
平成 2 8 年 度

マンション改修施工管理技術者試験

一般社団法人マンション計画修繕施工協会

問題用紙

次の注意事項をよく読んでから、始めてください。

（ご注意）

１．試験時間は13時15分から16時15分までです。

２． 途中退出は、試験開始から１時間30分経った時点から認めます。試験監督員から案

内があります。

３． 「択一式試験問題」は、１ページから26ページまで全50問、「記述式試験問題」は、

27ページから32ページまで全５問あります。

４． 試験開始の合図と同時に問題用紙のページ数を確認してください。もし、落丁や乱

丁がありましたら、ただちに試験監督員に申し出てください。

５． 解答は、択一式試験は別紙のマークシート用紙、記述式試験は記述式試験解答用紙

に記入してください。

６．解答は、解答用紙の注意事項をよく読み、所定の要領で記入してください。

７．ご提出いただくのは解答用紙のみです。問題用紙はお持ち帰りください。
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択一式試験
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【問題１】　基礎、杭に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

　１ ．原則として一つの建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。

　２．独立基礎は、べた基礎や布基礎に比べて、不同沈下の抑制に有利である。

　３ ．ベた基礎とは、壁及び柱からの荷重を、帯状のフーチングで支持する基礎をいう。

　４．支持杭とは、主として杭の打ち込み地盤と杭との周面摩擦で支持させる杭をいう。

【問題２】　コンクリートに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

　１．コンクリートの容積の約70％は、骨材が占めている。

　２．軽量コンクリートは、戸境壁、間仕切り壁などにも用いられる。

　３．早強ポルトランドセメントは、低温でも強度を発揮する。

　４．フライアッシュセメントは、ワーカビリティーが悪い。
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【問 題３】　外装用建築仕上塗材の種類と仕上げに関する次の記述のうち、最も不適切
なものはどれか。

　１ ．薄付け仕上塗材による砂壁状の外壁は、リシンを用いて、「下塗材＋主材」で仕
上げる。

　２ ．厚付け仕上塗材によるスタッコ状の外壁は、スタッコを用いて、「下塗材＋主
材」で仕上げる。

　３ ．複層仕上塗材によるゆず肌状の外壁は、吹付タイルを用いて、「下塗材＋主材」
で仕上げる。

　４ ．可とう形改修用仕上塗材による平坦状の外壁は、微弾性フィラーを用いて「主
材＋上塗材」で仕上げる。

【問 題４】　防水改修工事における工法に関する次の記述のうち、最も適切なものはど
れか。

　１ ．防水工事の分類として、メンブレン防水工事の中にシーリング防水も含まれて
いる。

　２ ．ステンレスシート防水は、複雑な形状の納まりでも十分対応できる防水工法の
一つである。

　３ ．アスファルト防水は、比較的作業工程が少なく手間の掛からない防水効果の高
い防水工法である。

　４．塗膜防水は、自由な形状に対応でき、完全に連続した防水層となる。
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【問題５】　マンションの受水槽に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

　１．受水槽の容量を、マンション全体での１日使用量の10分の１程度で設定した。

　２ ．受水槽の標準的な耐震クラスＡの設計用震度を、１階設置の受水槽では1.0Ｇ、
屋上設置の高置水槽では1.5Ｇとした。

　３．受水槽のオーバーフローの排水には、直結排水方式と間接排水方式がある。

　４ ．受水槽の周囲を、６面点検できるようにし、６面全てに60cmのスペースを確
保した。

【問 題６】　マンションのエレベーター設備に関する次の記述のうち、最も不適切なも
のはどれか。

　１ ．新築マンションのエレベーターの多くは、トラクション式であり、現在では機
械室なしのタイプが主流になっている。

　２ ．地震時管制運転は、地震時に初期微動（Ｐ波）や主要動（Ｓ波）を感知して、
自動的に最寄り階に着床させる機能で、新築建物のエレベーターには設置が義務
付けられている。

　３ ．エレベーターの昇降路内には、原則として給水管、排水管を設けることはでき
ない。

　４ ．マンションのエレベーターの台数や定員は、朝の利用者数を基準として定めら
れている。
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【問題７】　建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　１．「大規模の修繕」及び「大規模の模様替」は、「建築」の定義に含まれる。

　２ ．「特殊建築物」には、病院、劇場、百貨店等が含まれるが、「共同住宅」は該当
しない。

　３．「居室」には、執務、作業、集会、娯楽等継続的に使用する室が含まれる。

　４ ．共同住宅の共用廊下及び階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入さ
れない。

【問題８】　マンションの消防用設備に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　１ ．消防用設備等は、その機能により、消防の用に供する設備、消防用水、消火活
動上必要な施設の三つに大きく分類されている。

　２ ．消防用水とは、大規模な建築物の延焼段階の火災に対して、消防の水利を得る
ことを目的としているが、プールや池は消防の水利に含まれていない。

　３ ．初期消火用の屋内消火栓設備の種類は、屋内１号消火栓、易操作性１号消火
栓、屋内２号消火栓の３種類に分かれているが、屋内１号消火栓は原則として２
人以上で作業する。

　４ ．共同住宅用非常警報設備とは、特定共同住宅等における火災時の避難を支援す
る設備であり、起動装置、音響装置、操作部等で構成される。
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【問題９】　建設業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　１ ．いかなる建設工事においても、建設工事の元請負人があらかじめ発注者より書面
による承諾を得た場合には、一括して当該工事を他人に請け負わせることができる。

　２ ．公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物
に関する重要な工事では、すべて工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術
者を配置しなければならない。

　３ ．工事目的物の品質を確保するために、建設工事を請け負ったすべての建設業者
は、工事現場に一定の施工実務又は資格を有する者を配置する必要があり、建築
一式工事において、6,000万円以上の下請契約をして施工する元請業者は、監理
技術者を配置しなければならない。

　４ ．発注者から直接建設工事を請け負った特定建設工事業者が建築一式工事におい
て、4,500万円以上の下請契約を締結する場合には、公共、民間を問わず必ず施
工体制台帳等を作成しなければならない。

【問 題10】　建設業法第19条によれば、建設工事の請負契約の当事者が契約の締結に
際して書面に記載する事項として誤っているものはどれか。

　１ ．注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与する
ときの、その内容及び方法に関する定め

　２ ．注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並び
に引き渡しの時期

　３ ．見積りの中で工事完成後に精算を要すると記載されている工事項目の精算金の
支払い時期及び算定方法に関する定め

　４．契約に関する紛争の解決方法
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【問 題11】　新耐震基準及び耐震の構造形式分類に関する次の記述のうち、最も適切
なものはどれか。

　１．昭和56年６月１日以降に着工した建物は、新耐震基準が適用されている。

　２ ．耐震構造とは、建物の骨組み等にダンパー等の力を吸収する部材を設置して、
建物の揺れを緩和することにより、建物が破壊されにくくする構造形式である。

　３．制震構造とは、建物の剛性を高めて地震に対処する構造形式である。

　４ ．免震構造とは、建物の基礎と上部構造の間に滑り支承などの装置を設置して、
上部構造への地震エネルギーの伝達を少なくする構造形式である。

【問題12】　長期修繕計画の見直しに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

　１ ．単価の設定は施工条件等を考慮し、過去の計画修繕の実績単価、刊行物の単
価、改修施工業者の見積単価等を参考として設定した。

　２ ．現場管理費及び一般管理費は、見込まれている推定修繕工事ごとの総額に応じ
た比率の額を単価に含めて設定した。

　３ ．推定修繕工事費用には、劣化調査診断費や工事監理費などのコンサルタントに
関連する費用は含めなかった。

　４．修繕積立金の積立方法は、「均等積立方式」を採用することとした。
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【問 題13】　マンションの計画修繕工事の事前準備に関する次の記述のうち、最も不
適切なものはどれか。

　１ ．塗装工事では塗装仕様の確認、既存塗膜との付着及び性状の確認等が必要であ
るが、試験施工も特に重要なことである。

　２ ．下地補修工事であるコンクリートのひび割れやタイルの浮き等については、事
前の調査診断にてすべての数量を把握することが難しいので、実費精算方式を採
用する場合があるが、この方式は、竣工時に精算金が発生するため避けるべきで
ある。

　３ ．不具合の状況、改善要望等に関するアンケート調査を行うことは、現状を把握
する上で極めて有効であるが、プライバシーに係ることもあるため管理組合の同
意を得て、個別対応とすることが望ましい。

　４ ．足場が架設されることで防犯上の問題が懸念されるため、バルコニー側サッシ
締めの啓蒙や二重 の無償貸出し等も施工会社は配慮すべきである。

【問 題14】　コンクリートの劣化要因の一般的な調査方法に関する次の記述のうち、
最も適切なものはどれか。

　１．中性化の調査方法としてゲル分析法を採用した。

　２．塩害の調査方法として超音波法を採用した。

　３．鉄筋のかぶり厚さの調査方法として反発硬度法を採用した。

　４．鉄筋の腐食調査方法としてはつり調査法を採用した。
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【問 題15】　コンクリートの劣化現象、劣化症状に関する次の記述のうち、最も不適　
切なものはどれか。

　１ ．コンクリートの打込み中断等により、コンクリートの継目に不連続面が生じた
現象をコールドジョイントという。

　２ ．熱などによる伸縮や許容応力度以上の応力の作用により生じた部分的な破壊現
象をひび割れという。

　３ ．コンクリートの表面にセメント中の石灰等が水に溶けて滲み出し、空気中の酸
素と化合して白色の物質が生じた症状をエフロレッセンスという。

　４ ．コンクリート内部の部分的な膨張圧によって、コンクリート表面の小部分が円
錐型のくぼみ状に破壊された症状をポップアウトという。

【問 題16】　外壁タイル面の調査診断に関する次の記述のうち、最も不適切なものは
どれか。

　１．一次診断としては、一般的に外観目視診断と部分打診診断の併用が適用される。

　２ ．タイルの浮きは、ほとんどがタイル、モルタル、コンクリートの各界面で発生
する。

　３．タイル面の浮き調査で、最も精度が高いのは赤外線装置による調査法である。

　４．タイルの接着強さの基準は、一般的に小口タイルで0.4Ｎ／㎟以上とされている。
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【問 題17】　外壁タイル面の劣化と補修工法に関する次の記述のうち、最も適切なも
のはどれか。

　１ ．斜壁部分のタイル面の浮きについては、下地に防水層が施されている場合があ
るので、タイルの補修工事の際には防水層の有無の確認及び防水層の状況確認が
肝要である。

　２．タイル面のひび割れのほとんどは、タイル自体の熱膨張によるものである。
 
　３ ．タイル壁面の浮き補修工法であるアンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工

法は、下地モルタル、張付けモルタルの浮きに適用できない工法である。

　４ ．タイル壁面の浮き補修工法であるタイル部分張替え工法とは、浮き部を張付け
モルタルを含めて撤去する１箇所当たりの面積が一般的には0.5㎡程度以下の場合
に適用する工法である。

【問 題18】　外壁及び鋼材の塗装の劣化に関する次の記述のうち、最も不適切なもの
はどれか。

　１ ．外壁塗装の劣化には、光沢低下、変退色、エフロレッセンス、浮き、剥がれ等
の現象があるが、汚れの付着も劣化に含まれる。

　２．塗装鋼材の鉄鋼面の錆は、一般的に白錆が発生してから赤錆へと進行する。

　３ ．モルタル下地の塗装外壁の浮きとは、下地モルタルと躯体コンクリートの界面
の接着が不良となり、 間が生じた状態をいう。

　４ ．一般的に外壁塗装の汚れの原因としては、シーリング材の可塑剤移行により汚
染を引き起こす場合もある。
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【問 題19】　防水施工時の注意点及び劣化に関する次の記述のうち、最も不適切なも
のはどれか。

　１ ．シーリング防水施工時に使用するマスキングテープとは、不要な場所にシーリ
ングが付着しないように保護する目的で施工するものであり、シーリングが硬化
する前に剥がしてはならない。

　２ ．ウレタン塗膜防水層とは、流動性のある塗膜が硬化して防水層を形成するた
め、膜厚不足、塗り残し、ふくれ等が発生しやすい。

　３ ．露出アスファルト防水層は、紫外線、太陽熱、風雨等の影響を直に受け、防水
層のふくれや硬化が発生しやすい短所があるが、直接防水層を観察できるため劣
化の原因箇所が容易に特定できる利点もある。

　４．シーリング防水材の劣化は、初期故障、偶発故障、摩耗故障に分類される。

【問 題20】　建築用シーリング材の種類、特性及び用途に関する次の記述のうち、最
も不適切なものはどれか。

　１ ．ムーブメントの種類による目地の区分としては、大きな動きの目地用のワーキ
ングジョイントと小さな動き又は動きの生じない目地用のノンワーキングジョイ
ントに分類できる。

　２ ．マンションに使用されているほとんどのシーリング目地は、ワーキングジョイ
ントに該当する。

　３ ．２成分形ポリサルファイド系シーリングは、耐候性に優れており、タイル目地
やＰＣ目地及びサッシ廻り目地等に用いられている。

　４ ．２成分形ポリウレタン系シーリングは、コンクリート壁の目地に多く用いられ
ているが、耐候性に劣るので、原則として目地は保護塗装する。
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【問題21】　鋼製建具の性能規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

　１．玄関扉、サッシの性能規定は、日本工業規格（ＪＩＳ）に定められている。

　２ ．性能規定の耐風圧性の等級は、Ｓ－１からＳ－７の７段階に区分されている
が、等級数値が大きいほど耐風圧性が高い。

　３ ．性能規定の遮音性の等級は、Ｔ－１からＴ－４の４段階に区分されているが、
等級数値が小さいほど遮音性が高い。

　４ ．性能規定の気密性は、Ａ－１からＡ－４の４段階に区分されているが、等級Ａ
－１は、通気性を必要とする部位に適している。

【問 題22】　給排水管の劣化と調査方法及び改修工事に関する次の記述のうち､最も適
切なものはどれか。

　１ ．給水管の赤水とは、給水管に亜鉛メッキ鋼管が使用される場合に多く発生する
ものであり、硬質塩化ビニルライニング鋼管が使用される場合には発生しない。

　２ ．給水管の内視鏡調査とは、配管内部にファイバースコープを挿入して管内部を
観察し、配管の有効肉厚を考察する調査方法である。

　３ ．エックス線調査とは、配管にエックス線を照射して撮影したフイルムの白黒濃
淡のコントラストで錆こぶの状態を観察する調査方法であるが、給水管ではあま
り採用しない。

　４ ．硬質塩化ビニルライニング鋼管の共用排水管の改修工事としては、排水管交換
の更新工事とエポキシ樹脂ライニング等による更生工事が多く採用される。
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【問 題23】　建物の区分所有等に関する法律（以下、区分所有法という。）及びマンショ
ン管理標準指針（国土交通省）に関する次の記述のうち、最も不適切ものはどれか。

　１ ．区分所有法において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷
地に関する権利をいう。

　２．専有部分となり得る部分を、規約により共用部分とすることはできない。

　３ ．専有部分の排水管の施工に関して、上階住戸のスラブ下に施工されている上階
住戸の使用する排水管は、共用部分扱いとなる。

　４ ．建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その
瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。

【問 題24】　国土交通省が、平成28年３月に公表した「マンション標準管理規約（単棟
型）及びコメント」の改正に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

　１ ．理事長は、災害、事故等が発生した場合に、緊急に立ち入らないと共用部分等
又は専有部分に対して物理的に、又は機能上重大な影響を与えるおそれがあると
きは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせ
ることができる旨の規定が設けられた。

　２ ．理事長を含む管理組合の理事及び監事について、これまで区分所有者に限定し
ていたものを、選択肢として外部の専門家も就任できる旨の規定が設けられた。

　３ ．駐車場の空き区画を組合員以外の者に貸与することは可能であるが、貸与した
駐車場使用料を修繕積立金に充当することはできない旨規定された。

　４ ．大規模修繕工事の実施状況や予定及び修繕積立金の積み立て状況等の情報を開
示する場合の条項が設けられた。
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【問 題25】　国土交通省が公表している「長期修繕計画作成ガイドライン」に関する
次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

　１ ．長期修繕の計画期間は、既存マンションの場合は、20年以上とし、５年程度ご
とに見直しをするとしている。

　２ ．管理組合は、長期修繕計画書については、管理規約等と異なり、区分所有者から求
めがあった場合、理事会の決議により、その閲覧請求を拒むことができるとしている。

　３ ．既存マンションの修繕周期は、マンションの仕様、建物及び設備の劣化状況等
の調査・診断の結果に基づき設定するが、マンションの立地条件を考慮する必要
はないとしている。

　４ ．単棟型のマンションにおける長期修繕計画は、管理組合の管理部分である敷
地、建物の共用部分及び附属施設を対象範囲とし、共用部分の修繕工事又は改修
工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分も、対象範囲に含むとしている。

【問 題26】　建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下、耐震改修促進法という。）
及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律（以下、建替え円滑化法とい
う。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　１ ．旧耐震基準の分譲マンションは、約106万戸存在するが、耐震改修促進法で耐
震診断義務化の対象となるものは、都道府県が作成する耐震改修促進計画で指定
された緊急輸送道路等に面した建物である。

　２ ．耐震改修促進法は、平成25年11月に改正され、耐震改修計画の認定制度につい
て、対象工事の拡充及び容積率、建ぺい率の特例措置が創設された。

　３ ．耐震改修計画の認定による建築基準法の特例の中には、一定の条件を満たせば不適
格事項を適合させなくてもよいとされており、耐火建築物に係る制限も含まれている。

　４ ．平成26年12月に建替え円滑化法の一部改正が施行され、耐震性不足の認定を受
けたマンションは、区分所有者の５分の４以上の賛成でマンション及び敷地の売
却ができるとされた。
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【問題27】　労働安全衛生法に関する法律の次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　１ ．法第２条の定義において、事業者とは、事業を行う者で、労働者を使用するも
のをいう。

　２ ．事業者は、法第12条及び同施行令第４条で定める規模の事業所ごとに衛生管
理者を選任しなければならないとされているが、その数は労働者数が500人を超
え、1,000人以下では３人である。

　３ ．法第16条により総括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該
仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に総括安全衛生責任者
との連絡等を行わせなければならない。

　４ ．法第62条により事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当
たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の体力の条件に応じて適
正な配慮をしなければならない。

【問題28】　労働安全衛生規則の足場に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　１ ．規則第559条から第575条までには、足場の安全について労働者が講じなけれ
ばならない措置が定められている。

　２ ．鋼管足場の鋼管材料において、鋼管とは引張強さが370Ｎ／㎟以上で、肉厚は
外径の31分の１以上である。

　３ ．足場における高さ２ｍ以上の作業床の幅は40㎝以上とし、床材間のすき間は、
５㎝以下とする。

　４．わく組足場は、最上層及び３層以内ごとに水平材を設ける。
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【問 題29】　住宅の品質確保の促進等に関する法律（以下、品確法という。）及び特定
住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切な
ものはどれか。

　１ ．品確法では、新築住宅における瑕疵担保責任の特例が設けられており、売買契
約においては、基本構造部分について引き渡しから20年間の瑕疵担保責任が義務
づけられている。

　２ ．品確法における既存住宅の性能評価では、当該住宅の現況の検査により住まい
の劣化や不具合等を明らかにするとともに、個別性能項目ごとの性能評価を受け
ることもできるとされている。

　３ ．マンションの大規模修繕工事瑕疵保険は、請負工事業者に契約締結が義務づけ
られている。

　４ ．マンションの大規模修繕工事瑕疵保険の場合、対象となる部位は、一般的に工
事請負契約書に記載されている瑕疵担保責任対象部位である。

【問題30】　景観法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

　１ ．この法律では、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進す
るため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずるものとしている。

　２ ．この法律における「景観行政団体」の指定都市とは、人口50万以上の都市であ
り、中核市とは、人口10万以上の市である。

　３ ．景観計画区域で建築物の外観を変更する修繕若しくは模様替を行う場合は、行
為の種類、場所、設計又は施工方法、着手予定日などの事項を行政団体の長に届
けなければならないが、色彩の変更も同様に届けが必要である。

　４ ．景観計画区域で外観を変更する修繕の届けをする場合に、当該行為が制限に適
合しないと判断されると変更等の勧告を受ける場合もある。
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【問題31】　騒音規制法及び振動規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　１ ．騒音規制法において、ブルド－ザー（原動機の定格出力40kw未満）を使用す
る作業は、規制の対象内である。

　２ ．振動規制法において、改修工事で電動ドリルを使用する作業は、規制の対象内
である。

　３ ．住民が集合している地域、病院又は学校の周辺地域等を特定建設作業に伴う騒
音・振動規制の対象として決定するのは、国である。

　４ ．騒音規制法による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は必要な事項の
報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは騒音、振動を管轄する諸官庁の
検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、罰金又は過料に処せられる。

【問 題32】　廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、マンションの改修工事の
各工種別に排出される安定型産業廃棄物として誤っているものはどれか。

　１．外壁工事における塗料洗浄排水

　２．防水工事における断熱材

　３．給排水工事における保温材

　４．改良工事における撤去した手すり金物材
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【問 題33】　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関する次の記述のう
ち、誤っているものはどれか。

　１ ．この法律において「建設資材」とは、土木建築に関する工事に使用する資材を
いう。

　２ ．この法律において「特定建設資材」とは、コンクリート、木材その他建設資材
のうち、建設資材廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な利用
及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であり、かつ、その再資源化が経済性の面
において制約が著しくないと認められるものとして政令で定めるものをいう。

　３．特定建設資材の中に、「アスファルト・ルーフィング」は含まれる。

　４ ．この法律の対象建設工事の基準として、建築物の解体工事は、床面積80㎡以上
である。

【問 題34】　特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する
法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　１．この法律において「化学物質」とは、元素及び混合物をいう。

　２ ．この法律では、ＰＲＴＲ（Pollutant Release and Transfer Register）制度とＳ
ＤＳ（Safety Data Sheet）制度（旧ＭＳＤＳ制度）を導入している。

　３ ．都道府県知事は、ＰＲＴＲの集計結果等を踏まえ、環境モニタリング調査及び
人の健康、生態系への影響に関する調査を実施する。

　４ ．ＳＤＳ制度の対象物質とは、人や生態系への有害性があり、環境中に広く存在
すると認められる物質として選定されたベンゼンやダイオキシン類などの第１種
指定化学物質であり、第２種指定化学物質は含まれてない。



19

【問題35】　大気汚染防止法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

　１ ．この法律において「粉じん」とは、「特定粉じん」をいい、「一般粉じん」は該
当しない。

　２ ．この法律において「ばい煙」とは、燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電
気の使用に伴い発生するばいじん等をいい、燃焼に伴い発生するいおう

4 4 4

酸化物は
含まれない。

　３ ．特定粉じん排出等の作業基準は、特定粉じんの種類及び特定粉じん排出等作業
の種類ごとに作業方法基準として、都道府県知事が定める。

　４ ．特定工事を施工する者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業につい
て、作業基準を遵守しなければならない。

【問 題36】　平成28年４月に制定された「民間連合協定マンション修繕工事請負契約
約款」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

　１ ．本契約約款は、マンション共用部分を対象に実施される外壁修繕工事、屋上防
水工事、給排水管の更新工事等の大規模修繕工事での利用を想定している。

　２ ．分譲マンションの場合の発注者は、管理組合が法人格の場合は管理組合、法人
格でない場合は区分所有法上の管理者となるが、賃貸マンション等における利用
は想定されていない。

　３ ．受注者は、総合建設会社、専門工事会社、マンション管理会社等が想定され、
建物改修工事以外の駐車場等の増設工事も本契約約款の対象となる。

　４ ．発注者が「監理者等」を定めた場合には、発注者は「監理者等」の名称、業務
内容、業務範囲、業務責任等を書面で受注者に通知する義務があるとしている。
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【問 題37】　マンション計画修繕工事における諸官庁への申請、届出、報告の提出先
及び提出期間に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

　１．危険物の貯蔵所、取扱所の設置許可申請は、施工前までに消防長に提出する。

　２．道路占用許可申請は、着工前までに警察署長に提出する。

　３ ．建設リサイクル法に基づく届出は、工事着手７日前までに都道府県知事に提出
する。

　４ ．特定元方事業者の事業開始報告は、作業開始の７日前までに労働基準監督署に
提出する。

【問 題38】　マンション計画修繕工事の現場における健康管理と応急処置に関する次
の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

　１ ．日本工業規格（ＪＩＳ）に基づくＷＢＧＴ基準値とは、暑熱環境における熱ス
トレスを評価する暑さ指数のことであり、単位は℃で表される。

　２ ．熱中症の「立ちくらみ」状態とは、熱中症時に脳への血流が瞬間的に不十分に
なったことにより起こる症状であり、「熱失神」とも呼ばれる。

　３ ．止血方法の一つである止血帯法とは、手足の太い血管からの出血で直接圧迫が
行えない場合に用いる方法であり、しっかり縛り上げ長時間緩ませないことが重
要である。

　４ ．熱傷は、深い熱傷と浅い熱傷、局所性熱傷と広範囲熱傷に大別されるが、局所
性の浅い熱傷は、受傷後に水道水で患部を冷やす処置が望ましい。
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【問 題39】　マンション計画修繕工事の仮設足場に関する次の記述のうち、最も適切
なものはどれか。

　１ ．くさび緊結式足場の支柱の間隔は、桁行方向及び梁間方向共に1.85m以下で計
画する。

　２ ．わく幅900㎜の標準わく組足場の最大積載荷重は、１スパン当り500㎏以下と
した。

　３ ．移動昇降式足場は、労働安全衛生法上「足場」と同じ扱いとなるが、設置に関
しては一般的な足場の届出以外の特別な届出は必要とせず、昇降のための運転に
おいても特別な資格を必要としない。

　４ ．ゴンドラ足場設置における最大高さの制限は、ゴンドラ足場の構造により法的
に規制されている。

【問 題40】　マンション計画修繕工事の外壁補修に関する次の記述のうち、最も不適
切なものはどれか。

　
　１ ．張付けモルタルにて施工された50角タイル陶片の浮き補修方法として、注入口

付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法を選択した。

　２ ．手摺付根欠損の原因としては、鋼製手摺の錆や埋込手摺支柱の溶接プレートの
錆などによってその部分が膨張して起こることが多くあるが、その錆の原因の一
つとして手摺支柱内部の結露も考えられる。

　３ ．外壁コンクリートのひび割れ幅が1.2㎜で、その部位が挙動しないひび割れだっ
たので、可とう性エポキシ樹脂で補修した。

　４ ．既存塗膜を剥離する方法として、剥離剤を高圧水洗浄や超音波剥離機と併用し
て使うこともある。
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【問 題41】　外壁塗装材料「微弾性フィラー」の材料入荷管理として次の条件におけ
る予定缶数の最も適切なものはどれか。

　（ 条件：塗布面積　5,000㎡、塗布量　0.5kg／㎡、荷姿　20kg／缶　※塗装ロス
は、見込まないものとする）

　
　１．１００　缶

　２．１２５　缶

　３．１５０　缶

　４．１７５　缶

【問 題42】　日本工業規格ＪＩＳ Ａ６９０９において機能による分類をされている建
築用仕上塗材の規格名と一般に呼称されている用語に関する次の記述のうち、最も
不適切なものはどれか。

　１．一般呼称名「吹付タイル」とは、複層塗材Ｅのことである。

　２．一般呼称名「単層弾性」とは、防水形外装薄塗材Ｅのことである。

　３ ．一般呼称名「微弾性フィラー」とは、可とう形改修塗材Ｅのことであり、可と
う形改修塗材ＲＥには含まれない。

　４．一般呼称名「リシン」とは、外装薄塗材Ｅのことである。
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【問 題43】　マンション計画修繕工事における防水工事の施工管理に関する次の記述
のうち、最も適切なものはどれか。

　１ ．アスファルト系防水のトーチ工法は、改質アスファルトシートの表面又は裏面
をバーナーであぶり下地に張り付ける工法であるが、バーナーの適切な溶融加減
は作業員が習得しなければならないという問題がある。

　２ ．ウレタンゴム系防水の機械工法は、専用の吹付機械を用いて下地に吹き付ける
工法で、比較的施工前後の準備に手間が掛からない工法である。

　３ ．塩化ビニル樹脂系防水の機械的固定工法は、防水層が滑らかになるという長所
があるが、下地の乾燥や精度に影響され易く、シート相互間の接合管理が難しい
工法である。

　４ ．ＦＲＰ系防水密着工法は、下地の動きに追従しやすいという長所があるが、施
工中の異臭に対する居住者への管理上の十分な配慮が必要とされる。

【問 題44】　マンション計画修繕工事における屋上の用途・形状別の防水工法に関す
る次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

　１ ．非歩行用の屋上防水工法としては、露出仕上げと保護仕上げがあるが、どちら
も断熱工法である。

　２ ．植栽用の屋上防水工法には、防水層の上に専用のシステムを用いて植栽する場
合と保護仕上げの上に植栽する場合とがある。

　３ ．駐車場用の屋上防水工法としては、保護仕上げが必要であり、露出仕上げは適
さない。

　４ ．勾配屋根用防水工法は、斜め屋根に施工する工法のため露出仕上げの非断熱工
法となる。
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【問 題45】　マンションの給排水設備改修工事の施工管理に関する次の記述のうち、
最も不適切なものはどれか。

　１ ．洗面器などの水受容器の溢れ縁上端と水栓の吐水口との間には、逆流防止のた
めの必要な空間を設けなければならない。

　２．水道用ポリブデン管の接続方法として一般的にメカニカル継手は、使用されない。

　３ ．給水管と排水管を平行に土中埋設する場合は、水平実間隔を500㎜以上とし、
かつ給水管を排水管より上方に埋設する。

　４ ．配管保温材として一般的にロックウール保温材、グラスウール保温材、硬質ウ
レタンフォーム保温材等が使用されるが、流水音の消音対策として保温材が使用
される場合もある。

【問 題46】　マンションの設備改修工事の施工管理に関する次の記述のうち、最も適
切なものはどれか。

　１ ．排水管の改修工事をするにあたって、排水竪管は専有住戸内に設置されている
ことがほとんどであり、その場合、新たな排水通気管を新設することは不可能で
あるため、排水通気の改善は困難といえる。

　２ ．公益社団法人空気調和・衛生工学会規格で規定している屋内排水横管の勾配
は、管径が65㎜を超える場合、150分の１以上を目安としている。

　３ ．屋内消火栓設備の消火栓箱を増設する場合は、工事内容に拘らず甲種消防設備
士が消防長又は消防署長に着工届を提出しなければならない。

　４ ．ガス給湯器の排気ダクト取替え工事を行う場合には、居住者や作業員の一酸化
炭素中毒事故防止への十分な配慮が必要である。
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【問 題47】　マンション計画修繕工事における改良工事の施工管理に関する次の記述
のうち、最も不適切なものはどれか。

　１ ．共用廊下の一部に墜落防止用の手摺を設置する場合には、竪格子の 間が110
㎜以下であることを確認する。

　２ ．法的有効幅員に余裕のない避難階段に手摺等を新設する場合には、手摺等のそ
の高さ50㎝以下、かつ手摺等の出幅が10㎝以下であることを確認する。

　３ ．玄関扉の取替工法としては、大きく「かぶせ工法」、「撤去工法」、「扉交換工
法」に分類されるが、既存枠の引き抜きが必要な工法は、「扉交換工法」である。

　４ ．バリアフリー工事としてエントランスアプローチの段差部の一部をスロープに変
更する場合は、建築基準法に適合させるためスロープの勾配を８分の１以下とする。

【問 題48】　設備関連の改修工事の事前説明会で、施工会社担当者が説明した次の記
述のうち、最も不適切なものはどれか。

　１ ．インターネット設備工事でＦＴＴＨ方式とは、基本的に光ケーブルを各住戸ま
で引く方式である。

　２ ．住棟内借室に設置してある電力会社の受変電設備を屋外に移設する工事は、一
定の要件を満たせば可能な工事といえる。

　３ ．給水管の引き込み形式として「直圧直結方式」を選択する場合、道路埋設の水
道本管の供給水圧が0.1Mpa以上あれば平地５階建てのマンションへの給水は、一
般的に可能である。

　４ ．給水管更新工事の見積書に記載されている配管材料「ＰＥＰ」という略称は、
水道用架橋ポリエチレン管のことである。
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【問題49】　マンションの改修工事に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

　１ ．エレベーターの大規模な改修工事としては、すべてを取り替える「完全撤去一
括改修」と一部の機器を残す「準撤去一括改修」があるが、すべての地方公共団
体において「準撤去一括改修」は、建築基準法上の確認申請を必要としていない。

　２ ．住戸サッシは共用部分なので、原則的に改良工事を区分所有者が独自で行うこ
とはできないが、国土交通省の標準管理規約に準じて一定の手続きを行うことに
より、区分所有者が独自で行うことも可能になる。

　３ ．新設する消防用設備等の設置届は、その工事を施工した消防設備士が消防長又
は消防署長に完了から４日以内に提出する。

　４ ．通常の計画修繕工事は建築基準法上の確認申請を必要としないため、建築士の
設計は特に義務付けられていないが、一級建築士事務所として修繕設計を受託し
た場合の工事監理は、一級建築士でなければならない。

【問 題50】　マンションの改修工事に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

　１ ．改修工事に関わる保険には、法的に義務付けられているもの、請負契約書に定
められているもの、任意で加入するものに分類されるが、労働災害保険と建設工
事保険は、法的に義務付けられた保険である。

　２ ．ネットワーク工程表における「ダミー」とは架空の作業を示し、作業の前後関
係を表すものであり、作業及び時間の要素は含まれない。

　３ ．居住者が入居後に設置したルーフバルコニーの庭石が、防水工事に支障がある
場合は、管理組合を通して居住者の費用負担にて庭石の移設を依頼する。

　４ ．着工後、居住者から処分を依頼されたバルコニーの不要物である「モルタルブ
ロック」は、居住者自ら処分するようにお願いした。
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記述式試験
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【問 題１】　日本建築学会建築工事標準仕様書・同解説「ＪＡＳＳ５ 鉄筋コンクリー
ト工事」に規定されている「鉄筋の設計かぶり厚さ」を以下の部位・区分別に解答
欄に記入しなさい。ただし、計画供用期間の級は、標準とする。

    

（解答欄）

① ② ③ ④ ⑤

建物部位 屋内・屋外区分 設計かぶり厚さ

土に接しない
スラブ・耐力壁以外の壁

屋内 ①　　　　ｍｍ

土に接しない
スラブ・耐力壁以外の壁

屋外 ②　　　　ｍｍ

土に接しない
柱・梁・耐力壁

屋内 ③　　　　ｍｍ

土に接しない
柱・梁・耐力壁

屋外 ④　　　　ｍｍ

土に接する
柱・梁・スラブ・耐力壁

― ⑤　　　　ｍｍ
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【問 題２】　マンションの設備改修工事に関する次の記述のうち、文中の（　①　）か
ら（　⑤　）に該当する最も適切な語句を下記の選択語群から選び、アからタまで
の記号を解答欄に記入しなさい。

　・ 　台所・浴室の雑排水管に管径50㎜の配管が使用されている場合には、雑排水横
管の勾配を（　①　）とする。

　・ 　受水槽のオーバーフロー管と排水口との間に確保する排水口空間は、排水口径
の２倍かつ（　②　）㎜以上とする。

　・ 　ガス埋設配管の取り替え時期は、亜鉛めっき鋼管の場合「施工後およそ
（　③　）年が取り替えの目安」とされている。

　・ 　照明の明るさの基準は、照度（lx：ルクス）という単位で表され、必要な照度
については、日本工業規格（ＪＩＳ）の照度基準で決められているが、廊下は、
（　④　）lx～150lxである。

　・ 　インターネットの接続形態で、住棟引き込みまでを光ケーブルとし、光アクセ
スシステムを介して住棟内を既存の電話回線（メタリックケーブル）に変換する
方式を（　⑤　）方式という。

選択語群　

　

（解答欄）

① ② ③ ④ ⑤     

ア．１／50 イ．１／100 ウ．１／150 エ．１／200 オ．10 カ．15
キ．20 ク．25 ケ．50 コ．75 サ．100 シ．150
ス．200 セ．ＡＤＳＬ ソ．ＶＤＳＬ タ．ＣＡＴＶ
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【問 題３】　マンションの設備竣工図に記載されている図示記号について、次の名称に
該当する記号を下記の選択記号群から選び、該当する選択記号を解答欄に記入しな
さい。

　　　　　　　　選択記号群

（解答欄）

１ ２ ３ ４ ５    

名　　称

１ 弁（一般バルブ）

２ 非常用照明

３ 水栓

４ 汚水排水管

５ 換気扇

選択記号 図示記号

イ

ロ

ハ

ニ

ホ
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【問 題４】　マンションの大規模修繕工事において元請負人の「下請工事への実質的な
関与」として認められるための国土交通省の通知による役割を５つ解答欄に記述し
なさい。

解答欄

　１．

　２．

　３．

　４．

　５．
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【問 題５】　コンクリートの中性化に関する次の設問に対して簡潔に解答欄に記述しな
さい。

 注意：複数の答が考えられる場合でも、解答欄には一つのみ記述すること。

　１．中性化の進行速度を促進させると考えられる新築時の要因
　
　２．竣工後のマンションにおいて中性化を促進させると考えられる外的要因
　
　３．中性化の進行により想定されるコンクリートの劣化現象

　４．中性化の進行を抑止する工法
　
　５．中性化したコンクリートを回復する工法

解答欄

　１．

　２．

　３．

　４．

　５．






