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           １．試 験 概 要   

 
１－１ 資格認定事業の目的 
    マンション改修施工管理技術者試験は、一般社団法人 マンション計画修繕施工協会（以下「協会」

とする。）が定める「マンション改修施工管理技術者試験実施規則」に基づいて行うものです。 

    この事業は、マンション計画修繕工事の施工管理技術に関して一定水準の知識と技術を有している

ことを審査・認定することにより、マンション改修工事の施工管理技術者に関する知識・技術及び対

応力の向上を図り、既存マンションストックの適切な長寿命化に寄与することを目的としています。 
 
１－２ 平成２９年度試験受験申込みから登録までのスケジュール 
 
 

受験申込書配布  
 平成２９年１１月１０日（金）～    （窓口９時～１７時） 

（協会ホームページよりダウンロードもできます）  
↓ 

 
受験申込受付  

 平成２９年１１月１０日（金）～平成２９年１２月２２日（金） 

※ 当日消印有効  

           ↓ 
 受験資格判定   平成２９年１１月１０日（金）～平成３０年１月上旬  

           ↓ 
 受験票発送   平成２９年１２月上旬より発送開始  

↓  
 試   験    平成３０年１月２８日（日）１３時００分～１６時１５分  

↓  
 合 格 発 表   平成３０年３月１日（木）  

↓ 
 登録申請受付   平成３０年３月１日（木）～平成３０年３月１２日（月）協会必着  

         ↓    
 登録証交付    平成３０年３月末  
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        ２．受 験 資 格   

 
２   受験資格 
    下記（１）～（２）いずれかの該当者 

 

     

 

 
 
 
 

ただし、次の各号のいずれかに該当する者は受験できません。 
     ア 後見開始又は保佐開始の審判を受けた者 
     イ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった

日から２年を経過していない者 
     ウ 破産者で復権を得ない者 
 
 ３．試 験 案 内   
 
３－１ 受験申込書の受付 

① 受付期間 平成２９年１１月１０日（金）～平成２９年１２月２２日（金）当日消印有効 
② 受付場所 一般社団法人マンション計画修繕施工協会 試験係 

                  〒１０５－０００３ 東京都港区西新橋２―１８－２ 新橋ＮＫＫビル２階 
         ※ 受験申込書は５－２「受験申込みの方法」により郵送してください。 
 
３－２ 受験票の発送 
    受験申込書により受験資格の判定後、受験票を発送します。 
 
３－３ 試験期日等 
  ① 試験期日 平成３０年１月２８日（日） 
         ※東西２会場（東京、大阪ともに同日に実施） 
  ② 時  間 １３時００分～１６時１５分  

（１）学歴＋建築・設備関係に関しての実務経験によるもの 

  
実務経験 

指定学科 指定学科以外 

①大学卒 卒業後１年以上 卒業後１年６ヶ月以上 

②短期大学・高等専門学校卒 卒業後２年以上 卒業後３年以上 

③高等学校卒 卒業後３年以上 卒業後４年６ヶ月以上 

④その他（最終学歴を問わず） ８年以上 
   

※指定学科についての詳細は、最終頁の指定学科リスト（抜粋）で確認するか、または事務局 
まで問い合わせください。 

（２）保有資格によるもの 
① 一級建築士又は二級建築士 
② 技術士（文部科学大臣認定建設部門） 
③ １級建築施工管理技士又は２級建築施工管理技士 
④ １級管工事施工管理技士又は２級管工事施工管理技士 
⑤ 建築設備士、その他設備関係類似資格（事務局問い合わせにて確認） 
⑥ 職業能力開発促進法による技能検定合格者 躯体・仕上げ（１級、２級） 
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  ③ 試  験 択一式試験 （５０問 四肢択一式） 
         記述式試験 （５問）       （択一式試験及び記述式試験とも同日に実施）  

④ 試験会場 東京会場：ＡＰ東京八重洲通り ７階 
             （東京都中央区京橋１－１０－７） 
         大阪会場：日本綿業倶楽部 本館７階 大会場 
             （大阪市中央区備後町２－５－８） 
  ⑤ 定  員 東京会場：２５０名 

      大阪会場：１００名 
     ※なお、受験申込み後の会場の変更は、転勤等やむを得ない事情の場合を除き認められません 

      ので、ご注意下さい。 
        
３－４ 受験手数料  １２，９６０円（消費税込） 
    受験資格審査の結果、受験資格がないと判定した場合には、受験手数料を返納します。 

その他の事由では、お振り込みいただいた受験手数料の返金は一切出来ませんのでご了承ください。 
 

３－５ 合格者の発表 
    合格者には、平成３０年３月１日（木）付、合格通知書の発送をもって合格発表といたします。 

また、当日午前１０時より協会ホームページ（http://www.mks-as.net/shiken/）にて、合格者 

の受験番号を掲載いたします。 
 

３－６ 資格の登録 
  ① 資格の登録 

  合格通知の際にマンション改修施工管理技術者登録手続のご案内をいたします。登録することによ

りマンション改修施工管理技術者を称することができます。 
  ② 登録手数料 ６，４８０円（消費税込） 

  ③ 登録の有効期間 
    ア 登録の有効期間は５年間です。 
    イ ５年ごとの有効期間満了時に登録更新の申請を行うことにより、登録更新ができます。 

※なお、５年ごとの登録更新時には、該当者へ登録更新手続案内書を送付いたします。 
  ④ 登録証の交付 
    登録者には「マンション改修施工管理技術者登録証」を交付します。 
  
          ４．試験の出題範囲   

 
４    試験の出題範囲は、次の科目ごとの内容または各科目にまたがる内容の範囲とします。 
 ① 択一式試験 

    マンション建物・設備の改修施工管理業務を円滑に行うために必要な基礎知識、専門知識について

四肢択一式により行います（出題数５０問）。 
 ② 記述式試験 

    マンション建物・設備の改修施工管理業務の現場対応等実践的業務に必要な総合能力、応用能力に

ついて記述形式により行います（出題数５問 ）。 
  

※ 出題の根拠となる法令は、平成２９年４月１日現在施行の法令といたします。 
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 出題範囲 

Ａ問題（一般建築知識） 
 ① 一般建築・設備知識 
 ② 建築・設備関係法 
Ｂ問題（改修知識） 
① マンション概論 
② マンションの劣化と改修工法（建築・設備） 
③ マンション関連法 

Ｃ問題（施工管理知識） 
 ① 施工管理関連法（労働安全衛生法・廃棄物処理法等） 
 ② 改修工事施工管理手法 
 ③ 居住者対策 

 

 

 

  ※本試験の参考図書：「マンション計画修繕工事の施工管理の知識／改訂第２版」 

（一般社団法人マンション計画修繕施工協会編著・発行 株式会社建築資料研究社 定価\4,860） 
 
 

 
 
 
５－１ 受験申込みに必要な書類 
    受験の申込みには、次の①受験申込書、②受験資格証明書を必ず提出してください。 
    また、申込書類の作成にあたっては不備がないようにご注意ください。 
  ① 受験申込書（様式－１） 
    ア 写真の貼付（コピー用紙に印刷したもの、スナップ写真の切り抜きは不可とします。） 
     ・ １枚（大きさ タテ４．０cm×ヨコ３．５cm）を受験申込書の所定欄に貼付してください。 
     ・ 無帽、無背景、正面から上半身を写したものにしてください。 
     ・ 申込日前６ヶ月以内に撮影したもので、白黒・カラーのどちらでも結構です。 
     ・ 写真裏面に氏名を記入してください。 
    イ 受験手数料の払込受付証明書(写し)の貼付 
     ・ 受験手数料（１２，９６０円）を振込み、払込受付証明書（ＡＴＭでの振込書など）の写し

を受験申込書の裏面に貼付して下さい。 

なお、お手数ですが、振込手数料は、各自にてご負担願います。 
       

 
         ＜振込先口座＞ 
 三菱東京ＵＦＪ銀行  新橋支店（店番号４３３）  

            普通預金 No.３１２５７９６  
口座名義       マンション計画修繕施工協会  

 

   

 

 

 

５．受験の申込み  
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② 受験資格証明書 
      受験資格を証明するものは下記ア～キのいずれかを添付して下さい。複数の資格を有する方は、

イ～キのいずれか１つをご提出ください。 

     ア 学歴＋実務又は実務のみで受験される方(学歴＋実務の方は、aとb両方ご提出下さい) 
ａ．卒業証明書又は卒業証書の写し 
ｂ．実務経験証明書（様式－２） 

     イ 一級建築士または二級建築士免許証の写し 

     ウ 技術士（文部科学大臣認定建設部門）登録証の写し 
     エ １級建築施工管理技士または２級建築施工管理技士合格証等証明書の写し 

     オ １級管工事施工管理技士または２級管工事施工管理技士合格証等証明書の写し 

     カ 建築設備士等合格証の証明書の写し 

     キ 職業能力開発促進法による技能検定合格証（１級、２級）の証明書の写し 

 
５－２ 受験申込みの方法 
    「受験申込書」、「受験資格証明書」を任意の角２封筒に同封し、下記宛先まで簡易書留郵便にて、 

平成２９年１１月１０日（金）から平成２９年１２月２２日（金）(当日消印有効)までの間に送付

してください。  

    

 

〒１０５－０００３ 

  東京都港区西新橋２-１８-２ 新橋ＮＫＫビル２階 

   一般社団法人マンション計画修繕施工協会 

                 試験係 行 

 

５－３ 受験票の発行 
    受験申込の受付後、受験資格の審査を行い、受験資格があると認められた場合は、受験票を送付い

たします。 
   ・ 受験資格がないと判断された場合には、その旨を通知し、受験料を返納します。 

   ・ 送付された受験票は、試験当日必ず試験会場に携行してください。 
   ・ 試験当日に受験票を紛失したままにしていますと、試験を受けられない場合がありますので、十

分ご注意ください。 

 

５－４ 自宅・勤務先等の住所変更の届出 
    受験申込み後に転勤等で自宅や勤務先の住所が変更となるとき、または郵便物の送付先を変更した 

い場合は、協会ホームページ(http://www.mks-as.net/shiken/)より変更届をダウンロードし、協会 

試験係宛にＦＡＸ（03-5777-2522）で氏名、新旧住所等をお知らせ下さい。 

    変更の届出がないと、受験票がお手元に届かない場合がありますのでご注意ください。 
 
 
＜個人情報の取り扱いについて＞ 
 個人情報保護法に基づき、マンション改修施工管理技術者試験において得た受験申込者の個人情報に付き

ましては、本事業の実施に関わる業務以外には使用いたしません。 
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【国土交通省令で定める指定学科及びそれに準ずると認める学科（抜粋）】 

詳細は協会ホームページ(http://www.mks-as.net/shiken/)をご覧下さい 

国土交通省
令で定める
学科 

・衛生工学科 ・機械（工学）科 ・建築（学）科 

・鉱山土木学科 ・砂防学科 ・森林土木（学）科 

・造園（学）科 ・治山学科 ・電気（工学）科 

・都市工学科 ・土木（工学）科 ・農業土木（学）科 

・緑地（学）科     

国土交通省
令で定める
学科に準ず
ると認める学
科 

・エネルギー機械工学科 ・応用機械工学科 ・応用電子工学科 

・開発工学科 ・海洋開発（工学）科 ・海洋工学科 

・海洋土木工学科 ・環境開発科 ・環境計画学科 

・環境建設科 ・環境（工学）科 ・環境整備工学科 

・環境設計工学科 ・環境造園科 ・環境都市工学科 

・環境土木科 ・環境緑地科 ・環境緑化科 

・機械技術科 ・機械工学第二科 ・機械航空工学科 

・機械工作科 ・機械システム（工学）科 ・機械情報（システム）工学科 

・機械精密システム工学科 ・機械設計科 ・機械電気（工学）科 

・空調設備科 ・建設環境工学科 ・建設機械科 

・建設基礎工学科 ・建設技術科 ・建設（工学）科 

・建設工業科 ・建設システム（工学）科 ・建築工学科 

・建築システム科 ・建築設備工学科 ・建築第二学科 

・建築土木科 ・航空宇宙（工）学科 ・航空宇宙システム工学科 

・航空（工学）科 ・構造工学科 ・交通機械（工）学科 

・産業機械（工学）科 ・資源開発工学科 ・システム工学科 

・社会開発工学科 ・社会建設工学科 ・森林工学科 

・自動車工学科 ・自動車（工業）科 ・住居科 

・住居デザイン科 ・情報工学科 ・情報電子（工学）科 

・水工土木（工）学科 ・生活環境科学科 ・制御工学科 

・生産環境工学科 ・生産機械（工学）科 ・精密機械（工学）科 

・精密工学科 ・設備工学科 ・設備（工業）科 

・設備システム科 ・船舶海洋（システム）工学科 ・船舶工学科 

・造園工学科 ・造園デザイン（工学）科 ・造園土木科 

・造園緑地科 ・造園林学科 ・造形工学科 

・造船科 ・地域開発科学科 ・地質工学科 

・通信工学科 ・電気技術科 ・電気工学第二科 

・電気情報（工学）科 ・電気設備（工学）科 ・電気通信（工）学科 

・電気・電子（工学）科 ・電気電子システム工学科 ・電気電子情報（工学）科 

・電子応用工学科 ・電子機械（工学）科 ・電子技術科 

・電子（工学）科 ・電子工業科 ・電子システム工学科 

・電子情報（工学）科 ・電子情報システム（工学）科 ・電子制御機械工学科 

・電子通信（工）学科 ・電子電気工学科 ・電波通信学科 

・電力科 ・都市システム（工学）科 ・動力機械工学科 

・土木海洋工学科 ・土木環境工学科 ・土木建設工学科 

・土木建築（工学）科 ・土木地質科 ・農業開発科 

・農業機械（学）科 ・農業技術学科 ・農業工学科（※） 

・農林工学科 ・農林土木科 ・緑地園芸科 

・緑地工学科 ・緑地土木科 ・林業工学科 

・林業土木科 ・林業緑地科   

 


