　ＡＴＰ　　光合成

3.   ＡＴＰ　　 2 つ　　リン酸　　ＡＤＰ　　消化

4.   ＡＴＰ　　 3 つ　　核酸　　　ＡＤＰ　　消化

5.   ＡＴＰ　　 3 つ　　リン酸　　ＡＤＰ　　光合成
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〔№　34〕 温室効果に関する次の文章の空欄ア～エに当てはまる語句の組合せとし

て、妥当なのはどれか。

地表からの ア 放射のうち、直接宇宙空間へ出ていく量はわずかで、その

大部分は大気中の水蒸気、 イ 、メタン、オゾンなどの気体や、 ウ に

よって吸収される。 エ 放射として宇宙空間に放射されるエネルギーのほとん

どは、これら温室効果ガスや ウ からの ア 放射である。

温室効果ガスは、地表からの ア 放射とほぼ同じ量のエネルギーを下向き

にも ア 放射し、再び地表を暖める。これを温室効果という。 ウ は

水蒸気などと同じく温室効果をもたらすが、一方で太陽放射を反射して地表を冷や

す働きもする。

 　 ア　　　イ　　　　　 ウ　　 エ

1.   紫外　　窒素　　　　　海　　宇宙

2.   紫外　　窒素　　　　　雲　　地球

3.   紫外　　二酸化炭素　　雲　　宇宙

4.   赤外　　窒素　　　　　海　　宇宙

5.   赤外　　二酸化炭素　　雲　　地球
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〔№　35〕 昨年10月に厚生労働省が発表した「厚生労働白書」に関する記述として、

妥当なのはどれか。

1.   我が国の人口減少の見通しとして、2060年には、総人口が 1 億人を割り込み、

65歳以上の人口割合は約25％になる見込みであるとしている。

2.  我が国の合計特殊出生率は、2014年に過去最低の1.26となったが、出生数は、

2011年以降、増加に転じているとしている。

3.  15歳以下の子供がいる人のうち、子育てをしていて負担・不安に思うことがあ

る人の割合は、女性では男性より1 割程度多い 8 割弱に上ったとしている。

4.   若者世代が出産・子育てに、より前向きになれるために必要なこととして、「祖

父母からの育児の支援が得られること」を挙げた人が最も多かったとしている。

5.  人口減少克服のために必要となる具体的施策の方向性として、ゆとりある教育

の実現と健全育成を推進することが求められるとしている。

〔№　36〕 各国・地域で最近行われた選挙に関する記述として、妥当なのはどれか。

1.   昨年 9 月に行われたギリシャの総選挙では、チプラスが率いる新民主主義党が

第 1 党となり、同党は単独で過半数を超え、同国では財政の反緊縮策が維持され

ることとなった。

2.   昨年11月に行われたトルコの総選挙では、野党で世俗派の共和人民党（ＣＨＰ）

が、与党でイスラム保守の公正発展党（ＡＫＰ）の議席数を上回り、ＣＨＰのエ

ルドアンが首相に就任した。

3.   昨年11月に行われたミャンマーの総選挙では、アウン・サン・スー・チーが率

いる野党の国民民主連盟（ＮＬＤ）が国会の民選議員の改選議席の3 分の 2 以上を

獲得し、ＮＬＤは国会の非改選の軍人の議員の枠を含む全議席の過半数を占めた。

4.   昨年12月に行われたフランスの広域自治体である地域圏の議会選挙では、ルペン

が率いる国民戦線（ＦＮ）が13の選挙区のうち 6 つで最終的に第 1 党となり、

ＦＮは、地域の行政も担う首長に当たる地域圏の議長の座を初めて獲得した。

5.   本年 1 月に行われた台湾における選挙のうち、立法院選挙では中国国民党が引

き続き第 1 党となったが、総統選挙では野党の民主進歩党の蔡
さい

英文が当選し、約

4 年間続いた中国国民党政権からの政権交代が決まった。
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〔№　37〕 海外で暮らす被爆者に対し、被爆者援護法に基づき医療費の全額支給が

認められるかが争われた事件について、昨年 9 月に最高裁判所が言い渡した判決に

関する記述として、妥当なのはどれか。

1.   第二審の大阪高等裁判所の判決では、被爆者援護法を在外被爆者に適用しな

いと限定解釈することは合理性があるとして、医療費の全額支給を認めなかった。

2.  最高裁判所は、在外被爆者が日本国外で医療を受けた場合も医療費の全額支

給が適用されると判決したが、これは 5 人の裁判官のうち 3 人の多数意見であ

り、他の 2 人は国外では医療制度が異なるから対象外とする反対意見を述べた。

3.  判決を受け、厚生労働省は、訴訟を起こしていない人も含め 4 千人以上いる

とされる在外被爆者全員に医療費を支払う方針を決めた。 

4 .   厚生労働省は、本判決が出るまでは被爆者援護法とは別に在外被爆者への医

療費助成事業を行ったことはなく、判決を受けて初めて在外被爆者の被爆者援

護法の適用に向けて制度整備を行うことになった。

5.  広島及び長崎の地方裁判所における同じ種類の訴訟の判決では、在外被爆者

は医療のために来日することは難しく、医療費を全額支給しないことは法の趣

旨に反するとした。

〔№　38〕 昨年 9 月に改正された労働者派遣法の改正内容に関する記述として、妥

当なのはどれか。

1.   改正前は、特定労働者派遣事業は届出制、一般労働者派遣事業は許可制となっ

ていたが、その区別を廃止し、全ての労働者派遣事業を許可制とした。

2.   派遣労働者に対する教育訓練、希望者への職業生活の設計に関する相談の機

会の確保について、派遣先に義務付けるとした。

3.   派遣可能期間を延長することについて、派遣先が当該事業所の過半数労働組

合等から意見聴取を行う手続は、改正前と同様に盛り込まれなかった。

4.   派遣先の同一の組織単位における同一の派遣労働者の受入れは、 3 年を上限

とするとしたが、専門業務等のいわゆる26業務は期間の制限を廃止するとした。

5.   同一の組織単位に 3 年間派遣される派遣労働者に対し、派遣先は、雇用を継

続するための措置をするよう努めなければならないとした。
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〔№　39〕 昨年 9 月に改正された航空法の改正内容に関する記述として、妥当なの

はどれか。

1.   同法で定める無人航空機とは、飛行機、回転翼航空機等であって人が乗るこ

とができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができ

るものとし、機体の重量の制限を設けず、おもちゃも含むとした。

2.   空港周辺及び人口集中地区等、国土交通省が定める空域を無人航空機の原則

飛行禁止空域とし、国土交通大臣が許可した場合は飛行させることができると

した。

3.   無人航空機の飛行方法について、祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上

空で飛行させないこと、爆発物など危険物を輸送しないことを定めているが、

飛行可能な時間帯については制限しないとした。

4.   無人航空機の飛行禁止空域及び飛行方法について、事故又は災害時の捜索、

救助活動のために無人航空機を飛行させる場合も、原則適用するとした。

5.   無人航空機による犯罪や事故を防ぐため、機体の登録制度及び整備方法、機

体操縦の免許制度についても明記された。
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〔№　40〕 昨年12月に政府が決定した平成28年度税制改正の大綱に関する記述とし

て、妥当なのはどれか。

1.   女性の就労促進を図るため、専業主婦世帯の所得税と個人住民税を軽減する

配偶者控除を見直し、妻の年収にかかわらず一定額を夫の収入から差し引く夫

婦控除の仕組みが平成29年度から導入されることになった。

2.   法人税の税率引下げなどにより法人実効税率を平成28年度から30％未満に引

き下げるとともに、赤字企業も負担する法人事業税の外形標準課税の拡大など

を行うことになった。

3.   地域間の税源偏在を是正するため、法人事業税の一部を地方法人特別税の名

称で国税として徴収し、都道府県に再分配する仕組みが平成29年度から導入さ

れることになった。 

4 .   消費税の軽減税率制度については、外食を含む飲食料品、新聞及び書籍・雑

誌を対象品目とすることが示され、平成29年度からの消費税率の引上げと同時

に導入されることになった。

5.   類似する酒類間の税負担の公平性を図る観点から、ビールや発泡酒などビー

ル類に属する酒類間の税率格差について、平成28年度から段階的に税率格差を

縮小・解消していくことになった。
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