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一般注意事壌

試験簿1台の合図があるまで、試験問題 II了:を 開いてはい |ザ

‐
ません。

ます.ま た、4t審 な,動をみかけた場合、持ち物等の輸査をさせて いただく場合があります。

(3)不正縁1欅畿審用いて受験 した壌奮 iよ 、即亥蠅 菫を命じます。さら|こ 、技術士法の規定により、

その後 l霧間の受験が禁止されます。

(1' 試験関指鶴 0分鐵及び試験終了前の 10分聞|よ 、退菫を認めません。無断で退菫 した場合は、

「失格 :́と なります。

試験開摯後も0分を経過 ヒ́てからは、格案が完成しま1‐場合の進室や手洗いのための ・時還室を

認めますので、希望するときは、蓮くず手を挙げ監督員の指示に従つて ドさい。無断で遮室した

場‐舎1ま、「失格Jと なります。

答業が竃成し、途申退豊する場合 (試験警『鷺権Jす 6場合も含む。)(ま、答案用紙のみ所定仰

簸:球議して下さもヽ。試験鷲題は机上に残し、受験鶏及び誘持轟をすべて持つて退室して下さしヽ。

試験絡了後、答案溝織めみ断定籍箱に投繭し、試験聞題、受験露及び断持轟をすべて持つて一

量退室導て下さしヽ。

試験機苺の内容や答案用紙の書き方:こ 関する質問には、 ‐切お答え致し,ま せん.

次め試験料議の試験開始1裁 12時 30分です。12時 15分まで1通着席して下さい。
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(7)

盆 試験間題につしヽて

(1' 受験申:.ム を 1,た 技術部門の試験靭趣冊子であることを確認 lン でドさい。

(2)試験問覇′)落丁などがあった場合i■ 、手を挙げて監督員i三 中 tィ 汁|・ギ下さい。

(1)本科鶏 (10100～ 11:30)め 試験終了時刻驚で在驚なた場合|ま 、試験購懸密持ちj機 っても構 tヽ ま

せん。ただし～途申進窒した場膏は、本科動の試験蘭題を持ち蟻ること|ま できません。

注意事壌鐘轟轟織 |こ続きます。

公益社団法八 日本技術士会



平成25年度披衛壼欝二次試験問題 〔建設部機〕

9饉設部群3番必須科鶴意機

次の2●問題のうち15間艤を選(バ解答せよ.(解客欄 :■ 1■)だ tサ
‐
1・ ―クす碁ことぃ)

I… 1 載が鐵鼻社会経済の現況に関する次の記ぶのうt).最 も憧切なものはどれ′か中

舎 平1戎24年版交逸安全白書によるお,平成2お年における哉が鐵弗道鰺交i畿 事故による

死者数は,昭和45年 のピータ時に比べると大幅に減少 しているものめ,65歳以 ヒ繰轟

鹸者 |ゆ 交通事故死者数は全体の 7審1警 上国っていも.

② 気簑変動に関する国際連合枠組条織の京都議定書において,裁が国は2oo8年～霊〔資Ё

年鍮:二室効果ガスめ排轟量の平均を,基準年に対 してい%削減するLと なされた。

O 平成24年 3海 末現在の我が鶴0建設業許可業者驚は, ピータであった.平成 5年 念月

末:■ IL較 して約 5割減少し―ている今

④ 軍1上社会保障 。人口鑓題研究所が平成24:年にイTっ た出生中位推計によると、我が欄

の総人口は,平成4念年には 1億ムを常11■ むとされ
‐
でいる。

Q 近年め東アジア講圏 `地‐域録物流め拡大脅受け}験が闘の世界の海上童ンテチ費核取

扱量:■ 占める2()環 0年 :二 おけるかェア(■ 2000年 :こ ″
=較

して拡大 t´ ている。

I― 逸 |■戒24年 8月 31密 に鐵議決12さ オ1.た 「帯1会資本整備重点計画」に関す る次4)言

=述
轟うち,最 も不適切な t、 のはどれかり

ll, 静l・ 爾の然実な連捗脅図るため予案籠りべき事業 施゙策の機要杏f盤種別でなく,事業別

に整理 し′た,

9 鶴■的に政策露
'簿

|ぬ 驚成を図るため,様々な分野の事業 "撫策を導携 t.て いくことが

重要・
:lあ るとt.た。

0 計‖岬問より長期釣横断的な政策薔標委f設定 した上で,問 じ政策 繊標を共有す碁事

業 を綺策の集合体を整騨することにより,「・n長期的なな1会資本整備
`)あ

る・ ミき姿を提
=

t.´ た。

の 計馘難錦中

`■

おいて戦略的 。驚点的に実施すべき事業・施策を崎らか i■ サ・ るため、

1選挙1と 集中」の基準を明示した。

O‐ 重点目標の主な事項のうち,麟たな政策機幾に力:応 し今後の施策の■:向性を示すため,

そのし成状れを定量的に測定するための新しい指標を設定した。

9 顧I曇 1/10



[-3 公共工事の品質確保のための施策に関する次の記述のうち"最 t,不適明なものはど

れ か 。

0 建設費結減の有効な提案を t/た 者にその縮減額の 部ヽを還元するVE方式 |ま ,民間の

保魂する技術によるコス ト縮滅だ:ナ でなく,技術欄発に対するインセンティプを与える

こ′1で品質確俸 1場 経に結びつく効果を持っている。

② 品質
‐N/ネ ジメン トシステムであるIS09()()14念 0(〕 8年版)の特徴は, トップマネジメ

ン トの関与,顧零堂1見,文書イに〉継統的改善などである。

0 発
=者

は,公共工事の議薫な履行を確保するための体需」を整備 1/ておくことが原則で

あるが,その技術者が苓足する場合|■ は性能規定発注方式の活鱗が品質確保のための有

効な手段とな ,得る。

④ 技術基準の性能規定fに は,従来のは様 |こ とらわれなしヽ新しい技術の薄発や多様な構造

物の設計:が 可能となり,問 ・機育との構造物のI簿 質向上やコスト縮減が期待できる。

⑤ 品質確保の観点から・低入札価格調査確1度及 1バ最低無1猥価格備り度をi灘切に活用するこ

とにより,ダンピング受お1を排除‐→ること:ま 薫要である。

-4 公共事業におけるコス }・ 縮滅:L関する次の記述のうち,最 も不適切なものはどれか。

e :轟 土交通省公共事業コス ト構造改善プログラムJの取り組み脅中で=読達の最適イヒ

を推進し4て いるが,具体的な施策の 1つ とし′て,すべての一般競争入本L案件 :こ ユニッ ト

プライス理積算方式の導入を圏ることとし,・ぼいる゛

② 圏圭交通省は,平成20年度から5年蘭で,平成19年度とiL較 して,15%の 総合ヨ

ス ト改善率の達成ケ霧標 としている。

③ 設計段階での憲ス ト縮減策の薇つとしノで;設計の早期段階から設計VEを行い,専 F電

家の提案,ア ドバイスを得る仕組みを構築することが挙げられる。

④ 窟ス :ヽ 縮減策の 1つ として,地域の実情に■った合理的な計画 `設計を推進するため、

ローカルルールの設定を健進することが挙げられる。

⑤ 事業をスピー ドアップすることにより,事業便益の早期発1現‐が可能となるため,コ ス

ト縮減につながる菫

0‐ 【I曇 2/10



』-5 我が国の自上計画及び国土申1用等に蘭する次の記述のうち)最 t,不 適切なttの はど

オし́から

O 轟土形成計画法は,熙土和:用 計画法と相まつて国民が安′かして豊かな生活を営む
=二

と

ができる経済社会の実I駐 に寄与するこ.と を籠的とtノ ている.

② 臓土形成計画法に基づくよ域地方計画は,現在:首着F圏 ,中都圏及び近畿圏のみで定

めら■してし`る。|

0 置土希1周 計画法に基
y'く

111地申1驚 基本書1画には,書l市 地域,農業地域学森林地域,自

然を園地域及び白熱保全地域を定めるものとされているこ

の 豪
‐
雪1囃多帯対策特別措置法により指定された豪雪地帯の面積は,我が自の国土面積の約

5割に達してし`る.

0 平成25年地価公示に基づく平成24年 の地価動義をみると,全国平均では地価は性然

とt,て 下落を示したが, 卜落率は縮小 L.)L昇 ^横ばいい地点も大幅に増力豪し/て いる。

1-蟻  我が1国 において現在推進され
'Iい

る 1都市再生1及び「地域再生Jに業する次の記

述のうち,最 て、不通勢なものはどれか。

① 藤市再生基本方参十においては,素が自の活力の源泉である都市なついて,その魅力と

国際競争力を高め,都市再生を実現するためには、公共だけでなく民間など関係者が総

力を碩注することが重要であるとされてしヽるり

① 樹■再生基本方幸l itお いて1■ ,都市再生に当たって,人 購減少社会の働贅等を踏まえ

れば,都 T打 の機能をできる限リヨン
`く

クトなエリアに集中させる都市構造r、 と転換 t′ て

くことが重要であるとされているっ

0 者「市再生繁急整備地域内において都市再生事業を施iIし ようとする民関事業者は,民

間
‐
都市再生事業壼:画を作成 lノ ,都道府県知事の認定を受けることができる。

④ 地方公共団体が行 う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化,1魂域における

1雇 用機会の倉1出.そ の他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため,地域再

生なが定められた。

③ 地域再生基本方針においては,地域再生のため,「 地域の雇用再生プ12グ ラムJ,「 地

域の再チャレンジ推進プヨグラ′、」1「地域の地球温暖化対策推進プログラム」等を推進

することとされている。

9 [11 3/10



I-7 1$014001の 環境ゞネジメン トシステノ1に 関する次の記述のうち,最 t.不邁切なも

のはどれ́かっ

○ 環境・マネジメン トシステムは,計画,実施〉点検,マネジメン トレビ澤.―・のいわゅる

PIllC Aサ イクルを継続的に実施することi■ より,環境配慮停取 り組みの改善を図るも

のである。

② 環境方針|ま )ト ップ'マ ネジメントが定め,文書にすることが必要であり、組織で働く

又は組織のために働くすべての人 |二 周無するはか=誰で 4)入 手・できるようti tガ ておかな

ければならな,｀ .

伸 環境マネジメントシステムでは,ISOが定める環境改善や環境漁荷低減
「
・ 諄標値を達

成し/な ければならない。

① 難境マネジメントシステムでは1環境に関する緊急事態や事故の可籠性について予め

検討 L′ , どのように対応するかの手順を確立しなければなをンない。ま.た ,緊急事態や事

故が発生した場合は
'■

,有害な環境影響を予防・緩和するとともII.■ の手i編のレビニ

ーもしなければならないゃ

〇 環境マネデメントシステムで|ま :難筑マネジメントシステムが裁細 〉要求事1項 を含め

て、計画された取決め事項に議合し.=適切に実施・維持されているかを判なするため,

内部監査を行わなければならないこ

,

①

②

0

念 環境省が策定 し.=使用 し′ているレットリ ス トのカテゴリー定義に関する次の記述の

ち,絶滅危惧選類 として最も適切なものはどれ′か。

絶減の危険が増大 している種 =ぐ :現在の状態をもなら t′ た圧連要閃が

'|き

続き作用す

る場合,近い将来,上位カテゴリーに移構することが確実と考え tpれ,る t3の。

絶滅の危機に巖 している種で,現在の状態をもたらした圧迫要因がラ|き 続き作用する

場合,野生での存続が困難なもの。

存続基盤が進弱な種で,現時点での絶滅危険度は小さいが,生‐急条件の1変化によって

は上位カテゴリーに移行する要素を有するもの。

地域的に孤立 している優体鮮で,絶減のおそれが高いもの。

絶滅の危機に藤 している種で)ご く近い将来における野生での絶滅の危険性が極め

て高いもの。

①

・⑤

摯 番I量 4/10



I… 9 ゼロメー トル地様にお :す る高潮災書に関する次の記iお のうち,最 も適勢な 1)の はど

れ か 。

① 2■05年 (平成17年)3購 に米国南部に上陸 Lン たハリケーン・カ トリーナは)ニ ュー

オリンズ市だけで 1万人を超える死者をもたらすなど甚大な被害を手|き 起二 Lノ =ヽゼロメ

ー トル地帯が高潮に襲われた際の打撃の大きさを改めて認識させることとなった。

② ゼロメーヽ トル地帯とは,一般に標真が計画高潮位以下の地区を指し,高態時に破堤が

起こると,堤内4111の 漫本画が海水藤と同等になるまで外水が流入し.,浸本深が大きく,

排水も困難となる。

③ 我が国の■大湾 (東京湾 j伊勢湾 。大阪湾)!二お
`'る

ゼ IIメ ー トル地帯の総面積は

500k■l124r超 え,こ の地幕が高潮により大規模な浸本被害を受 |す れ̀ば ,我が国の中枢機

能のホ痺など,社会経済に大きな影響が及ぶことがな念される.

0 我が国1/9二 人湾 (東京湾 。伊勢湾 。大阪湾)は ,室「=台風 (B髯和 9年),キ ティ台風

(罐・124年),伊‐
勢湾台風 (昭和34年 ))第二室戸台黒 (3召和36年)等の大型台熱によ

り甚大な高潮1災 害をi受 |ナ ′中でも伊勢湾台風では,蒸者 行ヽ方不明者が 2万人を超える

大惨事となった。

③ 我が国のぞ壼メー トル地機の高潮対策に開しては,今後の基本的方向と.し て,施設整

備よりも,万が一浸本し.た 場合の危機管理体誌Jを確立していくことが主軸になるべきと

され'Iい る。  |

I-10 舞害対策基本統に関する次
"記

述のうら,最 も不適切なも√)は どれか。

① 防長とは,災害を来然に防 ll‐ し,災書が発生した場合における被害の拡大を防ぎ,及

び災書の復 1口 を区|る ことをしヽう。

② l■l上交通‐大臣を会長とする中央防災会議は,防災基本計藤iを作成する。

③ 国:■ ,組織及び機能のすべてをあげて防災に関し,7F」 全の措置を講ずる責務を有する。

① 市岬村の地域について災害が発生し,防災の推進を図るため必要があると認めるとき

は,■灯村長は,1奮町村地域防災計画の定めるところにより、災害対策本部を設置する

ことができる。

O 政1府 は,毎年 ,‐ 防災に関する計画及び防災lt~関 してとった措置の概翼を国会に報告し

な|ナ 11,ばならないぃ
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I Tll 我が国における備環型社会形成l_関 する次の記述のうち,最 も不適切なもc7hは ど

れか。

C)嬉環型社会形成のための課題01つ である3Rと は, リデュース (発生機制), リュ

ース (再使用), ソサイクル (再生1利 用)である。

①  Fグ リーン購入法」に基づく調i菫方針においては,国 上交通省は聞伐材を賀用した公

共 i_事の講達を積極的に推進 1´ ているはか′地域の本材を活用した本進住宅つ振興に積

極的 :こ 取り織んでいる。

0 平成FO年度の建設廃棄物の排難量のうち,ア スメアル ト・翠ンクリー ト塊, コンク

リー ト壌渋び建設発生木本オの3聾:目 の排出量は約50%を 占めた。

● 平成2()年度の建設廃棄物は,■1本 系廃葉物の方が建築1系 灌棄物より多く―再資源化

率も士本系廃棄物の方が建築系廃葉物よりも高い。

③ 平成2()年度における F水汚泥のリサイクル率は約80%であつた。

‖…1盆 我が国の建設産業に関連する次の議達のうち,最 t,不適切な tぅ のはどれか。

① 建設業は,住宅 。社会資本整備の直1妾 の担い手であるとともに平成22年 :■ おける15

歳以 Lめ全就業者数の約 8%を tllゆ る重要産業の 1つであるc

② 平成23年度の建設投資 (見 itt t´ )は , ピークであった平成 4年度と比較 して約 3割

減少 しており,1「 成22年度まの建設業者数 (許可業者数)も ピークであった平成11年

度末より約 3害J減少 している。

③ 建設業における雇用労働条件のうち,年間賃金支給額 (規模10入以上の事業所,及

び年間総労働時間 (規模 5入以上の事業所)を全産業平均値と比較すると,平成21年

度においては,前者は少なく後者 |ま多い。

① 建設業の1掟 益力は低迷 L′ てお り,平成23年度の売上高営業利益率は,周年度の全産

業の平均の約半分 |こ とどまつている集

⑤ 異業種JVと は,総合工事業者 と専F電 工事業者,又は業種が異なる専Fl l■事業者同士

が結成する建設共同企業体を指 しているし
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I-13 我が国の交通ネットワ‐エクに関する次の記述ダ〉うち,最 も不適切なものはどれか3

① 置本の港湾め国際競争力の強fヒ を図ることを諷的とを′て,阪神港及び東浜港が国際ヨ

ンテナ戦略港湾に選定さオ1′ ている。

① 鉾道事業者間の乗 り換えの不使罐
'解

消)タ ーーミナルの混雄の緩称を図るため)現在 ,

地下鉄と他鉄道事業者間の相互直通運転が,首都交漏圏,京阪神交通圏ll・ 京交通圏及

び篠鸞交通麟‐で実施されてし―ヽる。

O 全国新幹線鉄選整備沈に基づき建設が進めらオl′ ている整備新総線い中で.最 も新 I´ 〈

闘業 lノ た区間は,東北新幹線の人戸駅～新青森駅聞であるぃ

④ 我が国の飛合バスの輸送人員は,平成22年度においてもほぼ一貫 ヒ′て減少傾向

'こ

多)

るが,平均輸送距離il減少傾向にはない。

0 平成24年度末において,空総法に定める拠点空港及びllb方 管理空港C)数 砕合計|ま ,

裁が国全体でな0を超えるが:こ のうち空港へ●乗入れを自釣l~整備され̀た 空港アクセ

ス鉄道 (モ ノレール及び新交i麗 システムを含む)の ある空港は11、 空港である
^

I-14 我が日の少子高齢化,・ リヾアプリー化め現状に関する次の議述のうち,最 も不適

切な iiつ はどれか,

O  バリアアジー法1に基づ (「移動等綱滑

`Lの

rlT進 に関する基本方針」が平成23年

3月 二改正され,平成32年度|ま までに3,00()人 /由 以上がや1用 す各公共交通機隣の練客

施設をすベーてFく―ジア L● ジ…化するなどの新たな目導が定めら,れた。

② 新婚 。子育て世帯に適した住宅 ,居住環‐境を確保するため,去峰賃貸住宅について!■ )

保育所等の子育て支援施設との一体約整備を推進しているほか,事業主体により,1■ 育

て構帯等に対 t/当 選倍率を優選するなどの対応を行つている。

③ 情報溝信技術を活用 tノ た場所と時間にとらわれ,な い柔軟な働き方であるテレツークは,

職住:重接の実現による通勤負担の軽減や,仕事と生活の調和 (ワ ーク ,ラ イプ =ベテン

ス)の実現,災書臓寺等におクリ
‐
る事業継続性の確1保等の効果が期待されている。

⑮  「バリアプリ●=旗 」に基/1'き ,旅客施設の新設 。大規模な改良及び車藤i等の新規導入

の際:こ移動等円滑化基準の適合ア`ヽの努力義務が課さね/て いる.

0 平成18年度に改正さォ1′ た 1道藤運送法」により,地域住民の/1‐ 活に必要な旅客輸送

を確'像するため, ‐定の条件の 卜で市町村による市鞭村i重 営育償運送や恨Iりo等にょる

福祉育償運送や過疎地有償運送を可能とする幣録筆J度が施,さ れている。
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菫…15 回土交通省が地理情報システム (GIS i Goog13● hic infOrlluation Sy■ tcm)C'普

及推準驚 しくは活麟 |こ 関 t/て行つている取 り組みについくf説明を tノ た次の記述のうち,最

も不適

"な
ものはどれか。

C)籐 1際規格 IS()191C)● ナジーズ及び 郵本工業規格 」ISX7100シ リーヽズに準拠 した機本

国内における標準規格である地増1青 報標準プ丁rフ ァイルを整儀 だてお り,■,在第二飯ま

でを`公欝 |.′ (・ しヽる(,

0 広 く鐵民がweL上 で地図を
/n_つ て情報発信をするため〔こ1イ

、要な基本的なG ISソ ア トウ

ュアや地図情報を含す夕 :薫子瑚上web」 を無償提供 していう。

③ 国土変選アーカイブ事豊として,鐸土地理院が保魂する1爾 版驚園,空中写真等のデジ

タルイい ア■…カイブ {保存記餓

'tを

―
は,て いる。

● 貴L避空崎1育報の溝用推進 と燿人の権や1利益保護の両立を麟るため,地理空間情報中覆

層 。提供を

'1際
の個人情報保護法ホゞに基づく驚工な取扱いをfTつ ための指針 「地理空

間情報のilil用 における擬1人情報の取り扱いに関するガイド:テ イン1を定めている。

0 国士地理院において者府 `鶴

・が作成 1た:地聡空職情報を―元的に11蔵 L/た データベ…エ

でれる 1地麟情報 :夕 :'ア リンダノ、ウ′スJの充実を図り,全ての会的な地麟空簿情報を麟

士交i強省サイ トより提斜 1ノ ている0

-構 感 性能設計 :こ 瞬する次
`ギ

じ道のう
｀
ら,最も不通響なものはどれかぃ

①  :貿 易め技術的障害 :■ 関する機定 (W■
｀
○/T毬´

1｀協定,1(1996年)に は,「餞際規格

を基礎 と1/た 各国規格の策定」を趣旨とした規定がある。

② 「:L本・建築にかから設計み基本」 (2002年、国111交 通省)では,設置1‐対象 とする構

造物の基本的要求性能 :こ
「安全性」,「使用性」,「修複性Jを挙げている。

③ ■本学会が作成 し,た 「包播設計撃― ド (案 )」 (2003年)において,構造物め 1要求

性能Jと は,そ の構造物の醸的に応 じて,そ の構造物が保有する必要がある機能を,一

般的な言葉で表猟 したものである。

① 「土本 '建築i■ かかる設計の基本Jでは,性能の検証 (照査ともいう)は,IS02394

が規定する鍛界状態設計法を用いることを基本とlィ ている。

③ 「
=il本

。鶴築にかかる設計の基本jにおける 1作 躍Iは ,「 永続作用 1,「 変動作用」.

「偶発作lll lに 区分されている分
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か
　

①

I-17 建設分野で使われ̀て いる語句に関する次的記述のうち,最 t,不適切なものはどオ1

=PMと
は,民間め経営手法を会的部門に応用 した会的部門の新たなヤネジメン ト手

法■1=プロセ _ス 管理から成果管理い、,顧客重視,分権化,競争と市場アプローチによる

効率イな,予防の重視等を持色とをンている0

② TDMと は,都市民は地域 レベルの道路交通混雑をr緩和するたこ)〉 道路恭1層 者の時間

の変更:経路の変更,手段の変更, 自動車の効率的利薦,発生源の調整等により=交 i曇

需要量を調整する手法である.

O V事
｀Mと は,公共篤設等の建設,維持管理,運営等に民間の資壼,経営能力■ 1ド喪行

的青
=力

を活用する事業手法である。

O FIと は,施策の立案や事業め計画 =実施等の通程で,関係する住民・利用者や国民

:‐

・般に情報を公開しィた上‐
‐
で,広 く意見を聴取し′=そ れ,い に反映することである。

e 電子基準点とは,GPS衛星の電綾を受信して常には置を正確 :こ 観測 t,そのデータ

を目士地瑾院にある中央馬へ送信ヒ′ている基準点のことである。

-18 新エネル'ギーに関する次燿記述
`)う

ち,最 1)不 i蘭爾なものはどれか。

⑪  l新エネルギー利用等繰促進 !,■ 隣する特別措置法 |において,水力の利用は形態・規

模にかかわらず総てをめ対象となる。

①  「:太 陽光奔競」には、天候や摯燿条件等により義力が不安定でみるという課態があるJ

③  :風力発電Jでは,出力の不安定な風力発電の大規模導入が電力系統1二 及ぼす影響を

緩和す^tく ,出力の安定化や
―
業就の強化が課題となつているゃ

11)「京都議定書1の枠1組みにおいてバイオマスの燃焼により発盤1す るC(D2it,排出量に

カウ//卜 1/な いものとされ
‐
ている。

③ 議が国の「地熱発電1の ほとんどはε活火:||の 多い■,ず 1,1絶方と東北地方に集中してい

る。
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I… 10 次の記述のうち,最 も4ミ 適切なものはどれか。

① メテイアッシ輩を用いたコンタソー トの
導動性は向上し,そ め単繊水量:主 〉同 ―ステ

)′'プの鷺常の■ンクリー トに比べて,大 きくなる債 i軸 にある。

● 薬液注入,II法 において一般的に使燿され′る木ガテス1菜 注人材は,溶液型 1懸彎摯に分

類さオ1,ろ ,

0 度漿率とは,1(lt,ヵ
i延

賞労働時間当たりの言働災害にょる死傷者数をも,て ,労働資

書の頻度を表 I´ た t"の
‐
(:ち る。

① 常働安全衛■における,ス クァ・t7ス メン ト11は,労働災害
‐
などが逮ょる下,能性と災書

などでのヶザの大きさが,どこ1=いつ潜ん′Fい るかを調査.し ,適切な:「 メク低減対1策 を
実施ずることを,|う 。

0 トランジットモーメ,と |ょ ,中 ,き 1:街地仲ダィンストリートなどで ‐般車l12:を お[限 L/,

道路をタイテ帯 自ヽ転車■バニや路画電車などo公共森遷機質|「 開放す碁ことでまちの簸
わいを創出すること■,い ぅ

=

Ⅱ―率〇 次の記述こ〉うち)歳 1,事 1轟綺なものFi ffれ かQ

(》 首都高速遵路及 (ダ坂i中高速道路において実施され ている環境ロー ドプラインングとは
,

右本1道路ネットヮータ内f)並行す●3路練難 :二 I・ l金格菫を設 |す る二とによりゃ住宅地域に

集中 L.た 交遷む湾
=部

:こ 転換しようとす6t,の である。

② ユニパーサルデザィン■lま ,年始や性別,おの恭蕪 下ヽ白摯,静覚 。精勤能力などめ

違い:こ 闘オpり なく,よ り多様な人々が使えぅこと,き も 11か じ小ぶ頭におぃて道具や難境

をデザイン I′ ようと,る 考え■ないう。

0 多/ッ クノkゥ ,ス 湖饉と,ょ ,住宅に使用される薦装‐相等から住宅室内に鷲散する化学物質

が麟t者の健康に害を及ぼすおそれがル)る と言われている問題である。

0 静糠粋流シ 4́｀すムとは,情報化技術を活用 1.・t‐ 渋滞を出避する■とによりt時性:漱
速性を致善ヒようき'り る物流システムである。            |

0 '■―トセン↓・ン・グきは,対象こ.::・ れる手となく,航空機や人三こ篠塁をll爆 け■,地
表薇1海面や人気の状韓を観毅:す る1支 術である.
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3, 答案用紙及び解答|=つ ι`て

(1)試験は、担 ‐式により行わオt´ ます.

(2)解答は、20聞畿題の中から15間 を選択解答して下さしヽこ      しヽた場合饉、_「 失格」と

襲

答1案lit紙 に記載の 1注意事項 |を よく読スンで、TI確に‐マークし,て 下さい。

醸 瑾―を守らなかつた場合及び受験機奪4闇を正しく記入 "マ・―クしてひない場合は、

「失格」となります。

●「氏ク:1欄には、氏名・ア1,ガすを、「技断書「門」欄には、受験票i■ 記裁され・ている技術部「号を、

「豊駿響号』欄には、受験翼:=議載されている幾験薔号を記入 `マ…やなでTさ いぅ

数字
`ま

t‐
10』 から鑢まっています。鍵事:意 、「AJから「MJ糠 でです。

途幸「IJ∫ま、抜けてい棋す繊で、注量して下さしヽ。

【受験機号 窯入 “マーク鋼]

必ず露入すん二凝

験  警  彎

11■111

繋

必ずで―■クする難と

※ 数字墨1分

『⑮』～『 9』

英字部分

『 A重 ～ 『M』

(『 I』 を除く)

:解答」欄には、1間簿について 1つたIサ マークして下さい。,´1)ふ Lプーク t′ た聞懸は、採点

の
1対

″.と なりません,

答察■紙の1交換等:こ は、落丁 '印 :'14t鮮明以外は、応 じませた,

試験■'「驚権」する場合は、答案層紙:II大 きく「驚構J^′1書 tゞで下さい.

瞥f案用紙に 1栞権」と書いた場合、又は答案用紙を提出t41か つた場合 (答実用紙び)持 131=り ,

Iよ、…1鍵撞』_、
と|て取り扱います。

(6) 「失絡1及び「葉権|の場かは、全ての撃案を採点の対象から除クトlよ う

隋   (3
t)  11‐ ヽ

iC) 12)

lJ) 鰊

|:).C)
(11 13
●, (t'
|111  ('レ

●, (5)
|ヽ,  喧)

II)

14

Ｃ

一
〇

０

●

●

０

●

瘍

●

３

●

醸

一
０

・０

●

０

・一

は

一

〇

０

一

３

　
　
■
■
　
　
´
３


