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１．経験記述問題例 １ 級

■施工経験記述問題の出題のねらい
実地試験では、設問６において、「施工経験記述問題」が出題されます。

この記述試験は、面接試験の代わりのようなもので、これによって実務経験の有無と施工

管理技士としての現場の管理能力が審査されます。

■試験の出題パターン

●平成28年度の例

必須問題

【問題 ６】あなたが経験した管工事のうちから、代表的な工事を１つ

選び、設問１～設問３の答えを解答欄に記述しなさい。

＊設問１については、例年、下記のような形式で出題されています。

〔設問１〕その工事につき、次の事項について記述しなさい。

(1)工事件名

(2)工事場所

(3)設備工事概要

(4)現場での施工管理上のあなたの立場又は役割
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＊設問２、設問３については、下記のように出題年度によって内容が変化しています。

●平成28年度の例

〔設問２〕上記工事を施工するにあたり、「安全管理」上、あなたが特に重

要と考えた事項をあげ、それについてとった措置又は対策を簡潔に記

述しなさい。

(1) 特に重要と考えた事項

(2) とった措置又は対策

〔設問３〕上記工事の「総合的な試運転調整」又は「完成に伴う自主検査」

において、あなたが特に重要と考えた事項をあげ、それについてとった

措置を簡潔に記述しなさい。

●平成26年度の例

〔設問２〕上記工事を施工するにあたり、「工程管理」上、あなたが特に重

要と考えた事項をあげ、それについてとった措置又は対策を簡潔に記

述しなさい。

〔設問３〕上記工事の「総合的な試運転調整」又は「完成に伴う自主検査」

において、あなたが特に重要と考えた事項をあげ、それについてとった

措置を簡潔に記述しなさい。
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２．施工経験記述の対象
となる管工事

１ 管工事施工管理に関する実務経験として
認められる工事種別・工事内容等

工事種別 工事内容

冷温熱源機器据付及び配管工事、ダクト工事、蒸気配管工事、
冷暖房設備工事 燃料配管工事、ＴＥＳ機器据付及び配管工事、冷暖房機器据付

及び配管工事、圧縮空気管設備工事、熱供給設備配管工事、ボ
イラー据付及び配管工事、コージェネレーション設備工事 等

冷凍冷蔵設備工事 冷凍冷蔵機器据付及び冷媒配管工事、冷却水・エアー設備工事、
自動計装工事 等

空気調和設備工事 冷温熱源機器・空気調和機器据付工事、ダクト工事、冷温水配
管工事、自動計装工事、クリーンルーム設備工事 等

換気設備工事 給・排風機器据付及びダクト工事、排煙設備工事 等

給排水配管工事、給湯器据付及び配管工事、簡易水道工事、ゴ
給排水・給湯設備 ルフ場散水配管工事、散水消雪設備工事、プール・噴水施設配
工事 管工事、ろ過器設備工事、給排水配管布設替工事、受水槽及び

高置水槽設置工事、さく井工事 等

厨房設備工事 厨房機器据付及び配管工事 等

衛生器具設備工事 衛生器具取付工事 等

浄化槽設備工事 浄化槽設置工事、浄化槽補修工事、農業集落排水設備工事 等
＊終末処理場等は除く

都市ガス配管工事、プロパンガス配管工事、ＬＰＧ配管工事、
ガス管配管設備工事 ＬＮＧ配管工事、液化ガス供給配管工事、医療ガス設備工事等

＊道路本管工事を含む。

管内更生工事 給水管・排水管ライニング更生工事 等
＊敷地外の公道下等の下水道の管内更生工事は除く。

屋内・屋外消火栓ポンプ据付・消火栓箱取付及び配管工事、不
消火設備工事 活性ガス消火配管工事、スプリンクラポンプ据付及び配管工事

等

配水支管工事 給水装置の分岐を有する配水小管工事、小支管工事、本管から
の引込工事（給水装置）等

下水道配管工事 施設の敷地内の配管工事、公共下水道切替・接続工事 等
＊公道下の工事は除く
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２ 管工事施工管理に関する実務経験とは
認められない工事・業務等

❶ 管渠、暗渠、開渠、用水路、灌漑、しゅんせつ等の土木工事

❷ 敷地外の公道下等の上下水道の配管工事

❸ プラント、内燃力発電設備、集塵機器設備、揚排水機等の設置工事、工場での

配管プレハブ加工

❹ 電気、電話、通信、電気計装、船舶、航空機等の配管工事

❺ 設計・積算、保守・点検、保安、営業、事務の業務

❻ 官公庁における行政および行政指導、教育機関及び研究所等における教育・指

導及び研究等

❼ 工程管理、品質管理、安全管理等を含まない単純な労務作業等（単なる雑務の

みの業務）

❽ アルバイトによる作業員としての経験

３ 管工事施工管理の実務経験として認められ
ない場合があり、注意を要する工事等

❶ 上水道の工事で、給水装置の分岐を有する配水小管は管工事として認められる

が、分岐のない配水本管は水道施設工事

❷ 下水道の工事で、敷地内の排水設備は管工事として認められるが、公道下の下

水管・取り付け管は土木工事

❸ 集合排水処理施設の工事で、俗に集落排水処理施設といわれるもので国土交通

大臣から浄化槽として認定されたものは管工事として認められるが、認定されて

いないコミュニティプラントは清掃施設工事
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３．記述上の留意事項

■記述文の作成にあたって
１．試験に出題される記述課題は、１級の場合、①工程管理、②安全管理、③品質管

理、④総合的な試運転調整または完成に伴う自主検査、⑤材料・機器の現場受入検

査の５課題がありますので、この５課題について事前に準備をしておく必要があり

ます。

２．記述テーマの内容は、以下のようになります。

a工 程 管 理 工程表の作成、工期内完成のための努力、工程順序の工夫等

の内容。

個々の機材の寸法、据付状態、機能や設備全体のシステムと

b品 質 管 理 しての機能が、設計図書に適合する品質となるように行った

措置等の内容。

c安 全 管 理 作業員、現場内の関係者の労働災害防止、または、現場付近

の住民等の第三者の事故防止等の内容。

d総合的な試運転 施工が完了した時点で、システム全体を稼働状態にした上で

調 整 機器相互の調整について行った措置等の内容。

e完 成 に 伴 う 完成検査前に施工者が、工事について自主的に検査項目を作

自 主 検 査 成し行った措置等の内容。

f材 料 ・ 機 器 の 工事で使用する機器・材料を、施工者自らの責任で、設計図

現 場 受 入 検 査 書に定めた品質や性能を持つことを確認する等の内容。

３．受験にあたっては、予め自分の記述内容をまとめておくことが必要です。

その際、単純な工事よりも多少問題のあった印象的な工事の方が記述しやすいので、

要点を箇条書きに書き出し、文章としてまとめ、準備しておいて下さい。
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■記述する際の留意点

１． 経験記述は、内容の妥当性や受験者の管理能力について審査されますので、その

つもりで記述して下さい｡

２．記述欄の行数分はすべて記述して下さい。記述量が少ない場合は減点されるか、

採点されない場合もあります。

３．丁寧に読みやすく記述して下さい。(試験官が読んで採点することを念頭に置いて

記述すること) また、漢字の間違いは減点となります。

４．管工事以外の工事を書いたり、出題テーマと異なる内容を書くと、不合格になり

ます。また、テキストなどの施工経験記述例文をそのまま書き写すのも不合格にな

りますので避けて下さい（現場の状況は現場毎に異なりますので、必ず自身が経験

した工事について記述して下さい）。

５．道路上の配水管(水道本管)の敷設工事は管工事に該当しないので注意して下さい。

■各設問における記述上の留意点

１.〔設問１〕での留意点

「設備工事概要」の「設備の工事種目、規模等」欄では、設備の機械や数量

などを具体的に書いて下さい。

例) 空調設備冷凍機 ○○Ｒt１台、 ボイラ ○○ｋcal/ｈ １台

空気調和機 ○○ｋＷ □台など

衛生設備 配管材料の管種・管径・延長、衛生器具の個数など
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２.〔設問２〕〔設問３〕での留意点
① 現場の状況が良く分かるように、数値を入れ、具体的に記述して下さい。

② とった措置対策は、必ず３項目について記述して下さい。(３項目記述しないと

不合格になる可能性があります)

◆課題が「特に重要と考えた事項を１つあげ(２行で記述)、それについてとった措置

または対策を簡潔に記述(３行で記述)」と指定された場合、記述にあたっては以下の

点に注意して下さい。

１）特に重要と考えた事項

ここでは、施工上特に重要と考えた事項（特に留意した事項）を１つ

だけ取り上げ、簡潔に記述して下さい。また、何故、そのことを重要と

考えたのか、その理由や施工現場の状況について必ず記述して説明して

下さい。

記述例として、

「この工事は～～であったため、特に……を重要と考えた。」

のように～～の箇所で課題を取り上げた理由や現場の状況を記述し、

そのため(従って)……を特に重要と考えた。（……に特に留意した｡）

というように文章をまとめて下さい。

２）とった措置又は対策

① ここでは、１)の特に重要と考えた事項に対応させ、とった措置・対

策を具体的にまとめ、必ず３点を箇条書きに記述して下さい。

②３行いっぱいに記述して下さい。どうしても余白が残った場合は、そ

の結果について記述し、行を文章で埋めて下さい。

◆課題が「特に重要と考えた事項についてとった措置または対策を簡潔に記述(３行で記

述)」と指定された場合、記述にあたっては以下の点に注意して下さい。

ここでは、３行の範囲内に、特に重要と考えた事項(特に留意した事

項)と、とった措置・対策を３点記述する必要があります。

文章のまとめ方としては、課題が生じた現場の状況(理由)及び特に重

要と考えた事項を最初に簡潔に記述し、

それに続けて、とった措置･対策を３点、

１.～～～ ２.～～～ ３.～～～

のように番号を付けて文章をまとめるようにして下さい。
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■出題テーマ毎の具体的な内容

１ 施工計画
施工管理における工程・品質・安全の管理を適切に行うため、工事の着手に先立って

行う基本的な検討および実施計画の立案をいい、工事組織の編成、仮設計画、労務や資

材等の調達計画、安全衛生計画や環境保全計画等の内容のものをいう。

(1) 施工計画立案時の主な留意点

① 現場担当者だけでなく、社内・下請・発注者の技術担当者も動員して検討を行う。

また、特殊な工事の場合は、研究機関やメーカー担当者にも参加してもらう。

② 現地の事前調査を綿密に行う。（地形、地質、地下埋設物、湧水、学校、病院、

精密機械の工場、交通事情、道路状況、その他工事の障害となるものの確認）

③ 下請の能力、資材や労務、仮設、経済性等を十分考慮し、工期内の完成計画を立

てる。

④ 関連工事との取合いや調整、確認を行う。

⑤ 官公署等への届出・申請の期日を確認し、確実に行う。

(2) 具体的な記述の参考例

■現地の事前調査(地形・地質、周辺施設、道路状況等)に関するもの

(特に重要と考えた事項の例)

現地は深夜まで賑わいの絶えない繁華街であり、機材の搬入計画を慎重に

立てることを重要と考えた。

(措置・対策の例)

・道路管理者、所轄警察署および地元商店街に情報収集および事情説明に

行き、周辺道路状況の把握に努めた。

・１週間の現地の通行状況を調査し、比較的通行量の少ない曜日、時間帯

等を把握した。また、各種イベント等の日時も調査した。

・上記をもとにできるだけ詳細な搬入計画を立て、各種機材納品業者に周

知徹底を計った。
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■関連工事との日程、作業場所の調整に関するもの

(特に重要と考えた事項の例)

工場建屋の短期間工期の改修工事であり、施主、関連他工事との工程調整

に万全を期して作業を行うことを重要と考えた。

(措置・対策の例)

・施主側と事前に生産ラインの状況について十分打ち合わせを行い、状況

把握に努め、工程計画や安全計画に反映するようにした。

・絶対に止められない生産ライン上を通過する配管は、プレハブ化を行う

等現地作業が最小限となるような工法を採用した。

・施主、関連業者の詳細打合わせを毎週および毎日作業前開催し、その結

果を直ぐにＴＢＭ等で作業員に徹底させた。

２ 工程管理
工程表の作成、工期内完成のための努力、工程順序の工夫等の内容のものをいう。

工程の計画および管理にあたっては、建築工程および他の設備工事等との工程の調整

が必要となる場合も多い。

(1) 計画段階における留意点

① 工程と関わる施工方法の選定の検討

② 工程と使用する作業機材の適否の検討

③ 下請の能力（作業人員の確保・技能）の確認

④ 資材の発注および搬入計画（納期、搬入路・揚重等に関する問題の検討）

⑤ 工期に影響を及ぼす要因の確認（条例等の規制、住民や近隣との問題、他工事と

の関連・調整等）

(2) 施工段階で工程の遅れる要因

① 下請の作業人員・能力不足

② 必要資材の納期の遅れおよび入手の困難

③ 施工図・製作図の遅れおよび不備

④ 関連工事との調整不足

⑤ 作業能率の低下

⑥ 作業用機材の不備・不適・事故

⑦ 設計変更および用途変更等による作業工程への影響

⑧ 他業種作業と競合するための手待ち

⑨ 天候不順（長雨、大雪、台風等）の影響

⑩ 駄目工事による無駄
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(3) 具体的な記述参考例

■掘削時の既設埋設物、湧水、岩石などの地中障害物による遅れに関するもの

(特に重要と考えた事項の例)

狭い敷地で屋外排水管を施工途中、既設の給水管と交差することが判明し、

それらの切り回しによる工程への影響を特に重要と考えた。

(措置・対策の例)

・使用中断が可能かどうか調査を行い、屋外排水管ルート・勾配等の検討

を行い、それをもとに排水工事工程表を作成した。

・中断が可能な給水系とバッティングする排水系統は、排水管を優先して

施工し、給水管の切り回しを使用上問題のない時期に行った。

・上記以外の排水管は、給水管にさや管を設け排水管を上部にしたり、ド

ロップ枡を設け勾配を調整する等工程上影響がない工法とした。

■学校、テナントビル、工場等を改修する際の使用者との調整に関するもの

(特に重要と考えた事項の例)

商業テナントビルの改修工事であり、各テナントの仕様決定が遅れたため、

作業工程への影響を重要と考えた。

(措置・対策の例)

・機器の製作期間を含めた機器仕様の決定時期や作業工程について説明会

を開き、テナントの理解と協力を求めた。

・各テナントが自前で設置する機器について、仕様と設置位置のヒアリン

グを行い、電気・天井工事等との工程調整を行った。

・水を常時使用する飲食店の衛生配管は、出来るだけ工場で加工を済ませ、

工期の短縮を図った。

■電気設備工事のような作業場所が同一となるものに関する取合い・調整に関する

もの (特に重要と考えた事項の例)

狭い機械室を自家発電の煙道や電気幹線が通るため、当方の配管・ダクト

との取合い・調整が工程計画を立てる上で特に重要と考えた。

(措置・対策の例)

・電気業者と入念な打合わせを行い、正確な施工図、工程表を作成するこ

とにより電気施工者との工事バッティングを回避した。

・施工足場については、電気と当方とでできるだけ共同して設けることと

して二度手間を省いた。

・保温およびラッキング工事については、同一業者に出すこととし、工程

の合理化を計った。
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■ポンプ・空調機器等の完成品の納入遅れや機材変更に対する対策に関するもの

(特に重要と考えた事項の例)

機器の手配途中に、多数ある空気調和機のスペックが大幅に変更されたた

め、工期に間に合わないおそれが生じたことから、これらの調整および見

直しを重要と考えた。

(措置・対策の例)

・メーカーにすぐに連絡をとり、納品期日を把握し、工程表を見直した。

・上記をもとに、設計事務所、施主と打合わせを行い、最終仕様決定時期

について認識してもらった。

・メーカーと再度調整を行い、スペックの変更に関係しない部分について

は、設計事務所、施主の書面による承諾を得た上であらかじめ製造する

こととした。

３ 品質管理
品質管理とは、個々の機材における寸法、据付状態、機能だけでなく、その設備全体

のシステムとしての機能が設計図書に適合する品質を得るように管理する内容のものを

いう。

管工事の現場においては、ボイラー、冷凍機、空調機器、衛生陶器などのように大部

分は工場で製作し、検査・試験が完了したものを現場に持ち込み、これに、管、継手等

を接合して１つの装置にまとめて仕上げていくものが大半である。

その際、出来上がりの形状・寸法等がそのつど異なるだけでなく、取付けるものの位

置、数量、大きさについても各種基準が設定されており、工場生産品のような一貫した

品質管理を行う事が難しい状況となっている。

(1) 施工段階における品質管理

① 現場加工材料の良否

② 機器の性能

③ 機器の据付状態

④ 現場施工の状態

⑤ 装置としての機能

(2) 施工現場における品質管理上の留意事項

① 機器類の機能の確保

② 使用するものに対する利便性

③ 保守管理の難易性

④ 美観および周囲との調和

⑤ 設備類の寿命
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(3) 具体的な記述の参考例

■機器の保守管理スペースの確保、流体種別、流れの方向の明示方法等に関するもの

(特に重要と考えた事項の例)

比較的複雑な熱源システムであったため、運転員、保守管理員が理解しや

すいような配管表示・運転マニュアル等を引き渡すことを重要と考えた。

(措置・対策の例)

・各配管には、できる限りきめ紬かく、種類、流れ方向を表示し、バルブ

にも簡便にその役割、開閉表示を行った。

・機械室の壁に、系統図、機器等の取扱い方法および重要な定期点検項目

等を記載した大型の説明板を設置した。

・分かりやすく工夫した運転マニュアル、各機器点検項目リスト、省エネ

管理項目等の保全資料を作成し、保守員等に対し説明会を開催した。

■機器類の性能を満足させるための工夫に関するもの

(特に重要と考えた事項の例)

夜間電力を利用した水蓄熱槽を有するシステムであり、その性能を十分満

足させる施工法の検討を重要と考えた。

(措置・対策の例)

・高い蓄熱効率を得るため、連通管をベルマウス管にし、最適な配置とし

た。

・一次側ポンプは、落水対策として、縦輔ポンプに変更するように提案し、

発注者の了承を得て機種を変更した。

・蓄熱運転パターンを各種シュミレートし、最適な運転パターンとした。

■地震等の振動による機器の移動・転倒防止に関するもの

(特に重要と考えた事項の例)

災害時には防災上の拠点となる建物であったので、耐震上十分な機能が得

られるような施工とすることを重要と考えた。

(措置・対策の例)

・建築構造で計算した屋上等各所の地震力、変位等のデーターを入手し、

耐震対策の基礎データーとして利用した。

・軽量な機器を除き全数の耐震計算を行い、アンカーボルト等の仕様を決

定し、防振仕様の機器は耐震ストッパーの仕様も決定した。

・配管、ダクトは要所に振止めを行い、吹出口も壁に固定しフレキ接続と

した。また、屋上機器は、変位に対応できる○○仕様のフレキとした。
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■現場における配管の水圧・満水試験、機器の通水試験・水量調整に関するもの

(特に重要と考えた事項の例)

水漏れは○○の状況から絶対に許されないため、継手の施工、配管後の水

圧試験を万全とすることを重要と考えた。

(措置・対策の例)

・配管作業員には、その入所教育の一環として、配管よりの水漏れの絶無

の必要性を詳細に説明した。また、当社配管管理担当者を置いた。

・継手を確実に締めたか全数チェックさせ、それを作業者名とともに施工

図に記載させ、配管管理担当者がそれについて照査した。

・水圧試験は、系統を工夫し最低２回行い、その結果は試験者の名称等を

記載した水圧試験表としてまとめ、配管管理担当者が照査した。

４ 安全管理
作業員、現場内の関係者の事故防止、および現場付近の住民等の安全管理等の内容の

ものをいう。

(1) 計画段階における安全性の確保

① 災害防止対策の確立

② 地形・地質等の自然条件と学校・病院等の施設、道路状況等の環境条件の調査

③ 安全管理の有資格者の参画による安全に関する検討

④ あらかじめ予想される危険に対する対策の確立

⑤ 特別教育の実施（労働安全衛生法で定められた高所作業車の運転、クレーンの運

転の業務等）

⑥ 作業間の連絡・調整・合図・警報等の統一体制の樹立

(2) 施工段階における安全性の確保

① 作業開始前・終了時の安全に関する点検・確認

イ．作業内容の周知・徹底

ロ．安全に関する話し合いと意識の向上（ツールボックスミーティングの実施等）

ハ．他工事との作業順位の明確化

ニ．開口部等の危険箇所の表示・囲い等の措置の確認

ホ．脚立、はしごおよび機械工具等の作業前の点検

へ．作業員の健康状態・服装等の確認

ト．作業終了時の現場内の清掃・後片付け

② 作業中の安全の確保等

イ．作業内容の遵守・見回り確認

ロ．危険作業実施時の作業補助者、監視人の配置

ハ．作業場所の照度の確保

ニ．マンホール内、ピット作業時の照度および換気の確保

ホ．同一作業場所で行われる作業への配慮（工具の置き場所・作業位置等）
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③ その他の安全管理事項

イ．危険予知活動（ＫＹＴ）の実施

ロ．職場内での技術教育（ＯＪＴ）の実施

ハ．週間（月間）安全目標ポスターの掲示

ニ．新規作業実施時、作業内容変更時および新規入場者に対する安全衛生教育の実

施

(3) 具体的な記述の参考例

■ネジ切り機、切断機、揚重機、運搬機、溶接機等の機械作業時の危険防止に関す

るもの

(特に重要と考えた事項の例)

高所作業が多く、溶断等火気使用箇所も多い現場であり、墜落防止や火災

事故等の撲滅を絶対必要と考え、その管理体制の整備が重要と考えた。

(措置・対策の例)

・当現場で想定される事故を絵などで分かりやすく図化し、全員受講必須

の新入場者教育で周知させた。

・毎日の作業では安全朝礼を実施し、各作業において想定される事故を安

全衛生責任者および各作業班の責任者が説明し徹底させた。

・最低１日に２回は安全衛生責任者が現場を巡回し、危険作業を行ってい

た者は注意し、その日の終業時注意を受けた者は反省書を提出させた。

■脚立作業、はしご作業等の高所作業時および開口部付近の作業時の落下防止に関

するもの

(特に重要と考えた事項の例)

当工事は○○の作業が多く、その際、比較的低い所からの転落事故も予測

されるため、転落の防止を重要と考えた。

(措置・対策の例)

・脚立に乗っての作業は全面禁止とし、その旨を朝礼時に周知徹底させた。

・高所作業においては、足場、親綱、手すり、安全帯等の点検を安全管理

者がチェックリストを用いて毎日点検した。

・高所作業は必ず複数で行い、安全帯の着用・使用はお互い声をかけて実

施させた。



- 15 -

■ピット内、マンホール内、暗きょ内、排水槽内等の酸素欠乏危険場所における作

業の危険防止に関するもの

(特に重要と考えた事項の例)

○○の際、既設の配管ピット内の改修工事が数箇所あったので、ピット内

の酸欠事故の防止を重要と考えた。

(措置・対策の例)

・酸素欠乏作業主任者を選任し、安全教育、監視を行わせた。

・作業開始前、作業中は必ず換気(給気と排気)を行い、酸素濃度計で規定

値以上の酸素濃度を確認の上作業を行わせた。

・ピット立入票を必ず記載させ入出時間、人員数を確認した。

■ＴＢＭ、新規入場者に対する安全教育等の実施、危険場所に対する周知等に関す

るもの

(特に重要と考えた事項の例）

当現場が社内の安全管理の重点作業所に指定されたので、事故撲滅を図る

とともに、モデル現場になるような安全教育を行うことを重要と考えた。

(措置・対策の例）

・新規入場者教育の一環として、過去の模範現場のビデオ講習を行い、安

全意識の向上に努めた。

・社内の安全関連文書を現場にも一式配置して、それらを職長安全教育に

利用した。

・全員参加の安全朝礼を主催し、また各下請けが行う安全ミーティング・

ＫＹＫ等にも積極的に出席して事故撲滅を訴えた。
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５ 総合的な試運転調整
施工が終わり、主要機器の単体での試運転調整が完了した時点で、空調設備、衛生設

備等のシステム全体を稼動状態にした上で、これらのシステムが設計上意図した機能を

満足しているかどうかを、設計値と照合しながら各機器相互間の調整・確認を行うもの

である。主な検査の内容は以下のとおり。

(1) 主な検査の内容

① 空気調和設備

イ．冷房時の各機器の運転（停止）確認

空気清浄装置→送風機→冷水ポンプ→冷却水ポンプ→冷却塔→冷凍機の順序で行

う。（停止の場合はこの逆となる｡）

ロ．暖房時の各機器の運転（停止）確認

空気清浄装置→送風機→温水ポンプ→ボイラーの順序で行う。（停止の場合はこ

の逆となる｡）

ハ．自動制御機能の確認・調整

a. 電源電圧（専用回路）の確認
b. 検出部（サーモスタット、ヒューミディスタット等）と操作部（制御弁・ダ
ンパー等）の調整・作動確認

c. 中央監視盤の監視、記録状態および作動の調整
d. 機器間のインターロックの作動状況の確認
e. 防災設備との連動試験の確認

ニ．風量測定

a. ダクト内部の風量測定
b. 吹出口、汲込口の風量測定

ホ．風量の調整

へ．水量の調整

ト．運転状態の測定

a. 外気、還気、空気調和機出口、各室内等の空気温湿度の測定
b. ボイラー、冷凍機、熱交換器、冷却塔、空気調和機等の出入口水温測定
c. 送風機、ポンプ等の回転部分の温度測定
d. ポンプの吐出圧、ダクトの静圧、空気清浄装置の圧力損失等の測定
e. 電動機の電流、電圧の測定

チ．環境の測定

a. 室内温湿度、気流、空気中の浮遊粉塵量の測定
b. 屋外冷却塔、排気口および室内吹出口、吸込口の騒音測定

② 給排水・衛生設備

イ．運転の手順（高置タンク方式）

水源（本管接続、メーター、受水タンク）→送水（揚水ポンプ、高置タンク、

配管）→給水機器（衛生器具、貯揚タンク、湯沸器等）

ロ．給水設備

a. 受水タンクの水位、ボールタップ、電極の作動等の確認
b. 高置タンクの電極の作動状態
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c. 揚水ポンプ運転時の圧力計、電流計の点検
d. 揚水ポンプの振動、軸受け部からの水の滴下状態、軸受け温度の点検
e. 配管系統の水漏れの再確認
f. 各水栓、給水口のエア抜き
g. 各機器の吐水圧の調整

ハ．排水設備

a. 流末部の確認
b. トラップの水封状態の確認
c. 通水し配管系統の誤接続、破損、水漏れの有無等の確認
d. 屋外排水の勾配の確認

(2) 具体的な記述参考例

■風量およびバランスの調整に関するもの

(特に重要と考えた事項の例)

厨房の臭気がその他の室に漏れないように、厨房系給排気ダクトの風量調

整を特に重要と考えた。

(措置・対策の例)

・送風機の試験成績表とダクト系の空気収支集計表を準備した。

・給排気送風機の吐出ダンパーを全閉から徐々に開いて試験成績表の電流

値を参考に設計風量に調整した。

・吹出、吸込口の風量を複数点で測定して風量を調整し、空気収支集計表

で厨房内が負圧になることを確認するとともに吹出口、吸込口の騒音を

測定した。

■冷却塔、排気ガラリ等からの騒音・振動の測定等に関するもの

(特に重要と考えた事項の例)

周囲が住宅地のため、屋上設置の冷却塔ファンの騒音値が設計条件を満足

しているかを確認することが特に重要と考えた。

(措置・対策の例)

・冷却塔本体の運転騒音値がメーカーの試験成績値どおりであることを計

測確認した。

・暗騒音の低い夜間に、敷地境界での運転騒音値を計測し、設計条件値以

下であることを確認した。

・測定方法と測定結果を写真を添えて報告書にまとめた。
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■高置タンク方式の液面制御運転の調整に関するもの

(特に重要と考えた事項の例)

保守員が常駐しない施設のため、給水設備(高置タンク方式)の液面制御運

転の調整を特に重要と考えた。

(措置・対策の例)

・試運転調整計画書を作成し、電気業者と試運転項目・手順等を打合せ確

認した。

・高置タンクの液面制御による揚水ポンプの自動発停を確認した。

・水位変動による満減水警報が正常に作動するか電極棒の擬似信号で確認

するとともに、最後に試運転調整の結果を報告書にまとめた。

６ 完成に伴う自主検査
完成に伴う自主検査は、施主の行う完成検査の前段に施工業者が自主的に行うもので、

完成検査の際の手直し等、指摘事項をできるだけ少なくすることを目的とする。

(1) 主な検査の内容

設計図書との照合や水圧試験等は、すでにそれぞれの施工の段階で終わっており、

自主検査の内容としては以下のようなものの確認となる。

① 未済部分の発見。

② 据付け、取付けの外観を検査し、改善を要する部分があれば手直しを指示し、完

成日時の確認を行う。

③ 各機器の試運転調整を行い、漏水、未調整部分などがあれば手直しを指示し、完

成日時の確認を行う。

④ 各種書類の確認

イ．機器の性能試験成績表の内容を確認する。

ロ．工事写真、引渡し書類、機材搬入簿および作業日報の内容確認

ハ．上記以外の完成時に用意する書類の内容を確認する。

(2) 具体的な記述参考例

■工事写真、機材搬入記録および作業日報の確認に関するもの(完成時に目視できな

い部分の施工状況、材料、試験実施状況等)

(特に重要と考えた事項の例)

官庁発注工事のため、工事写真、機材搬入簿、水圧試験記録等工事関係書

類の内容の確認を特に重要と考えた。

(措置・対策の例)

・着工から完成までの各施工段階に、作成すべき工事書類と記録内容に不

備がないか確認するとともに、関係官庁への届出書類および検査証が全

て整っているか確認した。
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・天井内配管・ダクトや埋設配管など、隠ぺい部分の施工の状況やプロセ

スがわかるよう工事写真を整理した。

・給水配管の水圧試験記録には、試験区域ごとに色分け明示した配管平面

図を添付した。

■屋外排水管の円滑な排水状態の確認に関するもの

(特に重要と考えた事項の例)

屋外排水管の延長距離が長いため、勾配の確保と円滑な排水状態の確認が

特に重要と考えた。

(措置・対策の例)

・排水管の埋設施工状況を施工図と工事写真により確認した。

・各桝のふたを開けて通水し排水状態を目視確認した後、排水管(φ100)に

たわみや水溜りがないか桝の中に鏡を入れて目視確認した。

・レベルを使用して規定の勾配１/100 が確保できていることを計測確認し
た。

■完成検査時の工事の未済および手直し事項に関するもの

(特に重要と考えた事項の例)

完成引渡し後すぐに入居する建物なので、完成検査時の未施工部分と手直

し事項をなくすことを特に重要と考えた。

(措置・対策の例)

・設計図を基に検査項目のチェックリストを作成し、検査時の確認漏れを

防止した。

・試運転調整報告書を基に全設備システムを運転し正常に作動することを

確認した。

・施工確認では、特に隠ぺい部分を重点的に目視検査した。また、塗装の

手直し等指摘事項を書面にして完成検査までに完了するよう指示した。
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７ 材料・機器の現場受入検査
現場に搬入された機器・材料は必ず注文書と納品書と照合して、品名・数量等の必要

事項を確認・検収を行い、受入完了の手続きをとらなければならない。

受入検査の目的は、不適格な機材の搬入による工事の中断や遅れをなくすことである。

(1) 主な検査の内容

機材の性能等の試験は、一般に工場出荷前にメーカー側で行われているので、現場

納入の際に行う主な留意事項は以下のとおりである。

① 発注書と納品書により品名・数量のチェックを行う。

② 規格、形状・寸法、材質、運搬途中の破損の有無のチェックを行う。

③ 検収の際は、主要機器の試験成績表、仕様書その他材料の品質証明となる資料を

受取る。

④ 試験成績表および仕様書により、各機材・機器が設計図書に示された性能を満足

しているかどうかの確認を行う。

⑤ 数量の過不足、外観のチェックによる不良品、仕様の違いによる不適格品などは

原因を調査する。

⑥ 発生した不良・不適格品などは使用禁止の表示をし、できるだけ早く場外に搬出

し、至急再発注の手続きをとる。

(2) 具体的な記述参考例

■鋼管、ステンレス鋼管、銅管の種類、口径などの確認に関するもの

(特に重要と考えた事項の例)

使用する管種が多いため、注文と違いがないか全数確認することが特に重

要と考えた。

(措置・対策の例)

・管種ごとに受入検査項目のチェックシートを作成し、検査・確認漏れを

防止した。

・注文書と納品書を照合し、品名・規格・数量・寸法・材質等に間違いな

いか確認した。

・配管材料に傷・変形がないか全数について目視で検査し、不合格品はマ

ークしてその場で返品処分とした。
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■冷凍機、ボイラー、空調機などの仕様(性能)が設計書どおりのものかの確認に関

するもの

(特に重要と考えた事項の例)

パッケージ形空調機がビル用マルチユニットのため、設計仕様と違いがな

いか確認することが特に重要と考えた。

(措置・対策の例)

・各ユニットの屋外機と室内機との組合せが設計図どおりか、承認図と照

合して全数確認した。

・屋外機の塩害対策等特記仕様内容について確認した。また、各ユニット

の性能については、試験成績表で確認した。

・各機器の外観検査を行い、運搬中の破損の有無を目視検査し、付属品等

の過不足のないことを確認した。

８ 現場における環境対策
地球環境保護の重要性が求められるなか、建設現場においても環境に配慮した適切な

工法、廃棄物に関しては、発生量の抑制、再利用の促進、適正な処理が求められる。

また、搬入・搬出等の大型工事用車両が、路上にエンジンをかけたままの長時間停車、

泥などによる現場付近の汚れなどは、近隣環境への影響のほか工事物件そのものに対す

る周囲の印象も悪くすることになる。

したがって、現場においては元請業者が中心となり、施工計画の作成段階で適切な環

境対策のマニュアルを作成し、施工中は各業者に遵守させる必要がある。

(1) 現場における環境活動

① 現場付近の散水や清掃

② 工事用車両のアイドリングストップの励行

③ 騒音・振動の少ない工法・工具類の採用

④ 住宅地における作業時間の遵守

⑤ 廃棄物の抑制・再利用のための分別・適正な処理

(2) 建設廃棄物の適正な処理

① 建設副産物の処理

② 現場における分別の徹底

③ 保管と運搬

④ 処理の委託
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(3) 具体的な記述参考例

■現場における廃棄物の抑制、再利用のための分別に関するもの

(特に重要と考えた事項の例)

既設空調設備を全面撤去するため、廃棄物の適正処分には解体時の分別の

徹底が特に重要と考えた。

(措置・対策の例)

・配管、ダクト、保温材、機器等の具体的な解体材料リストと解体・保管

作業要領書を作成し、作業員に事前に説明した。

・保温材付配管等複合材の分別解体作業場所を○○に確保した。また、廃

棄材は処分先ごとに分類して保管した。

・配管は、鋼管・鋼管・塩ビ管等の管種ごとに分別収集し、処理業者に搬

送して再資源化を行った。特に塩ビ管は、泥等を極力落として再資源化

に努めた。

■現場内および近辺の環境整備に関するもの

(特に重要と考えた事項の例)

住宅街に近接しているため、工事の騒音・振動および粉塵の発生等の環境

保全対策を特に重要と考えた。

(措置・対策の例)

・建築業者等と環境保全に関する協議を行った上、周辺住民には工事中の

環境保全に関する説明を行い協力を求めた。

・工事現場内および進入道路については、散水や清掃を励行し塵埃の発生
じんあい

を極力抑えた。

・はつり、掘削等の作業には、低騒音・低振動の機器や工法を採用すると

ともに、工事現場内、周辺道路で停車中のアイドリングを禁止した。
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４．記述添削例
※措置又は対策の記述について例文は２項目程度しか記述していませんが、

最近の試験傾向としては３項目程度を要求しているようですので、試験に

あたっては必ず３項目程度記述して下さい。

●工事概要部分の添削例

〔設問１〕 その工事につき、次の事項について記述しなさい。

(1) 工事件名〔例：◎◎ビル、（◇◇邸）、□□設備工事〕

Ｍマンション新築機械設備工事

(2) 工事場所〔例：◎◎県◇◇市□□町△△〕

宮城県仙台市青葉区二日町 13

(3) 設備工事概要〔例：設備の工事種目、規模等、建物の構造、階数、延べ面積〕

鉄骨造２階建て４世帯４棟 延べ面積 760㎡

(4) 現場での施工管理上のあなたの立場又は役割

現場代理人

→添削箇所：(1)①工事名は正式名称で記述する。 ②機械設備の内容で記述する。

例）○○○マンション新築工事（空調・換気設備工事） など。

(2)設備の内容を重点的に記述する。

例）冷凍機25kw×２台、ユニットクーラー５KVA×10台、鉄骨造延面

積780㎡４棟
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●「工程管理」の添削例

〔設問２〕 上記工事を施工するに当たって、「工程管理」上、あなたが特に重

要と考えた事項を一つあげ、それについてとった措置又は対策を簡潔に記

述しなさい。

イ) 特に重要と考えた事項

本工事では、突貫工事とならないように注意し、全ての作

業員に後戻り作業のないよう教育の実施が重要と考えた。

ロ) とった措置又は対策

バーチャートを作成して工事の進捗状況を管理組織内のす

べての者に認識してもらい、毎日の打ち合わせで作業確認

をして、作業の効率化を図った。

→添削箇所：イ）①突貫工事になりそうな現場の状況や理由の説明がない。

②教育内容よりも、工期短縮のための対策面や段取り面を問題点に設

定する。

例）予想外の積雪（30㎝）により、除雪作業に追われ、工期の終盤で

は突貫工事になることが予想された。このため、後戻り作業がな

く、現場作業を短縮するための対策を必要とした。

ロ）作業員への周知面よりも、現場で実施した具体的事項を中心に記述する。

例）現場付近に資材置き場兼配管加工所を設けて配管の切断、ねじ切

り等の下準備を整え、現場にユニット化した状態で搬入した。こ

の結果、現場作業が大幅に短縮化され、一定の品質を保ったまま

工期内に完了することができた。
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●「安全管理」の添削例

〔設問２〕 上記工事を施工するに当たって、「安全管理」上、あなたが特に重

要と考えた事項を一つあげ、それについてとった措置又は対策を簡潔に記

述しなさい。

イ) 特に重要と考えた事項

クレーン作業による浄化槽の搬入及び据付時の浄化槽本体

の落下による事故防止が重要と考えた。

ロ) とった措置又は対策

作業前のＫＹＫでクレーン、合図者等の配置を再確認する

とともに事故防止への安全意識を高めた。クレーンの転倒

防止のため、当日の足場の状況を確認し、作業を実施した。

→添削箇所：イ）危険性が予測される現場の具体的な状況説明がない。

例）現場が国道に面しており、資材搬入時は交通事故のおそれが考え

られた。特に浄化槽は50人槽の大きなものであったため、クレー

ンの搬入作業では特別な安全対策を必要とした。

ロ）安全確保のための設備面や段取り面での準備内容を中心に記述する。

例）搬入当日はクレーン周囲の地盤状況を確認し、作業スペースを確

保して周囲をトラロープで囲い、関係者以外の立ち入りを禁止し

た。また、ＫＹＫで合図者及び搬入時の危険箇所の確認を行った。

現場搬入時は付近に誘導員を配置し、交通整理及び安全誘導を実

施した結果、無事故で終了できた。
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●「品質管理」の添削例

〔設問２〕 上記工事を施工するに当たって、「品質管理」上、あなたが特に重

要と考えた事項を一つあげ、それについてとった措置又は対策を簡潔に記

述しなさい。

イ) 特に重要と考えた事項

衛生器具の取り付けにおける品質規格値に留意した。

ロ) とった措置又は対策

①設計図書に基づき施工図を作成し、作業員に他工事との

配管の位置、継手の位置・方法を周知徹底した。②不具合

や施工ミスの有無の確認をチェックシートで確認した。

→添削箇所：イ）①記述量が足りない。

②品質規格値に留意する理由を説明する具体的な内容がない。

例）不特定多数の者に使用される公共施設であり、発注者から衛生器

具類の品質規格値を満たすよう求められた。このため、施工中及

び施工後の品質チェックに留意した。

ロ）①周知徹底の内容がわかりにくい。

②チェックシートのチェック項目を具体的に記述するようにした方がよ

い。

例）①施工要領書で継手部分等の代表的な施工手順やチェック内容を

明らかにし、作業時にチェックを徹底した。

②配管や継手の位置は複数の作業員で確認し、シール材の有無、

ねじ山数の確認等についてチェック項目を記録に残した。



- 27 -

●「総合的な試運転調整」の添削例

〔設問２〕 上記工事を施工するに当たって、「総合的な試運転調整」上、あな

たが特に重要と考えた事項を一つあげ、それについてとった措置又は対策

を簡潔に記述しなさい。

イ) 特に重要と考えた事項

揚水ポンプの試運転調整が特に重要であると考えた。

ロ) とった措置又は対策

モーターを手回しで円滑に回転するかを確認し、又、瞬時

運転を行い、回転方向の正誤を確認した。

→添削箇所：イ）記述量が足りない。現場の状況やどんな調整項目が重視されたかを記

述する。

㎥例）マンション新設に伴う大型受水槽２基（47 ）及び高置水槽（８

㎥）１基の設置工事であったため、揚水ポンプの試運転調整、特

に吐出水頭の確認や揚水管の耐圧試験が重要な課題となった。

ロ）記述量が足りない。具体的な調整状況について、データを入れて記述す

る。

例）揚水ポンプは手で回して回転状況を確認後、電気技術者による配

線チェックを経て、揚水管の水圧を徐々に高めていき、0.75ＭPa、

60分間で異常が出ないことを確認した。
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●「完成に伴う自主検査」の添削例

〔設問２〕 上記工事を施工するに当たって、「完成に伴う自主検査」上、あな

たが特に重要と考えた事項を一つあげ、それについてとった措置又は対策

を簡潔に記述しなさい。

イ) 特に重要と考えた事項

竣工前に社内検査を行い、各配管の漏水確認、配管勾配の

チェックを行い、基準値に満たない場合は手直し工事をし

て、引渡後にクレームが発生しないように注意を払った。

ロ) とった措置又は対策

社内検査員は、本工事に関わらなかった技術者を検査員と

し、社内自主検査項目に従って全箇所目視検査を行った。

土間配管やパイプシャフト等の隠ぺい箇所は、竣工図面及

び施工中の写真を基に規定通りの施工かどうか確認した。

→添削箇所：イ）説明がわかりにくいので、記述方法を整理する。

例）引渡後にクレームが生じないように、竣工前の社内検査により基

準に適合しているかどうかについて、各配管の漏水の有無の確認、

配管勾配のチェックを実施することが重要と考えた。
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●「材料・機器の現場受入検査」の添削例

〔設問２〕 上記工事を施工するに当たって、「材料・機器の現場受入検査」上、

あなたが特に重要と考えた事項を一つあげ、それについてとった措置又は

対策を簡潔に記述しなさい。

イ) 特に重要と考えた事項

防火ダンパーについては多量の新聞紙に包まれ、箱詰めさ

れた状態で現場に搬入されて来るのだが、防火ダンパーの

溶接不良やヒューズの確認をしなければならない。

ロ) とった措置又は対策

防火ダンパーが搬入されてからすぐ個数を確認し、溶接の

不良がないか、ヒューズの欠落はないかを再確認するとと

もに、ハンドル操作で防火ダンパーの開閉を行うことが出

来るのかを確認する。

→添削箇所：イ）問題点を要領よく説明する。

例）防火ダンパーは新聞紙にくるまれて搬入されるため、傷や凹み等

の可能性が考えられ、消防の検査を考慮し、溶接不良や遮断機能

の点検を特に重要と考えた。

ロ）記述は「～した。」のように過去形で記述する。

例）防火ダンパーの重点チェック項目をあらかじめ仕様書からリスト

アップしておいた。搬入時は、数量、傷や凹みの有無、溶接不良

の有無、ヒューズの欠落の有無、ダンパーの機能が正常に動作す

るか等についてハンドルで作動させて、点検を実施した。
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５．経験記述作成例 １ 級

※以下の記述例文は、受験生が実際に作成した「合格水準」に達している解答例です。

※具体的な地名、発注者名等、個人情報に関わる固有名詞は伏字にしてあります。

※記述例文の丸写し（改変含む）は本試験では失格となるので、ご注意下さい。

■１ 級管工事施工管理技士 経験記述例文（1）

問題６ あなたが経験した管工事のうちから、代表的な工事を一つ選び、次の設

問について答えなさい。
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■１ 級管工事施工管理技士 経験記述例文（2）

問題６ あなたが経験した管工事のうちから、代表的な工事を一つ選び、次の設

問について答えなさい。
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■１ 級管工事施工管理技士 経験記述例文（３）

問題６ あなたが経験した管工事のうちから、代表的な工事を一つ選び、次の設

問について答えなさい。
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■１ 級管工事施工管理技士 経験記述例文（４）

問題６ あなたが経験した管工事のうちから、代表的な工事を一つ選び、次の設

問について答えなさい。
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■１ 級管工事施工管理技士 経験記述例文（５）

問題６ あなたが経験した管工事のうちから、代表的な工事を一つ選び、次の設

問について答えなさい。
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