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【注意】 

１ 試験開始の合図があるまでは、試験問題を開かないで下さい。 

２ 試験問題は、１５問あります。すべて解答して下さい。 

３ 解答は、解答用紙（受験番号を記入すること）を使用して下さい。 

４ 試験問題に関する質問には一切応じません。 

５ 試験終了時刻まで在席した場合は、試験問題を持ち帰って結構です。 
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問 1 次は、管きょの流速について述べたものです。最も適当なものはどれですか。 

（1） 理想的な流速は、汚水管きょ、雨水管きょ及び合流管きょともに、2.0ｍ／秒

程度である。 

（2） 汚水管きょの最小流速は、計画下水量に対し、原則として 0.8ｍ／秒である。 

（3） 流速があまり大きくなると管きょやマンホールを損傷するので、最大流速は

5.0ｍ／秒程度とする。 

（4） 雨水管きょの最小流速は、沈殿物の流入が少ないため、汚水管きょの最小流

速よりも小さくすることができる。 

（5） 流速は、一般に下流に行くに従い漸増させ、勾配は、下流に行くに従いしだ

いに緩くなるようにする。 

問 2 次は、取付け管について述べたものです。最も適当なものはどれですか。 

（1） 取付け管の勾配は、10‰以上と大きく、流速が大きく取れるほか、延長も短

いので、取付け管の標準管径は 75mmとする。 

（2） 複数の取付け管を本管へ取付ける時は、本管の強度確保及び維持管理上から、

取付け管の間隔を１ｍ以上とする。 

（3） 取付け管の本管への取付けは、勾配を大きくするために、本管の中心線から

下方とする。 

（4） 本管の取付け部は、管きょ内の流水をよくするため、原則として本管に対し

45°とする。 

（5） 取付け管の管種は、他の地下埋設物工事等により破損することが多いので、

耐久性、耐食性及び水密性を有さなくてよい。 
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問 3 次は、下水道法に規定する下水道の管理について述べたものです。最も不適当な

ものはどれですか。 

（1） 公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行う。 

（2） 公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、場合によっては都道

府県が関係市町村との協議により行うことができる。 

（3） 流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、都道府県が行う。 

（4） 流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、場合によっては国が

都道府県との協議により行うことができる。 

（5） 都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、場合によっては都道

府県が関係市町村との協議により行うことができる。 

問 4 次は、下水道法に規定する維持又は修繕に関する技術上の基準について述べたも

のです。最も適当なものはどれですか。 

（1） 公共下水道等は、１０年に１回以上の適切な頻度で、巡視を行い、機能を維

持するために清掃などの必要な措置を講ずる。 

（2） 公共下水道等の点検は、７年に１回以上の適切な頻度で、目視その他適切な

方法により行う。 

（3） 点検を行った場合は、点検の年月日・点検を実施した者の氏名・点検時の水

質・点検の結果を記録し、これを７年間保存する。 

（4） 伏越室の壁その他多量の硫化水素の発生により腐食のおそれが大きい箇所は、

５年に１回以上の適切な頻度で点検を行う。 

（5） 下水の流路の勾配が一定な箇所は、５年に１回以上の適切な頻度で点検を行

う。 

問 5 次は、道路法に規定する道路の占用の許可を受ける際に、道路管理者に提出する

申請書に記載すべき事項について述べたものです。最も不適当なものはどれです

か。 

（1） 工事の時期 

（2） 工事実施の方法 

（3） 建設業法に基づく許可証 

（4） 道路の占用の目的 

（5） 道路の復旧方法 
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問 6 次は、管路施設の作業における危険防止対策について述べたものです。最も不適

当なものはどれですか。 

（1） 管きょ内で作業する時は、事前にポンプ場と作業日程について綿密な調整を

行い、下水量の人為的急増を回避する必要がある。 

（2） 酸素欠乏等となることが予想される箇所では、作業前から換気を実施し、作

業終了後管きょ内に作業員がいないことを確認するまで換気を継続する。 

（3） 道路上での作業は、現場の状況に応じた適切な保安柵、注意灯及び標識を設

け、必要に応じて監視員や誘導員を配置する。 

（4） 汚水管きょであれば降雨の影響がないため、上流での降雨等の自然的な要因

による急増水に留意する必要がない。 

（5） 酸素欠乏危険作業を行う場合には、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなけれ

ばならない。 

問 7 次は、呼吸用保護具について述べたものです。最も不適当なものはどれですか。 

（1） 自給式呼吸器（空気呼吸器・酸素呼吸器）は、行動範囲に制約を受けず任意

の場所で一定時間使用できるため、あらゆる作業に適している。 

（2） 送気マスクは、ホース延長に制限があるが、連続送気が可能なため長時間作

業に適している。 

（3） 酸素呼吸器は、酸素ボンベの圧縮空気を減圧弁やデマンド弁を通して送気す

るものである。 

（4） 送気マスクには自然の大気を空気源とするホースマスクと圧縮空気を空気源

とするエアラインマスクがある。 

（5） 酸素欠乏危険場所では、ろ過式の呼吸用保護具を使用してはならない。 
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問 8 次は、事故発生時における救急措置について述べたものです。最も不適当なもの

はどれですか。 

（1） 熱中症の疑いがあるときは、風通しが良く、暑くないところに運び、衣類を

緩める。 

（2） 皮膚が破れて軽い出血がある場合は、傷の面を洗い、清潔な布でふいたうえ

で、止血する。 

（3） 傷の中の不潔物は、消毒したピンセットで取り、取りにくいものはそのまま

にし、直接指で触れない。 

（4） 内臓破裂のおそれがあるときは、その場で腹の皮をたるませるように、ひざ

を曲げて寝かせる。 

（5） 心肺停止状態になっているときは、救急通報とＡＥＤ手配の協力を求め、一

刻も早く胸骨圧迫等の心肺蘇生法を実施する。 

問 9 次は、高圧洗浄車清掃作業及びその留意点について述べたものです。最も不適当

なものはどれですか。 

（1） 清掃作業は、清掃する区間の下流側マンホールから上流に向かって高圧ホー

スを挿入し、洗浄水の噴射により下流側マンホールに堆積物を集める。 

（2） 土砂等が清掃区間の下流側に流出することがあるので、土のう等による土砂

止めを施す。 

（3） 使用機械は、高圧洗浄車、汚泥吸引車（強力吸引車、特殊強力吸引車）及び

給水車の組合せを標準とする。 

（4） 洗浄水を噴射するときは、ノズルを管口から管径と同等程度挿入してから行

う。 

（5） 洗浄ノズルを挿入する管口にガイドローラーを設置し、高圧ホースの継ぎ目

で管口を傷めないようにする。 
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問 10 次は、吸引車清掃について述べたものです。最も適当なものはどれですか。 

（1） 清掃作業は、下流マンホールから上流マンホールに向かって吸引ホースを挿

入して作業を行う。 

（2） 高圧洗浄車を上流区間に配置し、上流から土砂等を流し込みながら作業を行

うのが一般的である。 

（3） 吸引車清掃は、水位（水量）が多い場合に効率的である。 

（4） 作業員が管きょ内で作業する必要がないため、酸素欠乏症や硫化水素中毒事

故のおそれがない。 

（5） 土砂等の運搬にあたっては、吸引車の貯留タンク内のうわ水を下水管きょに

返水し、あらかじめ水切りを行う。 

問 11 次は、潜行目視調査について述べたものです。最も不適当なものはどれですか。 

（1） 調査対象は、管内有人作業が可能な管径 800mm以上の本管とする。 

（2） 調査前には、必ず管内洗浄を行い、調査精度の向上を図る。 

（3） 開口するマンホールの周囲には保安柵を設置し、交通整理員を配置する。 

（4） マンホールに入る前に、マンホール内の酸素濃度、硫化水素濃度を測定及び

記録し、安全を確認する。 

（5） 作業に当たっては、入孔時の安全確認及び安全ベルトや安全ロープ等の設置

により、安全対策に万全を図る。 

問 12 次は、テレビカメラ調査について述べたものです。最も不適当なものはどれで

すか。 

（1） 大口径管用テレビカメラは、大口径管きょにおいて調査員が管きょ内に入る

ことが困難な場合に使用され、流量や流速の制約を受けない。 

（2） テレビカメラ調査で発見された管路内の異状は、判定基準に従って、DVD

等電子媒体に記録し、調査結果を調査記録表に記録する。 

（3） テレビカメラの撮影法には、管路内の全景を映す直視撮影と異状箇所等の局

所を映す側視撮影とがある。 

（4） テレビカメラ調査を行う管径 800mm未満の本管では、調査前に高圧洗浄車

で管壁の汚れを洗浄する。 

（5） テレビカメラ調査は、出来形の確認検査、他工事による影響調査など、広範

囲に行われている。 
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問 13 次は、管きょの調査で得られた異状の程度の判定及び評価について述べたもの

です。最も適当なものはどれですか。 

（1） 管種に係わらず、管の破損及び管の軸方向クラックの異状程度は、スパン全

体で評価する。 

（2） 鉄筋コンクリート管と硬質塩化ビニル管の異状の程度を評価する判定項目は、

同じである。 

（3） 管の円周方向クラックは、全ての管種においてクラックの幅で判定する。 

（4） 管の腐食と上下方向のたるみは、管一本ごとに評価する。 

（5） 取付け管の突出し、油脂の付着、樹木根侵入、モルタル付着については、清

掃等で除去できないものについて異状の程度を評価する。 

問 14 次は、管きょの更生工法について述べたものです。最も不適当なものはどれで

すか。 

（1） 管きょの更生工法は、施工方法により、反転工法、形成工法、製管工法、さ

や管工法に分類される。 

（2） 反転工法は、熱硬化性樹脂を含浸させた筒状の材料を既設管きょ内に反転加

圧しながら挿入し、加圧状態のまま樹脂を硬化させ管を構築する工法である。 

（3） 製管工法は、樹脂を含浸させたライナーを既設管内に引き込み、空気圧や水

圧等により拡径・圧着、硬化させて管を構築する工法である。 

（4） 管きょの更生工法は、構造形式により、自立管、複合管及び二層構造管に分

類される。 

（5） 複合管は、残存強度を有する既設管きょと更生材が一体となって、新管と同

等以上の耐荷性能及び耐久性能を有するものである。 

問 15 次は、マンホール及びマンホールの蓋の改築について述べたものです。最も不

適当なものはどれですか。 

（1） 蓋の改築工法は、開削工法と撤去設置工法（機械式）の２つに大別される。 

（2） 蓋の撤去設置工（機械式）は、開削工法と比較して短期間での施工が可能で

あるが、騒音・振動が大きい。 

（3） 躯体の改築工法には、布設替え工法、更生工法、防食工法がある。 

（4） 躯体の更生工法には、自立タイプと複合タイプの工法がある。 

（5） 躯体の防食工法には、工場で成型した板を貼り付けて防食被覆層を形成する

シートライニング工法などがある。 


