
平成30年　１級建築士　製図試験　設計課題「健康づくりのためのスポーツ施設」 2019年1月9日（建築資格研究会）

注意：本解説は研究会独自のものであるので、参考として見てください。

１．H30本試験課題の項目別解説

H30本試験課題の解説 ＆ 標準解答図

Ⅰ．設計課題の解説
設計課題は、過去に例のない「廃校となった小学校の跡地利用」であり、跡地内の再利用さ
れた建物との「一体的な利用」が重要な計画となるものであった。また、駐車場が跡地内にあ
り、敷地計画の中で駐車場を計画しないという点も初出題パターンであった（毎年、センター
は、必ず予測し難い課題を組込んでくるが、今年も相当なものであった）。

設計課題は、この設計で重要となることが書かれている。本課題からは、地域住民のスポー
ツ増進（世代間交流含む）の基本計画と、「廃校跡地」、「再生建物との一体的利用」、「パッ
シブデザイン」が重要であるという出題側の意図が読み取れる。

敷地図の解説
敷地図は、試験用紙がＡ２となり、上図の通り周囲環境が詳細に示された。
本計画では、この敷地図から受験者がどのような動線計画をするかが重要な点であった。課題の要求室では、「エントランスは、東・西・南・北側のいずれに設けてもよい。」とあり、動線計画を受験者が
自由に設定でき、敷地内の計画のみならず周囲との関連性を考慮した設計が問われる内容であった。

敷地周囲環境は、以下の通りである。
北＝駐車場及び全天候型スポーツ施設
西＝グランド及びカルチャーセンター
南＝遊歩道及び公園
東＝道路及び住宅」である。

標準解答図を見ると、北側と西側からの動線となっている。本敷地では、駐車場（駐輪場含む）が全て北側に配置されているので、そこからの動線を考慮すると、北側に出入口を設けた方が良いとの
判断である。
本課題では、「隣地のカルチャーセンター、全天候型スポーツ施設及びグランドと一体的に使用する」から、各施設との動線計画も重要である。その点は、北側と西側に出入口を設けることで解決する。
更に、南側には公園と歩行者専用道路があるので、こちらとの動線計画も考慮する必要があり、南側の出入口を桜並木を通って西側からの動線となっている。
他方、東側には、幅12ｍ道路があり、こちらとの動線計画も検討する必要がある。この道路の対岸側には、静寂性を必要とする住宅地となっていること、北東部を管理者用出入口とすると明確なゾーニ
ング及び動線交錯防止の観点から、東側に利用者用出入口は設けないほうが良い。標準解答図も東側からの動線計画とはなっていない。

① H30本試験の課題について、項目別に分けて、各課題がどのような意図で書かれているか等について解説する。
② ①の項目別解説では、研究会の予測課題（３案）が、どの程度類似したかについても補足する。
③ 最後に公表された本試験の課題と標準解答例を追記する。

※H30の本試験は、過去に例のないほどランクⅣが多かった（通常10％前後が25.9％であった）。多くの不合格者に確認すると、「建築面積」がオーバーしていた（建築面積1164.8㎡超えは不合格）。

Ⅰ．設計課題

この課題は、戸建て住宅を中心とした市街地にあり、廃校となった小学校（旧小学校の施
設構成：校舎・体育館・校庭・屋外プール）において、老朽化し解体された屋外プールの跡
地に温水プールのある「健康づくりのためのスポーツ施設」を計画するものである。なお、校
舎はカルチャーセンターに、体育館は全天候型スポーツ施設に、校庭は人工芝に改修しグ
ランドとして再利用されている。

本建築物は、地域住民が各種スポーツを楽しみながら健康増進を図ることができ、スポー
ツをとおした世代間交流ができる施設とする。また、パッシブデザインを積極的に取り入れた
計画とする。なお、本建築物は、旧小学校の活用・再生を図るために、隣地のカルチャーセ
ンター、全天候型スポーツ施設及びグランドと一体的に使用するものである。

Ⅰ． 設 計 課 題
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１．敷地及び周辺条件
（1） 敷地の形状、接道条件、周辺状況等は、「敷地図」のとおりである。
（2） 敷地は平坦で、道路、歩行者専用道路及び隣地との高低差はないものとする。

また、歩道の切り開きは、１箇所当たり６ｍまでできるものとする。
（3） 敷地は、第一種住居地域及び準防火地域に指定されている。

また、建蔽率の限度は70％（特定行政庁が指定した角地における加算を含む。）、
容積率の限度は200％である。

（4） 電気、ガス及び上下水道は完備している。
（5） 地盤は、「地盤略断面図」のとおりであり、杭打ちの必要はない。

なお、屋外プールは、基礎フーチングも含め、全ての躯体を解体・撤去し、良質
な土で埋め戻しを行っている。

（6） 気候は温暖であり、積雪についての特別の配慮はしなくてよい。

１．敷地及び周辺条件の解説
「敷地図」と「地盤略断面図」は、別途解説する。
それ以外として、ここの注意点は、「建蔽率＝70％」である。H21以降で建蔽率が厳しい条件
となったことはなかった。今年は、「建築面積」の算定式もあり70％超えは、一発ランクⅣの対
象となり、過去に例のないほどランクⅣが多かった（ここがランクⅣ増加の最大理由と推定）。
スパン割り「７ｍ×７ｍ」の「横６コマ（42ｍ）×縦４コマ（28ｍ）＝24コマ」は建蔽率70％超
・42×28＝1176㎡ ⇒1176/敷地1664＝0.707 ⇒建蔽率＝70.7％（超過）

⇒研究会は、予測課題１の解説で、「建ぺい率の限度も80％との出題と予測するが、万一、
60％で出題された場合は注意を要する。」と解説した。60％ではないが、70％だったので、こ
こを読んで頂いた方は、最初にチェックして頂けたものと思われる。
研究会推奨の横６コマ縦４コマを基本として、プールが横配置なら横１列のみを６ｍへ（他は
７ｍ）、プールが縦配置なら縦１列のみを６ｍへ（他は７ｍ）で建蔽率は70％未満となる。



隣地の施設構成概要 構造/階数/改修状況等 施設の使用状況等

　カルチャーセンター（旧校舎） ・鉄筋コンクリート造 ・サークル活動や生涯学習等の文化的な活動を行う

・地上３階建て ・カルチャーセンター、全天候型スポーツ施設及びグラウンドの利用者の

・バリアフリー対応済み 　管理や運営事務を行う。

・耐震改修工事済み

　全天候型スポーツ施設（旧体育館） ・鉄骨造 ・全天候型スポーツ施設では、バレーボール、バスケットボール等の

・平家建て 　各種スポーツや地域住民の交流を行う。

・バリアフリー対応済み ・全天候型スポーツ施設は、更衣室を完備している。

・耐震改修工事済み ・グラウンドでは、ランニング、ゲートボール等の各種スポーツや地域の祭り等を行う。

　グラウンド（旧校庭） ・トラックの内側は人工芝に改修済み ・管理や運営事務は、カルチャーセンター内で実施する。
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防火設備等の凡例 （特、防等の表示については、必要な箇所（外壁の開口部も含む。）に全て記入すること）

【建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の位置（延焼ライン）と防火設備】

【防火区画に用いる防火設備の位置及び種別】

防火区画（面積区画・竪穴区画）に応じて、要求される所定の防火設備

の位置及び種別を記入すること

建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分がある場合においては、隣地境界線又は道路中

心から延焼のおそれのある部分までの距離（ｍ）を記入し、延焼ラインを破線で図示すること

また、建築物の外壁の開口部で、延焼のおそれのある部分の開口部に要求される所定の防火設備の
種別を記入すること

特定防火設備
建築基準法第２条第九号の二ロ

に規定する防火設備

特 防

※柱、壁、窓等の開口部等を明確に作図すること

延焼ライン

隣地境界線

又は道路中心線

（開口部）

防火設備の種別
ｍ

延焼のおそれのある

部分の距離（各階とも）

地盤略断面図の解説
本試験では、上図の通り「地盤略断面図」が示された（これも初出題のパターンであった）。
この条件は、以下の４点である。

① 旧プール部の埋戻し土：ＧＬ-1.8ｍ＝Ｎ値５（砂）
② その両隣りの砂層：ＧＬ-1.5ｍ＝Ｎ値15
③ 上記①、②以下の砂礫層：Ｎ値30
④ 地下水位：ＧＬ-2.2ｍ以下

従って、この計画では、掘削への経済性、地下水対策及びＮ値30の砂礫層へ基礎底面を計画する観点から、基礎底面ＧＬ-２ｍが正解となる（ＧＬ-2.2ｍも可）。
標準解答例もＧＬ-２ｍでのベタ基礎が基本的な基礎であった。

⇒課題では、「地盤条件及び経済性を踏まえて採用した基礎構造の形式について」という文面があり、基礎の①ベタ基礎、②布基礎、③独立基礎の中から、どれを選択するかが問われた。単純な経
済性からは、③独立基礎が有利である。ただし、研究会は、予測課題（３案）いずれもピット内を設備配管、雨水貯留槽等に活用することでトータルコストが安価となること、不同沈下対策に優れている
ことからベタ基礎（ＧＬ-２ｍ）が良いとしており、本課題でもそのまま活用できた。

防火設備等の凡例の解説
本試験では、上図の通り「防火設備等の凡例」が示された（これも初出題のパターンであった）。
ここでは、延焼ライン、竪穴区画、面積区画が正しく理解され、それに伴い特定防火設備、防火設備の設置ができるかが問われている。

① 「延焼ライン」は、隣地境界線及び道路中心線から１階が３ｍ、２階・３階が５ｍの位置となる。その範囲内にある開口部（窓及び扉）には、防火設備が必要となる。
② 「竪穴区画」は、階段、エレベーター、３層吹抜け部である。その扉又は防火シャッターは、特定防火設備が必要である。３層吹抜けは、１階、２階、３階に（特）防火シャッターが必要である。
③ 「面積区画」は、床面積が1500㎡を超える場合に必要となる。本課題では、温水プール室の見学窓が面積区画の対象となり、ここに（特）防火シャッターが必要となる。

⇒研究会は、２階に３階も含めた大空間のプールがある場合、その空間は吹抜けではなく、あくまで大空間の法的解釈となることから、プール大空間での竪穴区画としての特定防火設備及び防火
シャッターは不要であると解説していたが、標準解答例でも、このプールの区画は「面積区画」と明記された。

隣地施設の概要等の解説
敷地図の下欄には、上記「隣地の施設構成概要等」が示された。
本内容は、各施設の構造、階数、改修譲許う、使用状況が示されているが、各施設との動線を適切に計画すれば、特に留意するような内容ではなかった。



要求室一覧表の解説
要求室は、例年通り部門、室名、特記事項、床面積が示された。ただし、例年に比較すると、
指定床面積（全て約**㎡）の出題比率が高かった。
前文として、「エントランスは、東・西・南・北側のいずれに設けてもよい。ただし、エントランス
を北側又は西側に設けた場合には、その出口から道路又は歩行者専用道路に通ずる（敷
地内の避難上必要な通路）を設ける」とあった。標準解答例①では、西側に敷地内避難通
路を計画しており、標準解答例②では、南側に３箇所の敷地内避難通路を計画している。

（1）健康増進部門
健康増進部門は、最も広い計画となる「温水プール室」の他、10室が出題された。
⇒研究会の予測課題（３案）では、「更衣室Ｂ」以外は類似室として予測が的中した。

昨年に続き、今年も「コンセプトルーム」が出題されたが、それ以外としては、特に特殊な室
の出題はなかった。標準解答例でのコンセプトルームは、「地域住民の健康増進や世代間
交流等」が目的であることから、１階の利用しやすい位置に配置されていた。

大きな室である「温水プール室」は、標準解答例①では１階に、標準解答例②では２階での
計画となっている。どちらも天井が高いことから、２階分の吹抜け空間での計画である。
⇒研究会の予測課題は、いずれも２階での温水プール計画であったが、標準解答例②と類
似するプランであった。予測課題２のプランは、配置的には標準解答例①と類似した温水
プールと多目的スペース室とを並べたものであった。

（2）管理・共用部門
管理・共用部門は、毎年出題される「エントランスホール」の他、５室が出題された。
⇒研究会の予測課題（３案）では、全ての室において予測が的中した。
なお、エントランスホールでは、「３層吹抜け」が指定されたが、この点も研究会の予測課題３
で予測したものと同じ内容であった。
⇒研究会の予測課題３で、同じようにエントランスホール内の３層吹抜けがあり、この点は予
測が的中となった。

毎年、「カフェ」やレストランは、厨房・客席の計画や利用者・スタッフとの動線計画が正しくで
きるかなどの観点から、出題されている。本年は、カフェであった。このカフェの位置は、「桜
並木又は公園」が眺められる指定となっていることから、西側又は南側のどちらかとなる。カ
フェ内に更衣室、便所があることから、外から出入りできれば単独で設置しても良い。ただし、
動線や管理ゾーンとの関係から、管理・共用部門のゾーニング内に納まるのであれば、そち
らの方が望ましい。
⇒研究会は、予測課題２でカフェを予測している。

（3）設備スペース
「機械室」が指定㎡数での出題となり、また多目的スポーツの「空調機械室」の指定、更に初
出題パターンとなる屋上への「電気設備スペース」が指定された。機械室は、管理・共用部
門ゾーン内の温水プール室の直下が良く、空調機械室は多目的スポーツ室内の一角に設
けることが望ましい。
⇒研究会の予測課題（３案）では、屋上に「受変電設備及び非常用発電設備」を設定してお
り、本試験課題は、予測課題の書き方をそのまま採用できた。

注意：上記解説では、研究会が考えるベストな位置等を記載しているが、それ以外でも、動
線計画、ゾーニング計画等の設計がなりたっていれば、それも正解となる。

４．計画に当たっての留意事項の解説
留意事項は、毎年、建築計画、構造計画、設備計画ごとに2～4項目の記載があるが、今年
は大きく次の３点が異なっていた。
（1）隣地との「一体的な使用」の計画指定である。

この点は、「Ⅰ.設計課題」でも記載があったが、ここでも留意事項として記載された。
（6）延焼部分と防火区画

「防火設備等の凡例」では書き方が示されたが、ここでは、特に消火設備の設置に
よる免除や避難安全検証を採用しないことの留意事項が書かれていた。

（7）避難計画
例年通りの２方向避難の計画支持のほか、「必要に応じて」の条件付きであるが、
敷地内の避難計画への留意事項が示された。

２．建築物の解説
建築物は、地上３階建てであった（地下１階はなかった）。
床面積は、「2,300以上、2,800㎡以下」であり、妥当な床面積の指定であった。

⇒研究会の予測課題では、①2,800以上3,200㎡以下、②2,100以上2,500㎡以下、③
2,600以上3,000㎡以下であり、試験課題は、②と③の中間の面積であった。

２．建築物
（1） 構造・階数等

構造種別は自由とし、地上３階建ての１棟の建築物とする。
（2） 床面積の合計は、2,300㎡以上、2,800㎡以下とする。

この課題の床面積の算定においては、ピロティ、搭屋、バルコニー及び屋外階段
は、算入しないものとする。なお、ピロティ等を屋内的用途に供するもの（娯楽
スペース、設備スペース等）については、床面積に算入するものとする。

（3） 要求室
下表の室は、全て計画する。

４．留意事項
建築計画、構造計画及び設備計画については、次の点に特に留意して適切に計画する。

（1） 隣地のカルチャーセンター、全天候型スポーツ施設及びグランドと一体的に使用できる

ように適切に計画する。
（2） 各種運動により生じる振動及び騒音に配慮した計画とする。
（3） 地盤条件や経済性を踏まえ、建築物全体の基礎構造を適切に計画する。
（4） エレベーターを適切に計画する。
（5） 設備機器の搬出入及び更新に配慮した計画とする。
（6） 建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、所定の防火設備を適切に

計画する。また、防火区画（面積区画・竪穴区画）が必要な部分には、所定の防火設備
を用いて適切に区画する。なお、本建築物は、自動式のスプリンクラー設備等を設け
ないものとし、また、「避難上の安全の検証」を行わないものとする。

（7） 避難階又は地上に通ずる２以上の直通階段を適切に計画する。
また、必要に応じて、「敷地内の避難上必要な通路」を適切に計画する。

部門 床面積

・健康増進のためのエクササイズ等を行う。

・プールは、長さ18ｍ、幅10ｍ、最深1.2ｍとする。

・自然採光を十分に確保する。

・足洗い場、採暖室及び監視員室を設ける。

・見学コーナーや廊下等から温水プール室内の様子を

　見ることができるように見学窓を設ける。

男性用 ・温水プール室の足洗い場を介して直接アクセスする。 約60㎡

女性用 ・ロッカー、洗面台、シャワー及び便所を設ける。 約60㎡

・天井高は５ｍ以上とする。

・室の辺長比は1.5以下とし、無柱空間とする。

・各種トレーニングマシンを設置する。 約120㎡

・ダンス、ヨガ等のプログラムを行い、壁の一面に鏡を設ける。 約100㎡

・壁の一面にボルダリング用ホールドを設ける。 約80㎡

男性用 ・温水プール室利用者以外の本建築物の利用者が使用する。 約40㎡

女性用 ・ロッカー、洗面台及びシャワーを設ける。 約40㎡

適宜

・男性用及び女性用の更衣スペースを設ける。

・休憩スペースを設ける。

・健康相談、身体測定や体力測定を行い、健康増進に

　関する情報も提供する。

・設計条件等を踏まえ、地域住民が健康増進や世代間

　交流等を図るために必要と思われる室を想定し、室数

　や室の使い方を自由に提案する。

・使用方法や設い（インテリア、什器、設備機器等）の

　具体的な提案は、「Ⅱ.３.計画の要点等（８）」に従い

　記述する。

・風除室を設ける。

・１階から３階までの吹抜けを設ける。

・施設利用券売機を設置する。

・客席から桜並木又は公園が眺められるようにする。

・テーブル、椅子（40席程度）、レジカウンター等を設ける。

・厨房、調理人の更衣室及び便所を設ける。

・本建築物の管理及び運営事務を行う。

・受付カウンターを設ける。

・執務スペース（４人分）を設ける。

・気分が悪くなった者等が一時的に利用する。

・ベッド（２台）を設ける。

・車椅子使用者、オストメイト等に配慮する。 適宜

・各階に、男性用及び女性用を設ける。 適宜

・プール温水の、循環ろ過設備、加熱設備等を設ける。

・水槽、ポンプ等を設ける。

・多目的スポーツ室用に設ける。 適宜

・屋上に設け、面積は約40㎡とする（床面積には

　算入しない。）。

・受変電設備及び非常用発電設備を設ける。

・従業員等の通用口、倉庫及びゴミ置場については、適切に計画する。

・その他必要と思われる室、什器等は、適宜計画する。

電気設備スペース

エントランスホール

カフェ

室　名

救護室

多機能トイレ

便所

多目的スポーツ室

トレーニングルーム

適宜

機械室

空調機械室

設

備

ス

ペ
ー

ス

管

理

・

共

用

部

門

約450㎡

約200㎡

計約100㎡

適宜

適宜

約80㎡

－

特記事項

更衣室Ａ

（プール用）

適宜事務室

コンセプトルーム

更衣室Ｂ

・本建築物のエントランスは、東・西・南・北側のいずれに設けてもよい。ただし、エントランスを

　北側又は西側に設けた場合には、その出口から道路又は歩行者専用道路に通ずる「敷地内

　の避難上必要な通路」を設けるものとする。

温水プール室

健

康

増

進

部

門

適宜

約40㎡

ダンススタジオ

キッズ用プレイルーム

器具庫

インストラクター控室

健康相談室

３．屋外施設の解説
今年の課題では、「隣地の駐車・駐輪場」を利用して敷地内には計画しないものであった
（過去に例のない初出題パターンである）。
⇒研究会の予測課題３では、利用者の駐車場は同じように隣地のものの活用としたものを
予測したが、それでも車椅子使用者用とサービス用は敷地内計画としたものであった。

「屋外テラス」は、例年通りの内容であり、またカフェとの動線指定も過去に同じものが出題
されている。
⇒研究会の予測課題２は、カフェと屋外テラスを隣接させて、動線も計画するもので、全く同
じ内容であった。

３．屋外施設
（1） 駐車場（車椅子使用者用、サービス用を含む。）と駐輪場は、隣地の「駐車・駐輪場」

を利用するものとし、敷地内には設けない。なお、利用者は東側道路を介することなく
敷地から直接「駐車・駐輪場」へアプローチしてもよい。

（2） 屋外テラスを、地上に40㎡以上設け、桜並木又は公園の景観に配慮する。
また、利用者が休憩や飲食をすることができるようにカフェとの動線にも配慮し、屋外
ファニチャー（椅子、テーブル、ベンチ等）を設ける。
なお、この屋外テラスは、床面積に算入しない。



３．計画の要点の解説
計画の要点等は、昨年と同じ建築、構造、設備で９質疑であった。質疑内容は、特に難しい
ものではなかった（計画の要点等の解説は、「研究会の解答解説」を参照下さい）。
⇒研究会としては、「（4）カルチャーセンター等との一体利用」以外は、ほぼ予測通りであっ
た。

要求図書の一覧表の解説
要求図書の一覧表は、1階平面図兼配置図、２階平面図、３階平面図、断面図に対して記
載すべき特記事項が書かれている。ここも殆どが定型文であるが、今年の課題では、下記
の点が異なった。

① ニ．延焼のおそれのある部分の位置及び防火設備、防火区画の防火設備
② ハ．敷地内避難通路がある場合の記載
④ ハ．屋上の電気設備スペースの位置（点線で表示）

⇒研究会の「復元図の添削」では、④の屋上電気スペースの点線を３階平面図に記載して
いない図面が多かった（この記載忘れは－１点と推定）。初の出題パターンであり、また後半
での記載指示であったことから、見落としされたものと推定する。

また、添削では、避難経路を２階のみに記載し、３階平面図に書いていない図面も多かった。
課題文では、３階の避難経路の記載指示が、「④ イ．③イ．に同じ」とあり、文章表現が分
かりずらく見落としたものと推定する（この記載忘れは－２点と推定するが、多くの受験者が
見落とした場合の調整処置として－１点となることもあると推定）。

断面位置は、「プールを含み」との指定であった。
⇒研究会の予測課題では、３案ともにプール断面指定とした。

答案用紙Ⅰ及び答案用紙Ⅱの定められた枠内（寸法線については枠外でもよい。）に、黒鉛
筆を用いて記入する。

１．要求図面（答案用紙Ⅰに記入）
下表により、所定の図面を作成し（フリーハンドでもよい。）、必要な事項を記入する。
なお、各図面には、必要に応じて、計画上留意した事項について、簡潔な文章や矢印等により

補足して明示する。

Ⅱ． 要 求 図 書

３．計画の要点等（答案用紙Ⅱに記入）
建築計画、構造計画及び設備計画について、次の（1）～（9）の要点等を具体的に記述する。

なお、要求図面では表せない計画についても記述する。
（1）温水プール室の計画（平面配置、設置階等）を踏まえ、温水プール室における自然採光の

確保と空調用エネルギーの抑制を実現するために、ガラス面及び開口部の位置、平面計画、
断面計画等について工夫したこと（２つ）

（2）エントランスホール及び１階から３階までの吹抜け並びにそれらの周囲の空間における自然
採光の確保と空調用エネルギーの抑制を実現するために、ガラス面及び開口部の位置、
平面計画、断面計画等について工夫したこと（２つ）

（3）利用者の靴の履き替え等を考慮した、各部門のゾーニング及び動線計画について特に考慮
したこと

（4）本建築物と隣地のカルチャーセンター等とを一体的に使用できるようにするために特に考慮
したこと

（5）温水プール室の構造計画（上部の床又は屋根の構造等）について特に考慮したこと
（6）多目的スポーツ室から発生する振動及び騒音に対して、上下階及び隣接する室への影響を

抑制するために、特に考慮したこと
（7）地盤条件や経済性を踏まえた、支持層の考え方、採用した基礎構造とその基礎底面のレベ
ル

について特に考慮したこと
（8）コンセプトルームについて、設計条件、特記事項を勘案し、「使用方法」及び「設い」を提案

すること
（9）防火区画（面積区画・竪穴区画）をどのように区画形成したかについて、具体的に記述するこ
と

図面及び縮尺

（1） １階平面図 ①　各階平面図には、次のものを図示又は記入する。

・配置図 　イ．主要寸法（スパン割り及び床面積等の算出に必要な程度）

1/200 　ロ．室名等

　ハ．要求室の床面積

（2） ２階平面図 　ニ．建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の位置

1/200 　　　及び防火設備、防火区画に用いる防火設備の位置及び種別

　　　（防火設備等の凡例を参照）

（3） ３階平面図 　ホ．設備シャフト【パイプシャフト（ＰＳ）、ダクトスペース（ＤＳ）及び

1/200 　　　電気シャフト（ＥＰＳ）】の位置

　ヘ．設備計画に応じた設備スペース

　ト．断面図の切断位置

　チ．要求室の特記事項に記載されている室、スペース、什器等

②　１階平面図・配置図には、次のものを図示又は記入する。

　イ．建築物の出口（▲で表示）、通用口（△で表示）

　ロ．屋外テラス（面積、屋外ファニチャー等）

　ハ．「敷地内の避難上必要な通路」（ある場合のみ）の経路と幅、

　　　通路、植栽等

③　２階平面図には、次のものを図示又は記入する。

　イ．居室の最も遠い位置から２の直通階段に至る歩行経路を

　　　図示し、その一に至る歩行距離及び重複区間の長さ

　ロ．１階の屋根、庇等となる部分

④　３階平面図には、次のものを図示又は記入する。

　イ．③イ．に同じ

　ロ．２階の屋根、庇等となる部分

　ハ．屋上の電気設備スペースの位置（点線で表示）

（4） 断面図 ①　断面位置は、プールを含み、１階から３階の立体構成がわかる断面

1/200 　　　とする。なお、水平方向及び鉛直方向の省略は行わないものとする。

②　建築物の最高の高さ、階高、天井高、１階床高、２階床高、３階床高

　　　及び主要な室名並びにプールの深さを記入する。

③　基礎、壁、梁及びスラブの断面を図示する。

特記事項

Ⅱ．要求図書

１．要求図面（答案用紙Ⅰに記入）の解説
過去の文面は、「なお、各図面には、計画上留意した事項について、簡潔な文章や矢印等
により補足して説明しても良い。」であったが、「・・・必要に応じて・・・補足して明示する。」と
なった。
⇒研究会は、図面内には他社との差別化を図る観点から、可能な限り「簡潔な文章や矢印
等により補足して明示する」ことを推奨してきた。この書き込みの有無は、激戦区（ランクⅠと
ランクⅡとの別れ目の２千人）に入った場合、ランクⅠへ入るため可能な限り書き込みするこ
とを推奨している。

２．面積表（答案用紙Ⅰに記入）
（1） 建築面積を記入し、その算定式も記入する。
（2） 各階の床面積及びその合計を記入する。

なお、各階の床面積については、その算定式も記入する。

２．面積表の解説
面積表は、例年、床面積の算出であったが、今年、建築面積の算出も加わった。
更に、上述したように、建蔽率は70％と厳しい数値であることから、建蔽率の検討も必要で
あった。最も大きな温水プール室を考慮して、７ｍ×７ｍグリッドの24コマを基本とすると、下
記どちらかの選択が望ましい（下図参照）。
⇒研究会としては、「多目的スポーツ室」が天井高さ５ｍと高いこと、南側に眺望の良い公園
があること等から、「温水プール室の横配置」が望ましいと考える。なお、このエスキスは、予
測課題２のプランを応用すれば簡単にまとまったものと推定する。

温水プール室を横配置

7ｍ 7ｍ 7ｍ 7ｍ 7ｍ 7ｍ 7ｍ 7ｍ 7ｍ 7ｍ 7ｍ

7ｍ

7ｍ

7ｍ

7ｍ

2ｍ

2ｍ

28ｍ27ｍ

7ｍ

6ｍ

7ｍ

7ｍ

3ｍ

2ｍ

7ｍ 5ｍ6ｍ 7ｍ5ｍ5ｍ

6ｍ

温水プール室

温水プール室

多目的室

縦動線にて７ｍが良い

左端以外へ縦動線にて左端６ｍ

温水プール室を縦配置



２．研究会の作図解説
・本試験の課題と標準解答例を追記する（見やすい標準解答例は「４章　センター標準解答例」参照）。

（１）　設計課題

（２）　標準解答例①



（３）　標準解答例②



（５）　計画の要点等　（１～４） ※激戦区でランクⅠとなるため、記述は１行も残さないという強い意志で書く（合格するための研究会指導法）。

※階数と平面配置（２階南側等）を書いて、自然採光確保のため開閉式トップライトとし、ガラス面及び開口部の計画として水平ルーバー、Low-E複層ガラスとした。

※３層吹抜けが北側であることから安定した天空光の採用を主張し、周囲の空間も含め開閉式トップライトと共に気圧差換気等による空調エネルギー抑制を記載した。

※健康増進部門のみを上足ゾーンとし、各出入口からは下足ゾーン内での移動が可能であることと、部門分けでの上下足分けを示した。

※隣地施設との一体利用から出入口を北と西としたこと（南は公園等動線も含め説明）、隣地施設の利用者も誘導するためコンセプトルームとカフェを動線内に計画した。



（６）　計画の要点等　（５～９）

３．研究会が目指していること

研究会は、受験者が日々忙しい中で（業務が忙し過ぎて十分な時間が取れない等）、如何に効率よく合格できるかを追求している。
そのために、予測課題３案のみで本試験課題に対して80％以上的中することを目標としている（その他、確定エスキスや計画の要点等の解答例等含む）。
・１回目予測課題１（2018.8.13）：過去問分析を参考に「最も基本的な課題（プール南北長手方向等）」を取りまとめた。
・２回目予測課題２（2018.8.27）：「市販書籍分析」及び「プール東西長手方向」へ配置する等のプランを取りまとめた。
・３回目予測課題３（2017.9.10）：試験元のセンターが毎年盛り込む「予測し難い内容（周囲運動公園との動線、３層吹抜け等）」を考慮して、課題を取りまとめた。
H30本試験課題に対して、研究会の予測課題（３案）は、80％以上的中した（下記「４．予測課題の検証」参照）。

なお、研究会は、各資格学校の学習法を否定するものではないが、下記点についての改善を図ろうとしている。
資格学校では、毎週異なる課題を書く学習法であり、毎年10種類以上の課題が提示される（下表参照）。
予測課題の種類が多いことから、どれかは本試験課題に類似するが、「結果的に何がでるの？」との疑問も残る（学習時間も膨大で忙しい方には適し難い）。
学校は、グループミーティングによる意見交換ができる大きなメリットを要するが、夜11時近くまで拘束されるのは人間の集中力の限界等から疑問も感じる。
膨大な情報量は、試験においてエスキスが定まり難い一面がある（研究会は、この点の改善も含め予測課題の絞り込みをしている）。
何より疑問なのは、あまりにも高額な受講料であり、オプションを付けると短期でも70万円/年、長期なら100万円/年程度もかかる資格学校もある。
それでも合格できれば良いが、100％出席での不合格者には翌年半額にするなどの企業責任を考慮した方が良いとも感じている・・・。
・・・研究会は、忙しい方がＨＰだけでも合格できる内容を検討し続けて、費用的に厳しい方等へ貢献できるよう今後も年会費２万円としたい。

※構造種別、架構形式、スパン割りを箇条書きし、ＰＣ梁の解説と、各寸法を示した（例年の出題内容であり、全て事前に解説済み）。

※振動と騒音を抑えるために、構造的なスラブ厚さと小梁距離を示し、その他として遮音フローリングと防音扉を記載した。

※ピット内配管や雨水貯留槽利用を含めた総合コストの低減と、不同沈下に強いベタ基礎を採用し、支持層ＧＬ－２ｍ、基礎スラブ厚さ500ｍｍを示した。

※昨年に引き続き出題されたコンセプトルームは、使用方法として交流ラウンジと情報展示を示し、その設いとしてソファー、テーブル、展示ケース、大型モニターを示した。

※竪穴区画となる階段、エレベーター、３層吹抜けの特定防火設備と、面積区画となる３階見学窓の特定防火設備を示した。



４．予測課題の検証
・本内容は、1022（月）に掲載した内容である。参考まで、添付した。
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（1）作図課題　（表１参照）

　　⇒配置図の試験課題は、グランド・スポーツ施設等の一角に位置し、それとの関連及び駐車場との動線が重視された課題であった。研究会の予測課題３は、周囲運動公園および駐車場との動線を重視した予測課題であり、傾向としては近いものであった。

　　⇒建設用地の試験課題は52ｍ×32ｍであり、予測課題３は52ｍ×35ｍと近いものであった。ただし、南側の歩行者専用道路は予測できなかった。

　　⇒要求室は、更衣室Ｂ以外は、ほぼ網羅できた。特に、プール450㎡とスポーツ施設200㎡は予測課題３で、更衣室Ａ（120㎡2室）は予測課題２でそれぞれ㎡数まで同じであった。また、エントランスホール３層吹抜けは、予測課題３と同じ内容であった。

　　⇒カフェは、予測課題２で示しており、更に屋外テラスを隣接するところまで同じであった。また、コンセプトルームは、予測課題３で①提案型の屋内運動室、②健康プラザとして出題予測しており、全く同じ内容ではなかったが、方向性としては近いものであった。

　　⇒そのほか防火設備等の凡例、地盤条件（GL-1.8ｍ以下良好地盤）、設備機械室の室内設置や受変電設備及び非常用発電機設備の屋上設置も予測課題で示している。

（2）記述課題　（表２参照）

　　⇒「カルチャーセンター等との一体利用」は予測できなかったが、それ以外は、表２の通りほぼ的中した（8/9＝89％的中）。

（3）まとめ

　　⇒研究会の予測課題の３案は、上記の通り作図課題（更衣室Ｂ以外ほぼ的中）及び記述課題（カルチャーセンター以外ほぼ的中）の両方ともに80％以上的中したと言える。

　　⇒試験元のセンターは、必ず予測し難い内容を組み込んでくる。H29、H28と予測し難い内容については的中することができなかったが、H30はほぼ予測できた（周囲運動施設及び駐車場との動線計画、エントランス３層吹抜け、コンセプトルーム、温水プール450㎡等）。

表１　各予測課題の比較一覧表 は試験課題で出題された内容と研究会の予測課題の内容が類似したものを示す（細かい数値等の違いは類似したとしている）。

屋外 屋外

テラ ス 広場

規模 横 縦 東 西 南 北 車いす 利用者 サービス

（㎡） （ｍ） （ｍ） 更衣室 プール
観覧

用

屋内

運動

更衣

室2

エアロ

ビクス

トレー

ニング
ヨガ

ダンス

他

コンセ

プト室

マッ

サージ
他所室 測定室 医務室

健康

相談

健康

所室

スタップ

コー

ナー

スポー

ツ

ラ ウン

受付

ホール

休憩

コーナ

エント

ランス

レスト

ラン
カフェ 売店 会議室 ラウンジ プラザ他 事務室

施設

長室
会議室 休憩室 更衣室

指導

控室

応接

室他
設備室 （㎡） （㎡） （台） （台） （台） （台）

本試験 H3 0 課題 1,664 52 32 2,300 ～ 2,800 道路 桜並木
歩行道

公園
駐車場

120㎡

（2室）
450㎡ 適宜 200㎡

80㎡

（2室）
120㎡ 100㎡ 100㎡

キッズ

80㎡
適宜

適宜

（吹抜）
40人 4人 適宜

80㎡

適宜
40㎡

予測課題１ 1,800 50 36 2,800 ～ 3,200 商業 道路 道路 事務所
200㎡

（2室）
400㎡ 適宜 80㎡ 200㎡ 50㎡ 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 300㎡ 適宜 100㎡ 50㎡ 5人 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 50㎡ 50㎡ 1 1 10 8/13確定

予測課題２ 1,800 50 36 2,100 ～ 2,500 道路 事務所 公園 道路
120㎡

（2室）

10×25

10×10
適宜 200㎡ 80㎡ 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜

100㎡

（吹抜）
70㎡ 70㎡ 6人 30㎡ 適宜 適宜 適宜 30㎡ 1 10 2 10 8/27確定

予測課題３ 1,820 52 35 2,600 ～ 3,000 道路 駐車場 公園 公園
140㎡

（2室）
450㎡ 30㎡

提案型

200㎡
100㎡ 適宜

適宜

（吹抜）
50人 70㎡ 400㎡ 40㎡ 適宜 50㎡ 50㎡ 適宜 適宜 適宜 30㎡ 30㎡ 1 1 20

9/10確定

Ｂ１有

表２　計画の要点等（記述課題）の比較一覧表 は試験課題で出題された内容と研究会の予測課題の内容が類似したものを示す（細かい数値等の違いは類似したとしている）。

ＮＯ．

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

注意：試験課題は、2018.10.22現在まだ公表されていない。本内容は、受験者からの聞き取り調査に基づき作成したものであり、試験課題と異なる場合があるので、参考として見て下さい。

地盤条件や経済性を踏まえた、支持層の考え方、採用した基礎構造とその基礎底面のレベルについて特に考慮したこと Ⅲ④　採用した基礎方式と、その選定理由について考慮したこと

コンセプトルームについて、設計条件、特記事項等を勘案し、「使用方法」及び「設い」を提案すること
予測課題Ⅲ（1）で注釈として「⇒各自の提案を書く問題です。昨年「コンセプトルーム」で新しく出題されたパターンです。」と記載あり。

（1）屋内運動室において各自が提案する運動内容の計画で工夫したこと。

防火区画（面積区画・竪穴区画）をどのように区画形成したかについて、具体的に記述すること Ⅰ（10/1追加解答）　防火区画に関する竪穴区画および面積区画について考慮したこと

Ⅰ①　利用者と職員等のアプローチ計画について考慮したこと

Ⅰ⑤　ゾーニング計画について工夫したこと　⇒ただし、上履きの指定はなし

本建築物と隣地のカルチャーセンター等とを一体的に使用できるようにするために特に考慮したこと 無し　⇒カルチャーセンターの一角としての配置を予測できなかった。

温水プール室の構造計画（上部の床又は屋根の構造等）について特に考慮したこと
Ⅲ⑤　温水プールの構造計画について考慮したこと（２つ以上の構造計画）

なお、【補足図記入欄③】にその考え方等をイラストやシステム図等により補足してもよい。

多目的スポーツ室から発生する振動及び騒音に対して、上下階及び隣接する室への影響を抑制するために、特に考慮したこと Ⅲ⑥ スラブ及び小梁の架け方について工夫したこと　⇒解説の中で振動および遮音について解説あり。

利用者の靴の履き替え等を考慮した、各部門のゾーニング及び動線計画について特に考慮したこと

　センターの試験課題（記述） 　研究会の予測課題（記述）

温水プール室の計画（平面配置、設置階等）を踏まえ、温水プール室における自然採光の確保と空調用エネルギーの抑制を実現するために、ガラス面及び開口部の設置、平面計画、断面計画等について工夫したこ

と（２つ）

Ⅳ②　採用したパッシブデザインについて特に考慮したこと（３つ以上の手法）この課題において、太陽光パネル、太陽熱温水器はパッシブデザインに含まない。

なお、【補足図記入欄①】にその考え方等をイラストやシステム図等により補足してもよい。

エントランスホール及び１階から３階までの吹抜け並びにそれらの周囲の空間における自然採光の確保と空調用エネルギーの抑制を実現するために、ガラス面及び開口部の位置、平面計画、断面計画等について工

夫したこと（２つ）

Ⅳ①　採用したパッシブデザインについて特に考慮したことを３つ具体的に記述する

Ⅳ③ 建築物の環境負荷低減（熱負荷抑制、省エネルギー等）について設備方式（空調設備、給排水設備、電気設備）として配慮したこと（各３つ以上）

以上～以下 軽運動部門 共用部門 管理部門

（㎡）～（㎡）

研究会

（健康プラザ内） （健康プラ ザ内）

H30試験課題と研究会の予測課題との比較一覧表（検証）

各社 課題名

建設用地 指定床面積 東西南北の条件 要求室 駐車場 駐輪場

備考
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表１　各予測課題の比較一覧表
屋外 屋外

テラ ス 広場

規模 横 縦 東 西 南 北 車いす 利用者 サービス

（㎡） （ｍ） （ｍ） 更衣室 プール
観覧

用

屋内

運動

更衣

室2

エアロ

ビクス

トレー

ニング
ヨガ

ダンス

他

コンセ

プト室

マッ

サージ
他所室 測定室 医務室

健康

相談

健康

所室

スタップ

コー

ナー

スポー

ツ

ラ ウン

受付

ホール

休憩

コーナ

エント

ランス

レスト

ラン
カフェ 売店 会議室 ラウンジ プラザ他 事務室

施設

長室
会議室 休憩室 更衣室

指導

控室

応接

室他
設備室 （㎡） （㎡） （台） （台） （台） （台）

本試験 H3 0 課題 1,664 52 32 2,300 ～ 2,800 道路 桜並木
歩行道

公園
駐車場

120㎡

（2室）
450㎡ 適宜 200㎡

80㎡

（2室）
120㎡ 100㎡ 100㎡

キッズ

80㎡
適宜

適宜

（吹抜）
40人 4人 適宜

80㎡

適宜
40㎡

予測課題１ 1,800 50 36 2,800 ～ 3,200 商業 道路 道路 事務所
200㎡

（2室）
400㎡ 適宜 80㎡ 200㎡ 50㎡ 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 300㎡ 適宜 100㎡ 50㎡ 5人 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 50㎡ 50㎡ 1 1 10 8/13確定

予測課題２ 1,800 50 36 2,100 ～ 2,500 道路 事務所 公園 道路
120㎡

（2室）

10×25

10×10
適宜 200㎡ 80㎡ 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜

100㎡

（吹抜）
70㎡ 70㎡ 6人 30㎡ 適宜 適宜 適宜 30㎡ 1 10 2 10 8/27確定

予測課題３ 1,820 52 35 2,600 ～ 3,000 道路 駐車場 公園 公園
140㎡

（2室）
450㎡ 30㎡

提案型

200㎡
100㎡ 適宜

適宜

（吹抜）
50人 70㎡ 400㎡ 40㎡ 適宜 50㎡ 50㎡ 適宜 適宜 適宜 30㎡ 30㎡ 1 1 20

9/10確定

Ｂ１有

課題① 1,800 50 36 2,800 ～ 3,300 市役所 道路 公園 道路
140㎡

（2室）
400㎡ 適宜 － －

160㎡

（2室）
200㎡ 80㎡ 80㎡ － － － 40㎡ － － － 適宜

適宜

（吹抜）
－ 100㎡ 70㎡ 80㎡ － 6人 30㎡ 35㎡ 適宜 適宜 適宜 適宜 － － 1 - 1 20

課題② 1,800 50 36 2,100 ～ 2,500 道路 事務所 道路 住宅
120㎡

（2室）
250㎡ 20㎡ 250㎡

80㎡

（2室）
－ 70㎡ － － － － － 70㎡ － － － 適宜

適宜

（吹抜）
40人 －

50㎡

80㎡
70㎡ 40㎡ 6人 － － － 適宜 － 適宜 － 150㎡ 2 3 2 10

課題③ 1,800 50 36 2,400 ～ 2,800 道路 道路 公園 道路
175㎡

（3室）

10×25

10×10
適宜 － － － 150㎡ 100㎡ － 100㎡ 30㎡ 30㎡ 50㎡ 30㎡

40㎡

（2室）
50㎡ － 適宜 140㎡ － － － － 60㎡ － － － 適宜 適宜 適宜 30㎡ － 1 10 2 10

早期対策１ 1,750 50 35 2,700 ～ 3,200 図書館 道路 道路 市庁舎
160㎡

（2室）
450㎡ 30㎡ 200㎡ 300㎡ 50㎡ 適宜 20㎡ 適宜 適宜 45人 50㎡ 50㎡ 6人 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 50㎡ 2 8 2 10

早期対策２ 1,800 50 36 2,700 ～ 3,200 住宅 道路 公園 道路
140㎡

（2室）
400㎡ 適宜 200㎡ 160㎡ 50㎡ 80㎡ 適宜 50人 適宜 80㎡ 適宜 80㎡ 5人 適宜 適宜 適宜 適宜 50㎡ 1 2 20

演習１Ａ 1,800 50 36 2,500 ～ 2,900 道路 図書館 住宅 道路
150㎡

（2室）
450㎡ 50㎡ 200㎡ 100㎡ 適宜 50㎡

適宜

（吹抜）
45人 50㎡ 7人 適宜 適宜 適宜 適宜 250㎡ 1 2 18

演習３Ａ 1,924 52 37 2,900 ～ 3,400 事務所 商業 道路 道路
160㎡

（2室）
12×25 30㎡ 240㎡ 240㎡ 150㎡ 25㎡

適宜

（吹抜）
40人 80㎡ 120㎡ 80㎡ 6人 適宜 35㎡ 適宜 1 2 1 15

演習３Ｂ 1,872 52 36 2,700 ～ 3,100 住宅 商業 道路 道路
150㎡

（3室）
450㎡

100㎡

（3室）
120㎡ 240㎡ 適宜

20㎡

（2室）
30㎡ 適宜 50人

240㎡

（2室）
適宜 40㎡ 10人 適宜 30㎡ 適宜 100㎡ 1 1 2 20

演習４Ｂ 1,575 45 35 3,000 ～ 3,400 駐車場 事務所 道路 事務所
180㎡

（2室）
450㎡ 30㎡ 220㎡

180㎡

220㎡
60㎡ 適宜 適宜 適宜 50人 90㎡ 120㎡ 5人 40㎡ 40㎡ 適宜 適宜 適宜 100㎡ 1 1 20

模擬試験 1,776 48 37 2,600 ～ 3,000 道路 駐車場 公園 道路
160㎡

（2室）
330㎡ 50㎡ 100㎡

300㎡

50㎡
適宜 適宜

適宜

（吹抜）
50人 50㎡ 160㎡ 70㎡ 6人 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 200㎡ 2 2 10

特訓課題１Ａ 1,800 50 36 3,000 ～ 3,500 公園 公園 公園 道路
140㎡

（2室）
330㎡

300㎡

300㎡

共用

200㎡
70㎡ 100㎡ 70㎡ 適宜 適宜 適宜 適宜 40人 60㎡ 40㎡

展示

50㎡
6人 適宜 適宜 適宜 適宜 100㎡ 2 40

特訓課題２Ａ 1,850 50 37 2,800 ～ 3,200 センター 武道館 プール 道路
200㎡

（2室）
8×20

無柱
10×10

120㎡

（2室）
200㎡ 100㎡ 25㎡ 適宜 50㎡ 適宜 40人 50㎡ 8人 適宜 適宜 適宜 適宜 80㎡ 1 1 40

特訓模擬 1,944 54 36 3,000 ～ 3,500 公園 隣地 建設地 道路
140㎡

（2室）
400㎡ 300㎡

160㎡

（2室）
180㎡

160㎡

（2室）
適宜 100㎡ 適宜 適宜 適宜 40人

160㎡

（2室）
50㎡ 5人 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 120㎡ 1 2 20

特訓課題３ 1,998 54 37 3,400 ～ 3,800 道路 遊歩道 道路 受託
140㎡

（2室）
8×20

H8ｍ
12×24

160㎡

（2室）
100㎡ 100㎡ 適宜 50㎡ 適宜 40人 80㎡ 10人 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 50㎡ 1 2 2 20

基本課題 1,800 50 36 2,400 ～ 2,800 道路 駐車場 公園 道路
200㎡

（2室）
400㎡ 適宜 70㎡ 150㎡ 50㎡ 80㎡ 50㎡ 30㎡ 50㎡ 10人 20人 適宜 適宜

適宜

（吹抜）
60人 30人 5人 適宜 適宜 20㎡ Ｂ400㎡ 150㎡ 2 1 20 Ｂ１有

基本Ｓ１ 1,800 50 36 2,500 ～ 2,900 地域建 道路 公園 道路
160㎡

（2室）
400㎡ 100㎡ 150㎡ 50㎡ 50㎡ 20㎡ 30㎡ 20人 適宜

適宜

（吹抜）
40人 20人 適宜 5人 適宜 適宜 適宜 200㎡ 2 1 30

基本Ｓ２ 1,728 48 36 2,100 ～ 2,500 公園 道路 公園 道路
160㎡

（2室）
400㎡ 40㎡ 80㎡ 120㎡ 150㎡ 30人 80㎡ 15㎡ 25㎡ 40㎡ 30㎡

適宜

（吹抜）
60人 15㎡ 4人 適宜 適宜 15㎡ Ｂ300㎡ 2 1 30 Ｂ１有

オリジナル１ 1,976 52 38 2,600 ～ 3,000 道路 公園 道路 公園
200㎡

（2室）
500㎡ 80㎡ 150㎡ 80㎡ 16人 40㎡ 適宜 40㎡ 40㎡ 適宜 適宜 適宜 15人 適宜 50人 40㎡ 150㎡ 8人 適宜 適宜 Ｂ350㎡ 50㎡ 150㎡ 2 1 20 Ｂ１有

オリジナル２ 1,800 50 36 ～ 3,000 住宅 道路 公園 道路
200㎡

（2室）
320㎡ 適宜

120㎡

（2室）
80㎡ 60㎡

2室

30人
80㎡ 40㎡ 40㎡ 適宜 50人 60㎡ 6人 40㎡ 適宜 50㎡ 2 1 20 Ｂ１有

オリジナル３ 1,900 50 38 2,400 ～ 2,800 住宅 公園 住宅 道路
160㎡

（2室）
250㎡ 250㎡ 150㎡ 適宜 適宜 適宜 適宜 50人 110㎡ 8人 適宜 適宜 50㎡ 適宜 2 4 1 30 Ｂ１有

オリジナル４ 1,976 52 38 2,200 ～ 2,600 道路 児童館 公園 道路
240㎡

（2室）
450㎡ 適宜 70㎡ 180㎡ 40㎡ 適宜 120㎡ 適宜 30㎡ 適宜 15人 適宜

適宜

（吹抜）
30人 6人 適宜 適宜 適宜 200㎡ 2 1 20

オリジナル５ 1,900 50 38 2,500 ～ 2,900 公園 道路 公園 道路
200㎡

（2室）
7×12 40㎡ 80㎡ 適宜 80㎡ 40㎡ 10人

適宜

（吹抜）
40人 適宜 適宜 適宜 6人 適宜 適宜 150㎡ 2 1 20 Ｂ１有

オリジナル６ 1,800 36 50 2,600 ～ 3,000 道路 公園 遊歩道 公園
50㎡

（2室）
250㎡ 適宜

80㎡

（2室）
適宜 80㎡ 適宜 15人 適宜 40人 120㎡ 適宜 150㎡ 4人 適宜 適宜 20人 200㎡ 1 1 10

オリジナル７ 1,800 50 36 2,100 ～ 2,600 公園 事務所 道路 公園
240㎡

（2室）
350㎡ 70㎡ 180㎡ 50㎡ 適宜 適宜 適宜

180㎡

10人
適宜 210α 5人 適宜 適宜 120㎡ 1 2 2 30 Ｂ１有

オリジナル９ 1,728 48 36 3,200 ～ 3,600 公園 福祉 道路 道路
200㎡

（2室）
300㎡ 100㎡ 200㎡ 80㎡ 60㎡ 250㎡ 80㎡ 適宜

60㎡

（2室）
210㎡

適宜

（吹抜）
50人 60㎡ 適宜 8人 適宜 適宜 適宜 150㎡ 2 6 1 10 Ｂ１有

オリジナ ル11 1,976 52 38 2,400 ～ 2,800 商業 公園 遊歩道 道路
240㎡

（2室）
350㎡ 210㎡ 140㎡ 適宜 30㎡ 適宜 40人 適宜 5人 適宜 適宜 200㎡ 250㎡ 2 2 50

本試験課題と予測課題との比較　（参考として市販書籍（Ｎ社） ・ Ｓ社資格学校 ・ Ｎ社資格学校の要求室等あり）

注意：上記取りまとめでは、要求室の軽運動部門の「医務室」は管理部門内も有、共用部門の「売店」と「ラウンジ」はエントランス内も有、屋外広場は１階又は２階有、類似用途は一部名称が類似したものへ融合有、Ｎ社学校とＳ社学校は会員の協力により本表作成範囲で協力頂いたものであり参考程度に見て下さい。

各社

研究会

備考以上～以下 軽運動部門

参考：10月7日までのＮ社学校とＳ社学校との課題で主な相違点は、①温水プールは、Ｎ社縦配置、Ｓ社横配置が多い、②階数設定は、Ｎ社地上３階建て、Ｓ社地下１階機械室地上３階建てが多い、③利用者用駐車場は、Ｎ社敷地内設定半分程度の課題であり、Ｓ社敷地内設定少ない等である。

Ｎ社学校

Ｓ社学校

駐車場 駐輪場

課題名

建設用地 東西南北の条件

（㎡）～（㎡）

Ｎ社書籍

指定床面積

（健康プラザ内） （健康プラ ザ内）

（健康プラ ザ内）

要求室

管理部門共用部門


