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ウイネット社会福祉士模擬試験 国家試験との的中問題一覧
○的中問題（午前問題）
No
1
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第 32 回社会福祉士国家試験（2020 年 2 月実施）

問題 2 選択肢 1

問題 3 選択肢 5

十二指腸では，胆嚢からの胆汁を運ぶ総胆管と膵

胆汁は，胆のうで作られる。

臓からの膵液を運ぶ膵管とが合流して いる。

（正解は×）

（正解は○）
2

問題 4 選択肢 2

問題 2 選択肢 3

高齢者の脱水は，水分摂取量の減少により起こ

1 日の水分摂取量は，若年者より多い。

る。

（正解は×）
（正解は×）

3

問題 13 選択肢 1 ※アパシーの記述

問題 12 選択肢 4

対処できない不快な刺激が続き，新しい環境で適

アパシーとは，ストレス状態が続いても，それに

切な回避反応を学習することが困難となること

対処できている状態のことである。

をバーンアウトという。

（正解は×）
（正解は×）

4

問題 13 選択肢 3 ※コーピングの記述

問題 12 選択肢 1

ストレスを脅威と感じたときの意識的な水準の

コーピングとは，ストレスの原因となる出来事の

対処過程を防衛機制（適応機制）という。

ことである。

（正解は×）
5

（正解は×）

問題 13 選択肢 5

問題 12 選択肢 4

極度の身体疲労と感情の枯渇を示す症候群をア

アパシーとは，ストレス状態が続いても，それに

パシーという。

対処できている状態のことである。
（正解は×）

6

（正解は×）

問題 13 選択肢 5 ※バーンアウトの記述

問題 13 選択肢 2

極度の身体疲労と感情の枯渇を示す症候群をア

バーンアウトの症状に関する問題

パシーという。

人を人と思わなくなる気持ちが生じる。
（正解は×）

7

（正解は○）

問題 23 選択肢 3

問題 24 選択肢 5

一番ヶ瀬康子は，社会福祉を 2 つの側面から規定

一番ヶ瀬康子は，政策論より援助技術論を重視す

可能なものとして，目的概念としての福祉と実態

べきだと論じた。

概念としての福祉に区分した。

（正解は×）
（正解は○）

1
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問題 23 選択肢 5

問題 24 選択肢 4

孝橋正一は，社会福祉の補充性を，並立的補充性， 孝橋正一は，社会福祉の固有の機能を，個人とそ
補足的補充性，代替的補充性の 3 通りに類型化

れを取り巻く環境との間の不均衡を調整し，環境

した。

への適応を促すことと論じた。
（正解は×）

9

問題 35 選択肢 3

（正解は×）
問題 37 選択肢 3

関係行政庁の職員は，市町村社会福祉協議会及び 役員の総数の 3 分の 1 を関係行政庁の職員で構成
地区社会福祉協議会の役員となることができな しなければならない。
い。

（正解は×）
（正解は×）

10

問題 37 選択肢 1

問題 69 選択肢 3

民生委員は，都道府県知事の推薦によって，厚生 民生委員は，地域の低所得者を発見し，福祉事務
労働大臣がこれを委嘱する。

所につなぐために市長から委嘱され，社会奉仕の
（正解は○） 精神で住民の相談に応じる者である。
（正解は×）

11

問題 37 選択肢 2

問題 38 選択肢 5

民生委員は，その職務について，市町村長の指揮 民生委員は，その職務に関して市町村長の指揮監
監督を受ける。

督を受ける。
（正解は×）

12

問題 37 選択肢 4

（正解は×）
問題 38 選択肢 3

民生委員協議会が，民生委員の職務に関して必要 民生委員協議会は，民生委員の職務上必要がある
と認める意見を関係各庁に具申することは認めら ときに関係各庁に意見することができる。
れていない。

（正解は○）
（正解は×）

13

問題 43 選択肢 3

問題 139 選択肢 2

母子健康包括支援センターの事業の中に，母性並

母子健康包括支援センター（子育て世代包括支援

びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関す

センター）の業務に関する設問

る支援に必要な実情の把握を行うことが含まれ

妊娠・出産・子育てに関する妊産婦等からの相談

ている。

に応ずるとともに，必要に応じ，支援プランを策
（正解は○）

定する。
（正解は○）

14

問題 45 選択肢 3

問題 44 選択肢 2

「平成 31 年版地方財政白書」において，平成 29 都道府県の目的別歳出では，生活保護費の割合が
年度の都道府県の目的別歳出決算額の構成比をみ 最も高い。
た場合，最も大きな割合を占めているもの

（正解は×）

教育費
（正解は○）

2
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問題 47 選択肢 4

問題 48 選択肢 4

福祉計画の策定に際して，相互の計画において整 第 7 期介護保険事業計画(2018 年度(平成 30 年度)
合性の確保が図られたものとして作成することが 開始)に関する設問
法律で規定されているものを１つ

「基本指針」において，医療法に規定される医療

都道府県介護保険事業支援計画と医療計画

計画との整合性を確保することの重要性が明記さ

（正解は○） れた。
（正解は○）
16

問題 48 ※評価を行うことを前提とした問題

問題 46 選択肢 2

介護保険事業計画の評価手順に関する設問

計画の実績について評価を行うと明記されている

（正解は－） もの１つ
市町村介護保険事業計画
（正解は○）
17

問題 51 選択肢 1

問題 50 選択肢 1

2016 年度（平成 28 年度）の社会支出の総額と

2016 年度(平成 28 年度)の社会保障給付費は，150

社会保障給付費の総額とでは，社会保障給付費の

億円を超過した。

総額の方が多い。

（正解は×）

解説：2016 年度（平成 28 年度）の（～中略～）
社会保障給付費の総額は 116 兆 9,027 億円となっ
ていることから，社会支出の総額の方が多い。
（正解は×）
18

問題 51 選択肢 3

問題 50 選択肢 2

2016 年度（平成 28 年度）の社会保障給付費を

2016 年度(平成 28 年度)の社会保障給付費を部門

部門別にみると，
「年金」は「医療」の 2 倍以上

別(「医療」
，「年金」
，「福祉その他」)にみると，

多くなっている。

「福祉その他」の割合は 1 割に満たない。

解説：2016 年度（平成 28 年度）の社会保障給

（正解は×）

付費を部門別にみると，
（～中略～）
「福祉その他」
が 24 兆 1,291 億円（20.6％）となっており，
「年
金」は「医療」の 1.4 倍多くなっている。
（正解は×）
19

問題 51 選択肢 4

問題 50 選択肢 3

2016 年度（平成 28 年度）の社会保障給付費を

2016 年度(平成 28 年度)の社会保障給付費を機能

機能別にみると，
「高齢」が最も多く，次に多い

別(「高齢」，
「保健医療」
，
「家族」，
「失業」など)

のは「家族」である。

にみると，
「家族」の割合は 1 割に満たない。

解説：2016 年度（平成 28 年度）の社会保障給
付費を機能別にみると，
（～中略～）
「家族」は
5.9％で 3 番目に多くなっている。
（正解は×）

3

（正解は○）
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問題 51 選択肢 5

問題 50 選択肢 4

2016 年度（平成 28 年度）の社会保障財源の項目

2016 年度(平成 28 年度)の社会保障財源における

別割合をみると，
「社会保険料」が 5 割以上を占

公費負担の割合は，社会保険料よりも大きい。

めている。

（正解は×）
（正解は○）

21

問題 55 選択肢 2

問題 53 選択肢 1

後期高齢者医療制度の被保険者は，健康保険等各

後期高齢者医療制度には，75 歳以上の全国民が加

医療保険制度の被保険者・被扶養者から除外され

入する。

る。

（正解は×）
（正解は○）

22

問題 55 選択肢 3

問題 53 選択肢 3

国民健康保険の財政運営の責任主体は，市町村で 都道府県は，当該都道府県内の市町村とともに国
ある。

民健康保険を行う。
（正解は×）

23

（正解は○）

問題 56 選択肢 4

問題 56 選択肢 2

日常生活上の支援として福祉サービスをどの程

「障害者手帳所持者等」(65 歳未満)で，
「障害者

度利用したいかをみると，65 歳未満では「毎日」 総合支援法」に基づく福祉サービスを利用してい
と答えた者の割合が最も高くなっている。

る者は半数を超えている。

（正解は×）
24

（正解は×）

問題 57 選択肢 3

問題 57 選択肢 3

1995 年（平成 7 年）に改正された精神保健及び

1995 年（平成 7 年）に精神保健法が精神保健及

精神障害者福祉に関する法律によって，精神障害

び精神障害者福祉に関する法律に改正され，保護

者保健福祉手帳交付制度が導入された。

者制度が廃止された。

（正解は○）
25

（正解は×）

問題 58 選択肢 1

問題 58 選択肢 5

就労定着支援

就労定着支援
（正解は○）

26

問題 62 選択肢 3

（正解は×）
問題 144 選択肢 1

民間企業及び国・地方公共団体の法定雇用率は， 民間企業の法定雇用率は，
2018 年度(平成 30 年度)
平成 30 年 4 月 1 日から 2.5％となった。

から 3.0%になっている。

（正解は×）
27

（正解は×）

問題 64 選択肢 5

問題 64 選択肢 2

保護は，世帯を単位としてその要否及び程度を定

保護は，世帯を単位としてその要否及び程度を定

めるものとしている。

めるものとする。
（正解は○）

28

（正解は○）

問題 66 選択肢 4

問題 65 選択肢 3

介護扶助に関する問題

住宅扶助は，家賃等のほか，補修その他住宅の維

家賃は，支給対象に含まれる。

持に必要なものを給付する。
（正解は×）

4

（正解は○）
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問題 69 選択肢 5

問題 69 選択肢 4

無料低額宿泊所に関する問題

住宅を喪失した人への支援策として，無料低額宿

運営主体は，国又は地方公共団体に限られてい

泊所は全ての市町村が設置しなければならない。

る。

（正解は×）
（正解は×）

30

問題 70 選択肢 3

問題 70 選択肢 1

食事や居住費，希望によってサービスを受ける「差 食費，居住費，差額ベッド代は高額療養費制度の
額ベッド代」や「先進医療にかかる費用」なども 支給の対象とはならない。
高額療養費の支給の対象となる。

（正解は○）
（正解は×）

31

問題 70 選択肢 5

問題 70 選択肢 3

高額介護合算療養費制度とは，医療保険と介護保

医療保険加入者が医療保険と介護保険を共に利

険における１年間の自己負担の合算額が高額な

用した場合,それらの費用を世帯で合算した月額

場合に，さらに負担を軽減する制度である。

の自己負担限度額が定められている。

（正解は○）
32

（正解は×）

問題 75 選択肢 5 ※解説にも記載

問題 7 選択肢 5

言語聴覚士は，両眼視機能の回復のための矯正訓

リハビリテーションを担う職種には，言語聴覚士

練を行う。

は含まれない。

解説：理学療法士，作業療法士，言語聴覚士とい

（正解は×）

ったリハビリテーション 分野の専門職が～
（正解は×）
33

問題 76 選択肢 3

問題 127 選択肢 4

生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死も検

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロ

討すべきだと判断した。

セスに関するガイドライン」
（2018 年（平成 30 年）
（正解は×）

改訂（厚生労働省）
）では，本人の意思による積
極的安楽死についての決定プロセスが規定され
た。
（正解は×）

※その他テーマ類似問題
ウイネット模擬試験

第 32 回国家試験

類似テーマ

問題 3

問題 4

国際生活機能分類（ＩＣＦ）

問題 7

問題 7

リハビリテーション

問題 14

問題 14

心理療法

問題 65

問題 68

生活保護の申請

問題 73

問題 71

医療施設

問題 81

問題 80

成年後見制度

問題 82

問題 82

日常生活自立支援事業

5

○的中問題（午後問題）
No
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問題 84 選択肢 5

問題 85 選択肢 1

統計調査によって集められた情報は，たとえ公益

調査票情報の利用制度が変わり，目的を問わず誰

に資するために使用される場合であっても，二次

でも二次利用できるようになった。

的に利用することはできない。

(正解は×)
(正解は×)

2

問題 87 選択肢 2

問題 87 選択肢 1

名義尺度は，数値の間隔が程度の差を表してお

名義尺度は，代表値を求めることはできない。

り，平均値や中央値を求めることができる。

(正解は×)

(正解は×)
3

問題 87 選択肢 3

問題 87 選択肢 3

間隔尺度は，順序には意味があるが，その間隔に

間隔尺度は，測定値の間隔を数量的に表現できな

は意味がない数値を割り当てたものである。

い。

(正解は×)
4

(正解は×)

問題 87 選択肢 4

問題 87 選択肢 4

原点 0 が存在する比例尺度は，加減乗除すべての

比例尺度は，数値の間隔が等しいだけでなく数値

計算が可能である。

の比も意味を持つ。
(正解は○)

5

(正解は○)

問題 87 選択肢 2

問題 87 選択肢 5

名義尺度は，数値の間隔が程度の差を表してお

名義尺度，順序尺度，間隔尺度，比例尺度は，い

り，平均値や中央値を求めることができる。

ずれも標準偏差を計算することに数量的な意味

(正解は×)

がある。
(正解は×)

6

問題 87 選択肢 3

問題 87 選択肢 5

間隔尺度は，順序には意味があるが，その間隔に

名義尺度，順序尺度，間隔尺度，比例尺度は，い

は意味がない数値を割り当てたものである。

ずれも標準偏差を計算することに数量的な意味

(正解は×)

がある。
(正解は×)

7

問題 87 選択肢 4

問題 87 選択肢 5

原点 0 が存在する比例尺度は，加減乗除すべての

名義尺度，順序尺度，間隔尺度，比例尺度は，い

計算が可能である。

ずれも標準偏差を計算することに数量的な意味
(正解は○)

がある。
(正解は×)

6
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問題 90 選択肢 4

問題 90 選択肢 2

アフターコーディングとは，録音された言語デー

プリコーディングとは，自由記述や事前に数値化

タ（インタビューの内容）を文字データに変換す

が困難な回答に対して，調査者が後からコードの

る作業（文字起こし）である。

割当てをすることをいう。

解説：アフターコーディングとは，自由記述や事

(正解は×)

前に数値化が困難な回答に対して，調査者が後か
らコードを割り当てる方法である。
(正解は×)
9

問題 91 選択肢 1

問題 91 選択肢 1

月 1 回は，資格の向上を図るため，所定の研修を

資質向上の責務として，相談援助に関わる後継者

受講しなければならない。

の育成を行わなければならない。

解説：～資質向上の責務は設けられている～

(正解は×)

(正解は×)
10

問題 91 選択肢 2

問題 91 選択肢 5

誠意をもって，利用者を取捨選択し，誠実に業務

誠実義務として，個人の尊厳を保持し，常にその

を行わなければならない。

者の立場に立って，誠実にその業務を行わなけれ

解説：～その相当する者が個人の尊厳を保持し， ばならない。
自立した日常生活を営むことができるよう，常に

(正解は○)

その者の立場に立って，誠実にその業務を行わな
ければならない～
(正解は×)
11

問題 91 選択肢 3

問題 91 選択肢 4

福祉サービス関係者等と連携を保たれなければ

連携保持の責務は，業務内容の変化に対応するた

ならない。

め，知識と技能の向上に努めなければならない。
(正解は○)

12

(正解は×)

問題 91 選択肢 5

問題 91 選択肢 2

秘密保持義務は，社会福祉士でなくなった後も適

秘密保持義務として，その業務に関して知り得た

用される。

人の秘密は，いかなる理由があっても開示しては

解説：～正当な理由がなく，その業務に関して知

ならない。

り得た人の秘密を漏らしてはならない～

(正解は×)

(正解は○)
13

問題 92 選択肢 1

問題 92 選択肢 3

ソーシャルワークのグローバル定義に関する設

ソーシャルワークのグローバル定義に関する設

問

問

ソーシャルワークは，複数の学問分野をまたぐも

ソーシャルワークの基盤となる知は，単一の学問

のではなく，独立された専門的分野であるとして

分野に依拠する。

いる。

(正解は×)
(正解は×)

7

No
14

ウイネット 2019 年度社会福祉士模擬試験

第 32 回社会福祉士国家試験（2020 年 2 月実施）

問題 93 選択肢 1

問題 32 選択肢 4

岡村重夫は，ドイツのエルバーフェルト制度をも 方面委員制度は，岡山県で発足した済世顧問制度
とに方面委員制度を考案した。

を始まりとし，後に方面委員令により全国的な制
（正解は×） 度として普及した。
（正解は○）

15

問題 96 選択肢 1

問題 96 選択肢 4

信用失墜行為の禁止と，利用者との関係

クライエントとの信頼関係と，信用失墜行為の禁

（正解は○） 止
（正解は×）
16

問題 96 選択肢 2

問題 96 選択肢 5

秘密保持義務と，記録の開示

守秘義務と，制度や法令遵守に対する責任
（正解は×）

17

（正解は×）

問題 103 選択肢 5

問題 103 選択肢 4

インテーク段階に関する設問

インテークとは，支援の成果を評価し，その状

クライエントが抱えている問題が解決し，支援の

況によっては終結へと進む段階である。

終結についてクライエントと話合いをする。

(正解は×)

(正解は×)
18

問題 107 選択肢 5

問題 108 選択肢 5

クローズドクエスチョン（閉じられた質問）は， 閉じられた質問によって，クライエントに自由な
主訴を把握することなどを目的に，クライエント

語りを促す。

の自由な答えを引き出すための質問方法である。

(正解は×)

(正解は×)
19

問題 119

選択肢 1

問題 119

選択肢 3

解散した社会福祉法人の残余財産は，すべて国庫

社会福祉法人が解散した際の残余財産は，設立時

に帰属する。

の寄付者に帰属する。
(正解は×)

20

問題 119

選択肢 3

(正解は×)
問題 119

選択肢 1

社会福祉法人は，社会福祉事業に支障がなくて

社会福祉法人が行える事業は，社会福祉事業と公

も，収益事業を行ってはならない。

益事業に限定される。
(正解は×)

21

問題 122

選択肢 2

(正解は×)
問題 121

選択肢 2

集団浅慮とは，集団で考えるとかえって深く考

集団浅慮とは，集団が外部からの圧力により長期

えずに決定がなされてしまうような現象をい

的視野に立つ戦略的な意思決定が起きる現象で

う。

ある。
(正解は○)

22

問題 122

選択肢 4

(正解は×)
問題 121

選択肢 4

集団凝集性とは，集団の結束力のことをいい，集

集団の凝集性が高まると，メンバー間の親近感が

団内の団結の度合いが高まっている状況ではコ

強まるとともにリスクに対する警戒感が強まり，

ンフリクトは発生しない。

意思決定は堅実なものになる。
(正解は×)
8

(正解は×)
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選択肢 1

問題 125

選択肢 5

貸借対照表は，左側（借方）が財産を形成するた

賃貸対照表は，バランスシートと呼ばれるよう

めに用いた財源で，右側（貸方）が財産の中身と

に，負債及び純資産の部合計と資産の部合計の金

いう構成になっている。

額は一致する。
(正解は×)

24

問題 123

選択肢 5

(正解は○)
問題 125

選択肢 4

事業活動計算書とは，会計年度における事業活動

事業活動計算書とは，一時点のストックを表すも

の成果を把握し，利益・損失の変動である事業活

のである。

動による収支の増減を明らかにすることを目的

(正解は×)

として作成される。
(正解は○)
25

問題 127 選択肢 2

問題 134 選択肢 4

介護人材について，現行の「富士山型」から「ま

「2025 年に向けた介護人材の確保」によると，介

んじゅう型」への構造転換を図ることが必要であ

護人材の構造転換を図るために，専門性の高い人

るとしている。

材を活用する「富士山型」の方策から，基礎的な
（正解は×）

知識を有する人材を活用する「まんじゅう型」の
方策へと転換を図る必要性が示されている。
（正解は×）

26

問題 135 解説(リード文)

問題 77 選択肢 5

成年後見制度を利用する場合には，本人や四親等

成年後見開始審判の申立てにおいて，申立権者に

内の親族などによる申立てによって審判請求を

含まれない者に関する問題

することが基本である。

本人のいとこの配偶者
（正解は○）

27

問題 135 選択肢 5

問題 80 選択肢 2

老人福祉法に基づく，市町村長による審判請求の

財産上の利益を不当に得る目的での取引の被害

申立てを検討する。

を受けるおそれのある高齢者について，被害を防
（正解は○）

止するため，市町村長はその高齢者のために後見
開始の審判の請求をすることができる。
（正解は○）

28

問題 140 選択肢 4

問題 139 選択肢 2

母子健康包括支援センター（子育て世代包括支援

母子健康包括支援センター（子育て世代包括支援

センター）

センター）の業務に関する設問

解説：母性並びに乳幼児の健康の保持増進のため

妊娠・出産・子育てに関する妊産婦等からの相談

に，母子保健に関する各種の相談，保健指導，保

に応ずるとともに，必要に応じ，支援プランを策

健医療又は福祉機関との連絡調整等の包括的な

定する。

支援を行う施設である。

（正解は○）
（正解は○）

9

No
29

ウイネット 2019 年度社会福祉士模擬試験

第 32 回社会福祉士国家試験（2020 年 2 月実施）

問題 142 選択肢 1

問題 142 選択肢 1

児童相談所を設置できるのは，都道府県と指定都

都道府県及び政令指定都市・中核市は，児童相談

市だけである。

所を設置しなければならない。
（正解は×）

30

（正解は×）

問題 142 選択肢 4

問題 142 選択肢 2

児童相談所長が児童の一時保護を行うときに保

児童相談所長が行う一時保護は，保護者の同意な

護者の同意が得られない場合は，家庭裁判所の承

く 1 か月を超えてはならない。

認を得る必要がある。

（正解は×）
（正解は×）

31

問題 142 選択肢 2

問題 142 選択肢 3

児童相談所長が児童の一時保護を行うときに保

児童相談所長は，児童本人の意に反して一時保護

護者の同意が得られない場合は，家庭裁判所の承

を行うことはできない。

認を得る必要がある。

（正解は×）
（正解は×）

32

問題 143 選択肢 1

問題 144 選択肢 4

障害者雇用納付金制度の対象は，常時雇用してい

法定雇用率未達成の企業は，企業規模にかかわら

る労働者数が 200 人以上の事業主である。

ず障害者雇用納付金が徴収される。

（正解は×）
33

（正解は×）

問題 147 選択肢 4

問題 148

※選択肢 2 更生緊急保護の対象

刑期を満了して刑務所から釈放された者は，更生

対象となる者に仮釈放中のものを含む。

緊急保護の対象である。

（正解は×）
（正解は×）

34

問題 148 選択肢 5

問題 149 選択肢 1

犯罪予防活動は，保護観察官の職務ではない。

保護司の職務に，犯罪予防を図るための啓発及び

（正解は○）

宣伝の活動は含まれない。
（正解は×）

※その他テーマ類似問題
ウイネット模擬試験
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類似テーマ

問題 95

問題 94

アドボガシー

問題 112

問題 114

グループワーク

問題 113

問題 116

スーパービジョン

以上
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