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これでもか計画 

Ⓒ2022sakurakosensei 転載・転売禁止 

＜問題＞ 

 問  題 〇・× 

1 「社会福祉法」において、市町村は、市町村地域福祉計画を策定しなければなら

ない。 

 

2 「社会福祉法」において、都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定するこ

とができる。 

 

3 「社会福祉法」において、市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し

なければならない。 

 

4 「老人福祉法」において、市町村は、市町村老人福祉計画を定めなければならな

い。 

 

5 「老人福祉法」において、都道府県は、都道府県老人福祉計画を定めるよう努め

る。 

 

6 「介護保険法」において、市町村は、５年をⅠ期として、市町村介護保険事業計

画を定めるものとする。 

 

7 「介護保険法」において、都道府県は、3 年をⅠ期として、都道府県介護保険事

業支援計画を定めることができる。 

 

8 「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」において、市

町村は、市町村計画を作成するよう努める。 

 

9 「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」において、都

道府県は、都道府県計画を作成しなければならない。 

 

10 「障害者基本法」において、国は、障害者基本計画を策定しなければならない。  

11 「障害者基本法」において、市町村は、市町村障害者計画を策定するよう努める。  

12 「障害者基本法」において、都道府県は、都道府県障害者計画を策定できる。  

13 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」において、市

町村は、市町村障害福祉計画を定めなければならない。 

 

14 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」において、都

道府県は、都道府県障害福祉計画を定めるよう努める。 

 

15 「児童福祉法」において、市町村は、市町村障害児福祉計画を定めるよう努める。  

16 「児童福祉法」において、都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定めなければ

ならない。 

 

17 「児童福祉法」において、市町村は、市町村整備計画を作成しなければならない。  

18 「次世代育成支援対策推進法」において、市町村は、３年をⅠ期として、市町村

行動計画を策定することができる。 

 



2 

 

 

19 「次世代育成支援対策推進法」において、都道府県は、３年をⅠ期として、都道

府県行動計画を策定することができる。 

 

20 「次世代育成支援対策推進法」において、常時雇用する労働者の数が 101 人を

超える一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣にその旨を届

け出なければならない。 

 

21 「次世代育成支援対策推進法」において、特定事業主（国及び地方公共団体 

の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの）は、特定事業主行動

計画を策定しなければならない。 

 

22 「子ども・子育て支援法」において、市町村は、３年をⅠ期として、市町村子ど

も・子育て支援事業計画を定めるものとする。 

 

23 「子ども・子育て支援法」において、都道府県は、5 年をⅠ期として、都道府県

子ども・子育て支援事業支援計画を定めるよう努める。 

 

24 「子ども・若者育成支援推進法」において、都道府県は、都道府県子ども・若者

計画を作成するものとする。 

 

25 「子ども・若者育成支援推進法」において、市町村は、市町村子ども・若者計画

を作成しなければならない。 

 

26 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」において、都道府県は、都道府県計画 

を定めるものとする。 

 

27 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」において、市町村は、市町村計画を定

めなければならない。 

 

28 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」において、常時雇用する労

働者の数が 300 人を超える一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、厚生労

働大臣に届け出なければならない。 

 

29 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」において、特定事業主は、

特定事業主行動計画を定めるものとする。 
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＜解答＞ 

 解  答 正解 

1 「社会福祉法」において、市町村は、市町村地域福祉計画を策定しなければなら

ない。 

 

「社会福祉法」において、市町村は、市町村地域福祉計画を策定するよう努める。 

× 

2 「社会福祉法」において、都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定するこ

とができる。 

 

「社会福祉法」において、都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定するよ

う努める。 

× 

3 「社会福祉法」において、市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し

なければならない。 

 

「社会福祉法」において、市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定す

るよう努める。 

× 

4 「老人福祉法」において、市町村は、市町村老人福祉計画を定めなければならな

い。 

 

老人福祉法」において、市町村は、市町村老人福祉計画を定めるものとする。 

× 

5 「老人福祉法」において、都道府県は、都道府県老人福祉計画を定めるよう努め

る。 

 

「老人福祉法」において、都道府県は、都道府県老人福祉計画を定めるものとす

る。 

× 

6 「介護保険法」において、市町村は、５年をⅠ期として、市町村介護保険事業計

画を定めるものとする。 

 

「介護保険法」において、市町村は、3 年をⅠ期として、市町村介護保険事業計

画を定めるものとする。 

× 

7 「介護保険法」において、都道府県は、3 年をⅠ期として、都道府県介護保険事

業支援計画を定めることができる。 

 

「介護保険法」において、都道府県は、3 年をⅠ期として、都道府県介護保険事

業支援計画を定めるものとする。 

× 
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8 「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」において、市

町村は、市町村計画を作成するよう努める。 

 

「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」において、市

町村は、市町村計画を作成することができる。 

× 

9 「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」において、都

道府県は、都道府県計画を作成しなければならない。 

 

「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」において、都

道府県は、都道府県計画を作成することができる。 

× 

10 「障害者基本法」において、国は、障害者基本計画を策定しなければならない。 

 

「障害者基本法」において、政府は、障害者基本計画を策定しなければならない。 

× 

11 「障害者基本法」において、市町村は、市町村障害者計画を策定するよう努める。 

 

「障害者基本法」において、市町村は、市町村障害者計画を策定しなければなら

ない。 

× 

12 「障害者基本法」において、都道府県は、都道府県障害者計画を策定できる。 

 

「障害者基本法」において、都道府県は、都道府県障害者計画を策定しなければ

ならない。 

× 

13 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」において、市

町村は、市町村障害福祉計画を定めなければならない。 

 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」において、市

町村は、市町村障害福祉計画を定めるものとする。 

× 

14 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」において、都

道府県は、都道府県障害福祉計画を定めるよう努める。 

 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」において、都

道府県は、都道府県障害福祉計画を定めるものとする。 

× 

15 「児童福祉法」において、市町村は、市町村障害児福祉計画を定めるよう努める。 

 

「児童福祉法」において、市町村は、市町村障害児福祉計画を定めるものとする。 

× 
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16 「児童福祉法」において、都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定めなければ

ならない。 

 

「児童福祉法」において、都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定めるものと

する。 

× 

17 「児童福祉法」において、市町村は、市町村整備計画を作成しなければならない。 

 

「児童福祉法」において、市町村は、市町村整備計画を作成することができる。 

× 

18 「次世代育成支援対策推進法」において、市町村は、３年をⅠ期として、市町村

行動計画を策定することができる。 

 

「次世代育成支援対策推進法」において、市町村は、5 年をⅠ期として、市町村

行動計画を策定することができる。 

× 

19 「次世代育成支援対策推進法」において、都道府県は、３年をⅠ期として、都道

府県行動計画を策定することができる。 

 

「次世代育成支援対策推進法」において、都道府県は、5 年をⅠ期として、都道

府県行動計画を策定することができる。 

× 

20 「次世代育成支援対策推進法」において、常時雇用する労働者の数が 101 人を

超える一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣にその旨を届

け出なければならない。 

 

「次世代育成支援対策推進法」において、常時雇用する労働者の数が 100 人を

超える一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣にその旨を届

け出なければならない。 

× 

21 「次世代育成支援対策推進法」において、特定事業主（国及び地方公共団体 

の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの）は、特定事業主行動

計画を策定しなければならない。 

 

「次世代育成支援対策推進法」において、特定事業主（国及び地方公共団体 

の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの）は、特定事業主行動

計画を策定するものとする。 

× 

22 「子ども・子育て支援法」において、市町村は、３年をⅠ期として、市町村子ど

も・子育て支援事業計画を定めるものとする。 

 

「子ども・子育て支援法」において、市町村は、5 年をⅠ期として、市町村子ど

も・子育て支援事業計画を定めるものとする。 

× 
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23 「子ども・子育て支援法」において、都道府県は、5 年をⅠ期として、都道府県

子ども・子育て支援事業支援計画を定めるよう努める。 

 

「子ども・子育て支援法」において、都道府県は、5 年をⅠ期として、都道府県

子ども・子育て支援事業支援計画を定めるものとする。 

× 

24 「子ども・若者育成支援推進法」において、都道府県は、都道府県子ども・若者

計画を作成するものとする。 

 

「子ども・若者育成支援推進法」において、都道府県は、都道府県子ども・若者

計画を作成するよう努めるものとする。 

× 

25 「子ども・若者育成支援推進法」において、市町村は、市町村子ども・若者計画

を作成しなければならない。 

 

「子ども・若者育成支援推進法」において、市町村は、市町村子ども・若者計画

を作成するよう努めるものとする。 

× 

26 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」において、都道府県は、都道府県計画 

を定めるものとする。 

 

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」において、都道府県は、都道府県計画 

を定めるよう努めるものとする。 

× 

27 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」において、市町村は、市町村計画を定

めなければならない。 

 

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」において、市町村は、市町村計画を定

めるよう努めるものとする。 

× 

28 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」において、常時雇用する労

働者の数が 300 人を超える一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、厚生労

働大臣に届け出なければならない。 

 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」において、常時雇用する労

働者の数が 100 人を超える一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、厚生労

働大臣に届け出なければならない。 

× 

29 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」において、特定事業主は、

特定事業主行動計画を定めるものとする。 

 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」において、特定事業主は、

特定事業主行動計画を定めなければならない。 

× 
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＜正しく覚える編＞ 

 暗  記 ✓ 

1 「社会福祉法」において、市町村は、市町村地域福祉計画を策定するよう

努める。 

 

2 「社会福祉法」において、都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定

するよう努める。 

 

3 「社会福祉法」において、市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を

策定するよう努める。 

 

4 「老人福祉法」において、市町村は、市町村老人福祉計画を定めるものと

する。 

 

5 「老人福祉法」において、都道府県は、都道府県老人福祉計画を定めるも

のとする。 

 

6 「介護保険法」において、市町村は、3 年をⅠ期として、市町村介護保険

事業計画を定めるものとする。 

 

7 「介護保険法」において、都道府県は、3 年をⅠ期として、都道府県介護

保険事業支援計画を定めるものとする。 

 

8 「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」におい

て、市町村は、市町村計画を作成することができる。 

 

9 「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」におい

て、都道府県は、都道府県計画を作成することができる。 

 

10 「障害者基本法」において、政府は、障害者基本計画を策定しなければな

らない。 

 

11 「障害者基本法」において、市町村は、市町村障害者計画を策定しなけれ

ばならない。 

 

12 「障害者基本法」において、都道府県は、都道府県障害者計画を策定しな

ければならない。 

 

13 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」におい

て、市町村は、市町村障害福祉計画を定めるものとする。 

 

14 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」におい

て、都道府県は、都道府県障害福祉計画を定めるものとする。 

 

15 「児童福祉法」において、市町村は、市町村障害児福祉計画を定めるもの

とする。 

 

16 「児童福祉法」において、都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定める

ものとする。 

 

17 「児童福祉法」において、市町村は、市町村整備計画を作成することがで

きる。 
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18 「次世代育成支援対策推進法」において、市町村は、5 年をⅠ期として、

市町村行動計画を策定することができる。 

 

19 「次世代育成支援対策推進法」において、都道府県は、5 年をⅠ期として、

都道府県行動計画を策定することができる。 

 

20 「次世代育成支援対策推進法」において、常時雇用する労働者の数が 100

人を超える一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣に

その旨を届け出なければならない。 

 

21 「次世代育成支援対策推進法」において、特定事業主（国及び地方公共団

体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの）は、特定事

業主行動計画を策定するものとする。 

 

22 「子ども・子育て支援法」において、市町村は、5 年をⅠ期として、市町

村子ども・子育て支援事業計画を定めるものとする。 

 

23 「子ども・子育て支援法」において、都道府県は、5 年をⅠ期として、都

道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定めるものとする。 

 

24 「子ども・若者育成支援推進法」において、都道府県は、都道府県子ども・

若者計画を作成するよう努めるものとする。 

 

25 「子ども・若者育成支援推進法」において、市町村は、市町村子ども・若

者計画を作成するよう努めるものとする。 

 

26 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」において、都道府県は、都道府

県計画 を定めるよう努めるものとする。 

 

27 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」において、市町村は、市町村計

画を定めるよう努めるものとする。 

 

28 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」において、常時雇用

する労働者の数が 100 人を超える一般事業主は、一般事業主行動計画を

定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。 

 

29 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」において、特定事業

主は、特定事業主行動計画を定めなければならない。 

 

 

 


