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問 題 集

学科Ⅰ（建築計画）

学科Ⅱ（建築法規）

次の注意事項及び答案用紙の注意事項をよく読んでから始めて下さい。

〔注意事項〕

１．この問題集は、学科Ⅰ（建築計画）及び学科Ⅱ（建築法規）で一冊になっています。

２．この問題集は、表紙を含めて14枚になっています。

３．この問題集は、計算等に使用しても差しつかえありません。

４．問題は、全て五枝択一式です。

５．解答は、各問題とも一つだけ答案用紙の解答欄に所定の要領ではっきりとマークし

て下さい。

６．解答に当たり、適用すべき法令については、平成25年１月１日現在において施行さ

れているものとします。

７．解答に当たり、地方公共団体の条例については、考慮しないことにします。

８．この問題集については、試験終了まで試験室に在室した者に限り、持ち帰りを認め

ます（中途退出者については、持ち帰りを禁止します)。



学科Ⅰ（建築計画)

〔N o．１〕 日本建築史における建築様式に関する次の記述のうち、最も不適当なものは

どれか。

１．日光東照宮社殿(栃木県)は、本殿と拝殿とを 石の間」で繋
つな
ぐ権現造りであり、江戸

時代に建てられた霊
れいびょう

建築である。

２．円覚寺舎利殿(神奈川県)は、中国から伝わった禅宗様(唐様)であり、屋根の反りが

強い等の特徴をもつ建築物である。

３．東大寺南大門(奈良県)は、組物に特徴をもつ大仏様(天竺様)であり、鎌倉時代に再

建された建築物である。

４．出雲大社本殿(島根県)は、神社本殿の一形式の大社造りであり、平入りの建築物で

ある。

５．宇佐神宮本殿(大分県)は、神社本殿の一形式の 幡造りであり、切妻の内院と外院

を前後に並べた建築物である。

〔N o．２〕 用語とその単位との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。

１．容積比熱 J/(m K)

２．絶対湿度 kg/kg(DA)

３．音の強さ W/m

４．輝度 cd/m

５．熱伝達率 W/(m K)
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〔N o．３〕 室内空気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

１．建築物の内外に温度差がある場合、空気の密度の違いに伴う浮力による圧力差が生

じて換気が行われる。

２．居室の必要換気量は、一般に、二酸化炭素の許容濃度を基準にしている。

３．２室の露点温度が同じ場合、室温が高いほうが相対湿度は低くなる。

４．必要換気回数は、必要換気量をその室の床面積で除した値をいう。

５．透湿は、多孔質材料等の壁の両側に水蒸気圧差がある場合、水蒸気圧の高いほうか

ら低いほうへ壁を通して湿気が移動することである。

〔N o．４〕 伝熱・結露に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

１．建築材料の熱伝導率は、一般に、その密度が大きいものほど大きい傾向にある。

２．冬期において、暖房室と非暖房室がある場合、一般に、非暖房室は、暖房室に比べ

て結露を生じにくい。

３．換気によって室内の絶対湿度を下げることは、外壁の室内側における表面結露の防

止に有効である。

４．壁の熱貫流率は、壁の面積に影響されない。

５．窓の日射遮 係数の値が小さいほど、日射熱の遮 効果は大きい。

〔N o．５〕 日照・日射・採光に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

１．昼光率は、天空光による照度と直射日光による照度から計算する。

２．居室の日照時間の確保に当たって、住棟の隣棟間隔の検討は、一般に、冬至の日を

基準として行う。

３．建築環境工学における日照時間は、可照時間から日影時間を差し引いたものである。

４．我が国において、一般に、晴れた夏至の日における鉛直壁面への１日の最大直達日

射量は、南面より西面のほうが多くなる。

５．光ダクトは、内面を鏡面としたダクトで、採光の困難な部分へ太陽光を導くための

ものである。
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〔N o．６〕 音に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

１．透過損失は、入射音の強さのレベル(dB)から透過音の強さのレベル(dB)を差し引

いたものである。

２．遮音性能が高い材料は、一般に、吸音性能も高い。

３．反響は、音源からの直接音と反射音との時間差によって、一つの音が二つ又はそれ

以上の音に聞こえる現象である。

４．多孔質材料の吸音率は、一般に、低音域より高音域のほうが大きい。

５．騒音による不快感は、一般に、騒音の音圧レベルが同じ場合、低音域より高音域の

ほうが大きい。

〔N o．７〕 気候・気象・地球環境・環境評価に関する次の記述のうち、最も不適当なも

のはどれか。

１．気温、湿度、降水量などの気候要素のうち二つを直交座標に図示し、１年間の推移

を示した図をクリモグラフ(気候図)という。

２．暖房デグリーデーは、その地域の寒さの指標であり、その数値が大きいほど、寒い

地域を表している。

３．地球温暖化は、大気中の二酸化炭素濃度の上昇によって、地球から宇宙への紫外線

の放射を阻害することが原因の一つと考えられている。

４．建築物の建設から運用、解体に至る一連の過程で及ぼす様々な環境負荷を分析・評

価することを、LCA(ライフサイクルアセスメント)という。

５．都市の中心部の気温が郊外の気温より高くなる現象を、ヒートアイランド現象とい

う。
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〔N o．８〕 住宅の計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

１．コア住宅は、便所や浴室・厨房の給排水衛生設備部分などを１箇所にまとめた形式

の住宅である。

２．ユーティリティは、在宅勤務をするための場所で、SOHO(Small Office/Home Office)

に対応する空間である。

３．ユニットバスは、浴槽、洗い場、壁、天井、換気扇などを組み合わせた工業生産品

である。

４．ウォークインクロゼットは、衣服等の収納、整理などを行うために設けられた部屋

である。

５．アイランドキッチンは、台所設備を部屋の壁面から離し、 島」型に配置した形式の

台所である。

〔N o．９〕 伝統的な木造建築に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

１．羽重ね張りの天井において、下板の刃口は、室の上手を向くようにする。

２．目透かし天井は、天井板の厚さ程度の隙間を空けて張る天井をいう。

３．無目鴨居は、建具を入れず、溝のない鴨居をいう。

４．茶室に用いられる色紙窓は、大小二つの窓の中心軸を少しずらして、上下に配した

形式のものである。

５．数奇屋風の座敷においては、長押を設けないことが多い。

〔N o．10〕 伝統的な木造建築における床の間に関する次の記述のうち、最も不適当なも

のはどれか。

１．床脇の違い棚の上棚と下棚を連結する部材を、海老束という。

２．床の間に掛軸を掛けるために、床の間の天井回り縁の下端に取り付ける部材を、

無
む
双
そう
連
れん
子
じ
という。

３．床の間には、 真」、 行」、 草」の三つの構えがある。

４．本床は、畳寄せの上に床框
がまち

を取り付け、内部に床板や床畳を敷き込んだ床の間で

ある。

５．平書院には、地袋は付かない。
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〔N o．11〕 集合住宅の計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

１．階段室型は、低層・中層に適しており、各住戸の通風、採光を得やすい。

２．リビングアクセス型は、一般に、各住戸の表情を積極的に表に出すことを意図して、

共用廊下側に居間や食事室を配置する。

３．サービスバルコニーは、ごみ等を一時的に置くことができ、家事作業上有効である。

４．接地型におけるコモンアクセスは、居住者が共用庭を通って各住戸に入ることによ

り、居住者同士の交流を促しやすい。

５．フラット型は、一般に、メゾネット型に比べて、共用部分の廊下の面積が小さくな

る。

〔N o．12〕 敷地調査等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

１．敷地周辺の電柱や塀が傾いているので、敷地の地盤が軟弱な可能性があるものとし

て注意した。

２．建築物の位置及び高さの基準とするために、ベンチマークを設けた。

３．敷地調査で磁北の方向を測定し、その方向を真北として建築確認申請の設計図書に

明示した。

４．低層住宅地において、プライバシー確保のため、隣地の建築物の窓の位置を確認す

るとともに、計画する建築物の窓を隣地境界線から１m以上離した。

５．大通りから敷地に至るまでの道路において、居住者の車両と工事車両の往来が可能

か確認した。

〔N o．13〕 住宅の諸室等の一般的な平面寸法として、最も不適当なものは、次のうちど

れか。

１．洋式の浴槽を設ける浴室を、160cm×160cmとした。

２．６人家族の食事室を、270cm×360cmとした。

３．自転車１台当たりの駐輪スペースを、60cm(幅)×190cm(奥行)とした。

４．玄関の土間の広さを、125cm(幅)×140cm(奥行)とした。

５．普通乗用車２台用の車庫のスペースを、400cm(幅)×580cm(奥行)とした。
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〔N o．14〕 平家建住宅の設計において、屋根勾配及び軒高・軒の出を同一とした屋根伏

図Ａ～Ｅに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。ただし、それぞれの住宅

の平面形状及び床面積は同じとする。

１．棟高が最も高いものは、Ｃである。

２．Ｂの大屋根部分は、大棟と隅棟をもつ寄棟屋根である。

３．ＡとＤの屋根面積は、同じである。

４．ＣとＤの東側から見た屋根の見付面積は、同じである。

５．Ｅの大屋根部分は、上部の屋根を切妻とし、下部の屋根を四方に葺きおろした入母

屋屋根である。
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〔N o．15〕 一戸建住宅の屋内階段に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

１．手摺
すり
の端部は、上下階で床面に対して平行に300mm延ばし、下向きに曲げた。

２．階段の昇り口の壁に設ける足元灯の高さを、１段目の踏面から上方に300mmとし

た。

３．階段の手摺
すり
の太さを直径35mmとし、手摺

すり
と壁のあ

・
き
・
を45mmとした。

４．階段の蹴込み寸法は、昇る際につまずかないように、20mmとした。

５．２階からの階段の降り始め３段を、曲がり部分として計画した。

〔N o．16〕 住宅の窓の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれ

か。

１．上げ下げ窓の下部の建具は、雨仕舞に配慮して、屋外側にする。

２．突出し窓は、建具の上端を水平回転軸として開閉する方式の窓である。

３．片開き回転窓は、片開きの機能と縦軸回転の機能が一体となった窓である。

４．横滑り出し窓は、建具の上
かみ

框
がまち

を下げながら下
しも

框
がまち

を外側に開く窓である。

５．片引込み窓は、窓全体を開くことができるが、雨仕舞に配慮する必要がある。

〔N o．17〕 高齢者、身体障がい者等に配慮した一戸建住宅の計画に関する次の記述のう

ち、最も不適当なものはどれか。

１．車椅子の90度の方向転換を考慮して、直角に曲がる廊下の有効幅を900mmとした。

２．車椅子の使用を考慮して、地面からの高さが200mmの玄関ポーチへのスロープの

水平距離を1,600mmとした。

３．浴槽の縁の高さを、洗い場の床面から400mmとした。

４．寝室には、車椅子の回転を考慮して、直径1,500mmの円が入るスペースを確保し

た。

５．車椅子の使用を考慮して、便所の出入口の有効幅を850mmとした。
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〔N o．18〕 木造住宅のリフォームに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

１．台所を改修するに当たり、ガスコンロに接する壁を、合板下地ビニルクロス張りと

した。

２．和室を洋室に改修するに当たり、竿縁天井は、下地となる野縁の間隔が大きかった

ので、天井板、竿縁は解体撤去し、下地から改修した。

３．断熱性を高めるため、壁の中の空気が動くことを防ぐ気流止めを設けた。

４．１階の床を改修するに当たり、床下に防湿フィルムを設け、防湿対策を行った。

５．外部からの騒音を軽減するため、サッシを二重にするとともに、外壁の室内側の

せっこうボード下地を二重張りとした。

〔N o．19〕 建築設備に関する次の用語の組合せのうち、最も関係の少ないものはどれか。

１．冷暖房設備 成績係数

２．換気設備 シックハウス

３．給水設備 コールドドラフト

４．給湯設備 レジオネラ属菌

５．照明設備 引掛けシーリング

〔N o．20〕 冷暖房・換気設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

１．FF式暖房機は、室内空気を燃焼に用いない方式である。

２．電気式ヒートポンプ暖房は、一般に、電気ヒーター暖房に比べて、エネルギー効率

が高い。

３．冷暖房をファンコイルユニット方式によって行う場合、ドレン配管が必要である。

４．外壁に設ける換気扇を給気口の近くに設置すると、室全体の換気の効果は低下しや

すくなる。

５．台所には、ガスレンジの燃焼ガスや湯気等の除去のため、第２種換気方式が用いら

れる。
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〔N o．21〕 給水設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

１．ウォーターハンマーは、給水管内の流速が遅い場合、発生しやすい。

２．浴室のシャワーの給水圧力は、形式に応じ40～160kPaに設定する。

３．水道直結直圧方式は、水道本管の水圧によって建築物内の必要箇所に給水する方式

である。

４．大便器の洗浄方式におけるロータンク方式は、連続して使用することが困難である

ので、不特定多数の人が利用する便所には適していない。

５．バキュームブレーカは、大便器洗浄弁のように吐水口空間が確保できない場合に設

置する。

〔N o．22〕 排水通気設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

１．わんトラップは、わんの形状をした部品を組み合わせて、水封を形成する構造のト

ラップのことである。

２．水飲み器、食器洗浄機、医療用機器などの排水は、衛生面を配慮し、直接排水系統

に接続する。

３．排水立て管の頂部は、配管径を縮小することなく伸頂通気管として延長し、そのま

ま大気に開放する。

４．排水横枝管及び排水横主管の起点等には、掃除口を設ける。

５．トラップの封水が減少し、排水管などからの空気が通過する状態になることを破封

という。

〔N o．23〕 照明設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

１．LED電球は、点滅頻度が多い箇所に適していない。

２．拡散パネルやルーバーなどを装着した照明器具は、グレアの防止に有効である。

３．蛍光ランプは、白熱電球に比べて、ランプ効率(lm/W)が高い。

４．照明設計に用いる室指数は、器具の配光や内装材の反射率が同じ場合、その値が大

きいほど照明率は高い。

５．初期照度補正制御は、照明設備の省エネルギーが期待できる。
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〔N o．24〕 建築設備の配管に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

１．さや管ヘッダ工法の場合の配管には、一般に、ポリブテン管、架橋ポリエチレン管

などの通管しやすい樹脂管が使用されている。

２．上水配管と雑用水配管とを弁を介して接続した場合は、クロスコネクションに該当

する。

３．給湯配管の伸縮によって、配管、機器又は建築物に損傷を与えるお
・
そ
・
れ
・
がある場合

は、伸縮管継手などを設けて防止する。

４．給水配管には、上向き配管方式の場合、管内の空気を抜くための弁を設ける。

５．雨水排水ますには、雨水中に混在する泥などが円滑に自然流下できるように流れの

方向にインバートを設ける。

〔N o．25〕 建築設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

１．冷媒として二酸化炭素を用いた住宅用空気熱源ヒートポンプ給湯機は、一般に、夜

間電力を利用している。

２．太陽エネルギーを利用する方法には、窓などに入射する日射を暖房に利用するパッ

シブシステムと、太陽熱集熱器や太陽電池を用いて太陽エネルギーを活用するアク

ティブシステムがある。

３．太陽電池は、半導体素子の起電力を利用して太陽光エネルギーを電気エネルギーに

直接変換するものである。

４．燃料電池は、都市ガスなどから取り出した窒素を空気中の酸素と化学反応させて発

電する装置である。

５．雨水浸透設備には、浸透ます、浸透トレンチなどがある。

計画 ― 10―



学科Ⅱ（建築法規)

〔N o．１〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

１．請負契約によらないで自ら建築物の工事をする者は、 工事施工者」である。

２．平家建住宅の構造上重要でない床の過半の修繕は、 大規模の修繕」である。

３．風圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支える方づえは、 構造耐力上主要な部

分」である。

４．れんがは、 耐水材料」である。

５．住宅に附属する塀は、 建築物」である。

〔N o．２〕 図のような建築物の軒の高さとして、建築基準法上、正しいものは、次のう

ちどれか。

１．イ

２．ロ

３．ハ

４．ニ

５．ホ

法規 ― 11―
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〔N o．３〕 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指

定する区域を除く。)における木造２階建の一戸建住宅に関する次の行為のうち、建築基準

法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築物の高さはいずれ

も９m以下とする。

１．延べ面積160mの大規模の模様替

２．延べ面積150mの移転

３．延べ面積100mの新築

４．床面積70mの改築

５．床面積15mの増築

〔N o．４〕 建築基準法上の手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

１．床面積の合計が10mを超える建築物の除却の工事施工者は、当該建築物を除却し

ようとする場合においては、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県

知事に届け出なければならない。

２．木造２階建、延べ面積150mの一戸建住宅を展示場に用途の変更をする場合、確

認済証の交付を受けなければならない。

３．木造２階建、延べ面積110mの一戸建住宅の新築の工事施工者は、建築士である

工事監理者を定めなければならない。

４．特定行政庁が指定する特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検

査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

５．木造２階建、延べ面積150mの共同住宅を新築する場合、建築主は、原則として、

完了検査の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該共同住宅を使用し、又は使

用させてはならない。
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〔N o．５〕 次の 居室の種類」、 居室の床面積」及び 居室の開口部で採光に有効な部分

の面積」の組合せのうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣

が定める基準に従った照明設備の設置や有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置

は講じられていないものとする。

〔N o．６〕 木造２階建、延べ面積150mの一戸建住宅に設ける１階から２階に通ずる

屋内階段に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

１．階段の幅は、80cmとした。

２．階段の高さが3.1mであったので、踊場を設けなかった。

３．けあげの寸法は、23cmとした。

４．幅８cmの手すりが設けられた階段の幅は、手すりの幅をないものとみなして算定

した。

５．回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の広い方の端から30cmの位置におい

て15cmとした。
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１．

居室の種類

診療所の入院患者のための談話室

２． 寄宿舎の寝室

３． 住宅の居室

４．

５．

保育所の保育室

小学校の教室

居室の床面積

10.0m

13.0m

14.0m

42.0m

64.0m

居室の開口部で採光
に有効な部分の面積

1.2m

2.5m

2.7m

6.2m

13.0m



〔N o．７〕 住宅の換気設備に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはど

れか。ただし、国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。

１．換気設備を設けるべき調理室(換気扇等は設けられていない。)の給気口は、天井の

高さが2.4mであったので、その上端を床面から1.1mの高さとした。

２．給気口の有効開口面積は、国土交通大臣が定める数値以上とした。

３．換気設備を設けるべき調理室において、火を使用する設備の近くに排気フードを有

する排気筒を設けたので、その排気フードを準不燃材料で造った。

４．子ども部屋には換気上有効な窓を設け、その換気に有効な部分の面積を、その子ど

も部屋の床面積の
１
15

とした。

５．換気設備を設けるべき調理室の排気口は、煙突又は排気フードを有する排気筒を設

けることが困難であったので、その下端を天井から下方75cmの高さとした。

〔N o．８〕 木造２階建の一戸建住宅に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しない

ものはどれか。

１．居室の採光のための窓の採光に有効な部分の面積の算定に当たっては、障子で仕切

られた２室の居室を１室とみなした。

２．床が木造である１階の居室における外壁の床下部分には、基礎を鉄筋コンクリート

造のべた基礎としたので、壁の長さ６mごとに、面積300cmの換気孔を設けた。

３．便所の天井の高さは、2.0mとした。

４．下水道法第２条第 号に規定する処理区域内であったので、便所を水洗便所とし、

その汚水管を合併処理浄化槽に連結した。

５．敷地内の排水に支障がなかったので、建築物の敷地は、これに接する道の境よりも

低くした。
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〔N o．９〕 木造２階建、高さ９mの建築物の構造耐力上必要な軸組の長さを求める場合、

軸組の種類」と その長さに乗ずる倍率」との組合せとして、建築基準法上、誤っているも

のは、次のうちどれか。

１．厚さ３cmで幅９cmの木材の筋かいを入れ、木ずりを柱及び間柱

の片面に打ち付けた壁を設けた軸組 ２倍

２．厚さ4.5cmで幅９cmの木材の筋かいを入れ、土塗壁を設けた軸組 2.5倍

３．厚さ３cmで幅９cmの木材の筋かいをたすき掛けに入れ、木ずり

を柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組 ４倍

４．厚さ4.5cmで幅９cmの木材の筋かいをたすき掛けに入れ、木ずり

を柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組 4.5倍

５．９cm角の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組 ６倍

〔N o．10〕 木造２階建の建築物(金属板ぶき、各階の床面積70m)の２階部分について、

床面積から算定される構造耐力上必要な軸組の最小限の長さ」を計算する場合、 床面積」

と 床面積に乗ずる数値」との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれ

か。ただし、２階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設けないものと

し、建築基準法施行令第88条第２項の規定に基づく 地盤が著しく軟弱な区域」の指定は

ないものとする。
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１．

床面積

140m

２． 140m

３． 70m

４．

５．

70m

70m

床面積に乗ずる数値

21cm/m

15cm/m

29cm/m

21cm/m

15cm/m



〔N o．11〕 建築基準法第22条第１項の市街地の区域内にある木造建築物(耐火建築物及

び準耐火建築物でないものとする。)において、建築基準法上、その外壁及び軒裏で延焼の

お
・
そ
・
れ
・
のある部分を防火構造としなければならないものは、次のうちどれか。

〔N o．12〕 建築基準法第35条の２の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、

誤っているものはどれか。ただし、主要構造部は、耐火構造でないものとし、居室は、内

装の制限を受ける 窓その他の開口部を有しない居室」に該当しないものとする。また、自

動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階

避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認につい

ては考慮しないものとする。

１．木造２階建、延べ面積120mの住宅における２階部分にある調理室は、内装の制

限を受けない。

２．内装の制限を受ける調理室において、床面からの高さが1.2m以下の壁の部分の仕

上げは、内装の制限の対象となる。

３．木造平家建、延べ面積80mの事務所にある火を使用する設備を設けた調理室は、

内装の制限を受けない。

４．内装の制限を受ける居室において、天井がない場合、原則として、屋根の室内に面

する部分の仕上げは、内装の制限の対象となる。

５．木造平家建、延べ面積25mの自動車車庫は、内装の制限を受ける。

法規 ― 16―

１．

用途

自動車車庫

２． 長屋

３． 倉庫

４．

５．

一戸建住宅

寄宿舎

階数

１

１

２

２

２

その用途に供する
部分の床面積の合計

60m

210m

60m

150m

180m



〔N o．13〕 都市計画区域内にある図のような敷地について、建築基準法上の敷地面積と

して、正しいものは、次のうちどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域

の指定はないものとし、敷地、隣地、宅地及び道の相互間に高低差はないものとする。

１． 190m

２． 195m

３． 200m

４． 205m

５． 210m
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建築基準法第42条第２項の
規定に基づき特定行政庁が
指定した道

10m

22
m

3m

隣

地

隣

地

がけ地

2m

敷 地

宅 地



〔N o．14〕 次の建築物のうち、第一種低層住居専用地域内において、建築基準法上、新

築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地

域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

１．平家建、延べ面積100mの日用品の販売を主たる目的とする店舗

２．平家建、延べ面積200mの図書館

３．２階建、延べ面積150mの診療所

４．２階建、延べ面積160mのクリーニング取次店兼用住宅で、クリーニング取次店

の部分の床面積が50mのもの

５．２階建、延べ面積250mの共同住宅に附属する平家建の自動車車庫で、床面積が

50mのもの

〔N o．15〕 次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただ

し、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないも

のとする。

１．第二種低層住居専用地域内における２階建、延べ面積300mの老人ホーム

２．第一種中高層住居専用地域内における２階建、延べ面積300mの旅館

３．準住居地域内における作業場の床面積の合計が120mの自動車修理工場

４．近隣商業地域内における２階建、延べ面積300mの教会

５．工業地域内における２階建、延べ面積300mの共同住宅
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〔N o．16〕 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる木造住宅の

建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、

地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、図に示す範囲に高低差はないものとする。
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計 算 式

１．

２．

(10×16)×
８
10
＋(10×10)×

６
10

３．

４．

(10×16)×
９
10
＋(10×10)×

７
10

(10×16)×
10
10
＋(10×10)×

８
10

５． ｛(10＋16)×10｝×
10
10

｛(10＋16)×10｝×
８
10

建築面積の最高限度

188m

208m

214m

240m

260m

6m 16m 10m

4m
10
m

隣

地

宅

地

道

路

準防火地域
近隣商業地域

都市計画で定められた

建ぺい率
８
10

街区の角にある敷地
として特定行政庁が
指定した敷地

敷 地

隣 地

宅 地

道 路

準防火地域
準住居地域

都市計画で定められた

建ぺい率
６
10



〔N o．17〕 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる事務所の延

べ面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、特定道路の影響はないものとし、建築物

には、自動車車庫等の用途に供する部分はないものとする。また、図に記載されているも

のを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、図に示す範囲に高低差

はないものとする。
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計 算 式

１．

２．

｛(８＋10)×10｝×
40
10

３．

４．

(７×10)×
20
10
＋(10×10)×

40
10

(７×10)× ６×
４
10

＋(10×10)× ６×
６
10

５． (７×10)×
20
10
＋(10×10)× ６×

６
10

(８×10)×
20
10
＋(10×10)×

40
10

延べ面積の最高限度

720m

560m

540m

528m

500m

建築基準法第42条第２項の規定に
基づき特定行政庁が指定した道

10m

6m
10
m

2m
8m

宅 地

道 路

隣

地敷 地

隣

地

宅 地

準住居地域

都市計画で定められた

容積率
20
10

近隣商業地域

都市計画で定められた

容積率
40
10



〔N o．18〕 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、Ａ点にお

ける地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、第二種低層住居

専用地域の都市計画において定められた建築物の高さの最高限度は12mであり、敷地は

平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載さ

れているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制

(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建

築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
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１．

計 算 式

１×1.25＋５

２． ２×1.25＋５

３． (５＋１＋１)×1.25

４．

５．

(１＋５＋１＋１)×1.25

(２＋５＋１＋１)×1.25

高さの最高限度

6.25m

7.50m

8.75m

10.00m

11.25m

第二種低層住居専用地域

都市計画で定められた

容積率
10
10

5m 7m1m1m 1m

隣 地

隣

地

宅

地

道

路
1m

4m
4m

4m

2m
隣 地

建築物

Ａ点

真
北

敷 地



〔N o．19〕 防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤ってい

るものはどれか。

１．準防火地域内において、２階建、延べ面積150mの一戸建住宅を新築する場合、

耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

２．準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のお
・
そ
・
れ
・
のある部分に、そ

の構造が準遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合する防火設備で、国土

交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを設

けなければならない。

３．準防火地域内において、外壁が耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接し

て設けることができる。

４．防火地域内にある高さ3.5mの看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆

わなければならない。

５．防火地域内において、２階建、延べ面積130mの一戸建住宅を新築する場合、耐

火建築物としなければならない。

〔N o．20〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

１．確認済証の交付を受けた建築物の建築の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書

を当該工事現場に備えておかなければならない。

２．特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した巡査派出

所は、道路内に建築することができる。

３．工事を施工するために現場に設ける事務所については、確認済証の交付を受けなけ

ればならない。

４．建築監視員による建築の工事の施工の停止命令に従わずに当該工事を続行した工事

の施工者は、罰則の適用を受ける。

５．建築物の建築のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物

又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなけれ

ばならない。
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〔N o．21〕 木造建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

１．木造建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を、原則として、文

書で建築主に報告しなければならない。

２．建築士事務所に属する木造建築士は、６年ごとに登録講習機関が行う木造建築士定

期講習を受けなければならない。

３．木造建築士は、木造２階建、高さ９m、延べ面積300mの建築物の新築の設計及

び工事監理を行うことができる。

４．木造建築士は、設計を行った場合においては、その設計図書に木造建築士である旨

の表示をして記名及び押印をしなければならない。

５．都道府県の区域を異にして住所を変更した木造建築士は、その日から30日以内に、

その旨を、免許を受けた都道府県知事並びに変更前及び変更後の住所地の都道府県

知事に届け出なければならない。

〔N o．22〕 建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれ

か。

１．都道府県知事は、建築士法の施行に関し必要があると認めるときは、当該職員をし

て建築士事務所に立ち入り、図書その他の物件を検査させることができる。

２．建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する

事項を記載した帳簿及びその業務に関する図書を保存しなければならない。

３．建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、

毎事業年度経過後３月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提

出しなければならない。

４．建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績、属する建築士の氏名等

を記載した書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の

求めに応じ、閲覧させなければならない。

５．建築士事務所の開設者は、設計受託契約を建築主と締結しようとするときは、あら

かじめ、当該建築主に対し、所定の 重要事項」について、これらの事項を記載した

書面を交付して、自ら説明しなければならない。
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〔N o．23〕 次の記述のうち、 建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、誤っているも

のはどれか。

１． 耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。

２． 耐震改修」には、地震に対する安全性の向上を目的とした模様替が含まれる。

３．国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針

を定めなければならない。

４．都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐

震改修の促進を図るための計画を定めるものとする。

５．建築物の耐震改修をしようとする者は、建築物の耐震改修の計画を作成し、国土交

通大臣の認定を申請することができる。

〔N o．24〕 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

１． 都市計画法」に基づき、地区計画の区域(所定の再開発等促進区が定められている

区域)内において、建築物の建築を行おうとする者は、原則として、当該建築に着

手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日等

を市町村長に届け出なければならない。

２． 建設業法」に基づき、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該

建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の総額が政令で定める

金額以上になる場合においては、監理技術者を置かなければならない。

３． 建築士法」に基づき、木造建築士は、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当

する場合、一級建築士事務所の開設者となることができる。

４． 住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅を新築する建設工事の請負

契約においては、請負人は、工事の完了した時から10年間、住宅のうち構造耐力

上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕
か
疵
し
(構造耐力又は雨水の浸入に影

響のないものを除く。)について、所定の担保の責任を負う。

５． 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、移動等円滑化

経路を構成する敷地内の通路の幅は、120cm以上でなければならない。
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〔N o．25〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

１． 長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく 長期優良住宅」とは、住宅で

あって、その構造及び設備が長期使用構造等であるものをいう。

２． 宅地造成等規制法」に基づく、宅地造成工事規制区域内の宅地造成において、切土

又は盛土をする土地の面積が500mを超える場合は、原則として、都道府県知事

の許可を受けなければならない。

３． 宅地建物取引業法」に基づき、２以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地

建物取引業を営もうとする者は、事務所を設置するそれぞれの都道府県知事の免許

を受けなければならない。

４． 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、床面積の合計が80m

以上の木造建築物の解体工事の受注者は、正当な理由がある場合を除き、分別解体

等をしなければならない。

５． エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、建築物の建築をしようとする

者は、基本方針の定めるところに留意して、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損

失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のため

の措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資

するよう努めなければならない。
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