学科試験の問題及び解答についてのお問い合わせには一切お答えでき
ませんので予めご了承ください。
なお、合否結果は平成２９年３月に発表し、本人に通知いたします。
平成２８年度
問

技能検定

ハウスクリーニング職種

学科試験問題

１．結露防 止のため室内 に過剰な湿気 を出さ ない方法とし て、正しい 記述を選び
なさ い。
１． 調理中や炊飯 時には換気扇 を回さない。
２． 開放型ストー ブの上にやか んを置く。
３． 各部屋との間 仕切りはでき るだけ開放して、 非暖房室の温 度を高める
よう にする。
４． 洗濯物は室内 干しにする。
５． 室内には植物 や水槽などを 置いたほうがよい 。

問

２．ホルムア ルデヒドにつ いて、正しい記述 を選びなさい 。
１． 無色で無臭で ある。
２． 水に溶けにく い。
３．35～37％水溶液は、全揮発 性有機化合物（TVOC）と 呼ばれている 。
４． 殺菌作用があ り、従来より 温室や土壌の燻蒸 剤等に利用さ れている。
５． 常温で固体で ある。

問

３．室内 環境において 厚生労働省が 示すホル ムアルデヒド の基準値を選 びなさい。
１．0.001 mg／m 3 （= 0.0008 ppm）
２．0.01 mg／m 3 （= 0.008 ppm）
３．0.1 mg／m 3 （= 0.08 ppm）
４．1 mg／m 3 （= 0.8 ppm）
５．10 mg／m 3 （= 8 ppm）

問

４．WHO が有機化合物の 沸点を基に して定 義する VOC（揮発性有 機化合物）に
つい て、誤りを選 びなさい。
１．沸点０℃～50–100℃の範囲のもの・・・超揮 発性有機化合 物（VVOC）
２． 沸点 50℃～240–260℃の範囲のもの・・・揮 発性有機化合 物（VOC）
３． 沸点 240–260℃～380–400℃の範囲のもの
・・・準 揮発性有機化 合物（SVOC）
４． 沸点 380℃以上のもの・・ ・粒子状有機物質 （POM）
５． 沸点 500℃以上のもの・・ ・超粒子状有機物 質（VPOM）

問

５．防カビ対 策で誤りを選 びなさい。
１． 水蒸気の発生 を抑える。
２． 換気により湿 気を排出する 。
３． 除湿により絶 対湿度を下げ る。
４． 温度を上げて 相対湿度を上 げる。
５． 薬剤を用いて カビの発生を 防止する。

問

６．家庭内 の水回りでよ く見られるチ ョウバ エの発生場所 として、正 しい記述を
選び なさい。
１． 動物の死体や 糞から発生す る。
２． 排水溝など腐 敗した水溜り や浄化槽から発生 する。
３． 腐葉土や肥料 から発生する 。
４． 羊毛製品、毛 皮などから発 生する。
５． 樹洞や竹の切 り株などから 発生する。

問

７．汚れにつ いての記述で 、誤りを選びなさ い。
１．住まいで発 生する汚れの 発生原因は「自然的 要因」と「人為的要因 」の
２つ に大別される 。
２．人為的 要因の汚れは、人 が生活する上 で発生 する様々な汚 れであり、台
所の 油汚れや浴室 の石鹸カスな どがある。
３．コ ーヒーやお茶 による汚れは 水溶性物質のた め、汚れてから 時間の経過
に関 係なく、洗剤 を使用せず水 だけで除去可能で ある。
４．食 用油による汚 れは油脂性物 質のため、水だ けでは除去で きないので洗
剤を 使用し除去す る。
５．ガ スコンロに付 着する焦げ付 き汚れは、洗剤 だけでは容易 に除去するこ
とが できないので、ヘラなどで削 り取る等の物理 的作業との併 用が必要
とな る。

問

８．汚れの要 因について、

に当 てはまるもの を選びなさい 。

住宅 などの建物で は、人為的なもの とは別に時間 の経過ととも に発生する
汚れ がある。

による 汚れとしては、 建物から発生 する浮遊物質

によ る汚れ、カビ や衛生害虫等 の発生による汚れ がある。
１． 自然的要因
２． 生物的要因
３． 化学的要因
４． 物理的要因
５． 機械的要因
問

９．汚れの付 着状態と除去 方法に関する説明 として正しい 記述を選びな さい。
１． 表面に付着し ている状態の 汚れには、床面の ホコリ、髪の 毛などが あ る 。
水拭 きモップで取 ると簡単に除 去できる。
２．べ たついて付着 している状態 の汚れとは、ガム やアメのよう に粘性のあ
るも のが付着して いる状態であ る。金やす りなど を使用し、けずり取り
除去 する。
３．固 まって付着し ている状態の 汚れには、ガス コンロの焦げ 付き汚れなど
があ り、洗剤だけ で簡単に除去 できる。
４．材質と 化学的に結合 し、付着している 状態の 汚れには、ガラスや 鏡に付
着し た水垢、ト イレの衛生陶 器に付着した 尿石な どがある。洗剤で軽く
こす り拭きして除 去すれ ば 、 材 質 を 傷 め る こ と 無 く 簡 単 に 除 去 で き る 。
５．材 質に浸み込ん だ状態の汚れ とは、カーペッ トや石材など 吸水性のある
素材 に汚れが浸み 込んだ状態の 汚れである 。通常 の洗浄では除 去できな
いケ ースが多く、 特殊な洗浄技 法が必要となる場 合がある。

問１ ０．汚れの除 去方法で、正 しい記述を選びな さい。
１． 床に落ちてい るホコリや髪 の毛を中性洗剤で 洗浄し除去す る。
２ ．プラスチッ ク素材の表 面に静電気で 吸い付い ているホコリ を水や帯電剤
を含 んだタオルで 拭き取り除去 する。
３ ．ガムやアメ などが床に べたついた状 態で付着 したものを弱 アルカリ性洗
剤と タオルで除去 する。
４ ．蛇口のメッ キに付着し た水垢汚れを 材質に影 響のない研磨 剤で削り取り
除去 する。
５． 金属面のサビ 汚れは、酸性 洗剤で洗浄し除去 する。

問１ １．「家庭用品品質 表示法」におけ る石鹸、洗剤（合 成洗剤）、洗浄剤 の分類につ
いて 、正しい記述 を選びなさい 。
１． 洗浄の主たる 作用が界面 活 性 剤 に よ る も の は “ 洗 浄 剤 ” に 分 類 さ れ る 。
２． 洗浄の主たる 作用が界面活 性剤によるものは “洗剤（合成 洗剤）”に分
類さ れるが、“石鹸”は 分類されない 。
３．“ 洗剤（合成洗 剤）”は、洗浄 の主たる作用が 高級脂肪酸の アルカリ塩を
界面 活性剤として 配合している ものである。
４．洗 浄の主たる作 用が塩酸の化 学作用による酸 性トイレクリ ーナーは“洗
浄剤 ”に分類され る。
５．洗浄 の主たる作 用が次亜塩素 酸ナトリウムの 化学作用によ るカビ取り剤
は“ 洗剤（合成洗 剤）”に分類さ れる。
問１ ２．次の pH 値から中 性洗剤を選 びなさい。
１．p H 値 12
２．p H 値 7
３．p H 値 5
４．p H 値 3
５．p H 値 1
問１ ３．酸性洗剤 の成分である 「酸剤」でないも のを選びなさ い。
１． 塩酸
２． 硫酸
３． シュウ酸
４． 次亜塩素酸ナ トリウム
５． フッ酸
問１ ４．洗剤成分 である漂白剤 の性質で誤りを選 びなさい。
１． 漂白剤には、 酸化型と還元 型がある。
２． 漂白剤の酸化 型には、塩素 系と酸素系のもの がある。
３ ．漂白剤の分 類では、次 亜塩素酸ナト リウム（次亜塩素酸 ソーダ）は 、酸
化型 の酸素系に属 する。
４．次 亜塩素酸ナト リウム（次亜 塩素酸ソーダ）は 、漂白効果に 加え殺菌効
果が ある。
５．還元型 の漂白剤は、鉄サ ビ等、酸化によって 出来た汚れを 還元し除去す
る。

問１ ５．研磨剤（ クレンザー） についての説明と して正しい記 述を選びなさ い。
１．家庭用品品質 表示では、研磨剤が 80％以上含 まれているも のをクレンザ
ーと いう。
２． クレンザーは 、クリーム状 （液状）、粉末状 、固体状、大 粒状の４つに
分類 される。
３．炭 酸カルシウム を主成分とす るクレンザーは 粒子が柔らか く、基材に傷
が付 きにくい。
４．最 近主流の液体 タイプのクレ ンザーは、硬度 の高い珪酸ア ルミニウムが
主成 分だが、粒子が 極めて大きい ため、良く落ち るが基材を傷 付けやす
い。
５．浴室の 石けんカスや 水垢で、浴室用洗 剤では 汚れが落ちな い場合は、ク
レン ザーで除去す る。FRP など浴槽に使用 される 材質は 、クレンザー で
は傷 が付かないの で効果的に使 用できる。

問１ ６．木質系床 材のメンテナ ンス上の性質につ いて、正しい 記述を選びな さい。
１． フローリング 床材の傾向と して、UV（紫外 線硬化型）塗 装のフローリ
ング は、樹脂ワック スが密着しや すく、水の介在 による樹脂ワ ックス皮
膜の 白化や剥がれ がしにくい。
２．複合フ ローリング床 材は、洗剤など水 分の影 響で膨張する ため、床の膨
れな ど問題が発生 することがあ る。
３．フロー リング床材は、洗 剤など水分の 影響で 膨張すること はあるが、床
鳴り の原因になる ことはない。
４．白木（無塗 装木床）に洗剤を 多量に使用する と木目によっ ては床表面が
ケバ 立ちを起こす ことがあるが、樹 脂ワックスを 塗布すること による影
響は ない。
５．白 木（無塗装木 床）に油性ワ ックスを塗布す ると、白木の風 合いを変え
てし まうことがあ るが、樹脂ワック スであれば白 木の風合いを 変えるこ
とは ない。

問１ ７．塩ビ系床 材のメンテナ ンス上の性質につ いて、誤りを 選びなさい。

１． コンポジショ ンビニル床タ イルは、樹脂ワッ クスの密着性 に 優 れ る 反 面 、
初め てワックスを 塗布する際や 剥離作業後は、吸い 込みが多く 光沢が出に
くい 傾向にある。
２． ホモジニアス ビニル床タ イ ル は 、 床 材 か ら の 可 塑 剤 の 表 面 移 行 が 多 く 、
塗布 時に樹脂ワッ クスのハジキ を発生することが ある。
３．ホ モジニアスビ ニル床タイル は、樹脂ワック ス皮膜が床材 と密着せず剥
がれ てしまうなど の問題が起き る場合がある。
４．クッシ ョンフロアは、樹 脂ワックスの 密着性 に優れる傾向 にあるが、初
めて ワックスを塗 布する際は、吸い 込みが多く光 沢が出にくい 傾向にあ
る。
５．クッシ ョンフロアは、弾 力性が非常に 高く、歩行な ど外部からの 衝撃に
より 床材が変形し やすいため、特に 樹脂ワックス 被膜が厚くな り過ぎる
と、 樹脂ワックス 皮膜の割れや 剥がれが生じる場 合がある。
問１ ８．塩ビ系床 材のメンテナ ンス性質について 、
選び なさい。

に当てはまる ものを

は、 樹脂ワックス の密着性に 優れる 傾向にあるが、 初め
てワ ックスを塗布 する際や剥離 作業後は、樹脂ワ ックスの吸い 込みが多
く光 沢が出にくい 。
シー ル性の良い高 濃度タイプな ど光沢の出やすい 樹脂ワックス の選定
が望 ましい。
１． ホモジニアス ビニル床タイ ル
２． コンポジショ ンビニル床タ イル
３． 長尺塩ビシー ト
４． インレイドシ ート
５． クッションフ ロア
問１ ９．ワッ クスの分類 上から 、光沢や耐久性に 優れ、現 在最も多く 使用されてい る
ワッ クスを選びな さい。
１． 油性ワックス
２． 乳化性ワック ス
３． 水性ワックス
４． 樹脂ワックス
５． 半樹脂ワック ス

問２ ０．ワックス の分類につい て、

に 当てはまるも のを選びなさ い。

は、天 然・合成ロウ などの不揮発性 成分を揮発性 の有機
溶剤（石油系溶 剤）に溶かし 、界面活性 剤を用い て水に乳化し たもので
ある 。
１． 油性ワックス
２． 乳化性ワック ス
３． 水性ワックス
４． 半樹脂ワック ス
５． 樹脂ワックス
問２ １．ワックス の分類につい て、

に 当てはまるも のを選びなさ い。

は、ア クリル樹脂に 合成ロウ・アル カリ可溶性樹 脂、お
よび 少量の可塑剤 ・界面活性剤 を加え、水に分散 させたもので ある。
１． 油性ワックス
２． 乳化性ワック ス
３． 水性ワックス
４． 半樹脂ワック ス
５． 樹脂ワックス
問２ ２．樹脂ワッ クスの性能 について、

に当てはまる ものを選びな さい。

とは、 ワックス塗布 乾燥後の塗膜表 面の平滑性で ある。
に劣る ワックスは、 ワックス塗布乾 燥後にモップ の塗り
跡な どが残りやす い。
１． レベリング性
２． 塗布光沢
３． シール性
４． 重ね塗り性
５． 低温造膜性

問２ ３．樹脂ワッ クスの粉化現 象について、誤り を選びなさい 。
１．樹 脂ワックス皮 膜が何らかの 原因で、粉状に 剥がれていく 現象を粉化現
象と いう。
２．樹脂 ワックスを 低温時に塗布 したことにより ワックスの造 膜不良が発生
する ことがある。
３．樹 脂ワックス皮 膜がワックス の造膜不良で発 生すると、人の 歩行の衝撃
など で容易に剥が れやすくなり 、発生することが ある。
４．樹 脂ワックス皮 膜の密着不良 においては、特に 密着性が悪い 床材が原因
で発 生することは ない。
５．床面 に汚れや洗 剤成分などの 異物が残ってい る状態で樹脂 ワックスを塗
布す ると、密着不 良がおき、発 生することがある 。
問２ ４．金属磨き 剤、サビ除去 剤についての説明 として誤りを 選びなさい。
１ ．金属磨き剤 は、真鍮 、銅などのサ ビ除去や 、クロムメッ キ、ステン レス
など の軽度なサビ ・水ハネ跡の 除去に使用する。
２．金属磨 き剤は、用途以外 の材質に使用 すると キズの原因と なり、材質表
面を 傷めてしまう ことがあるの で注意が必要であ る。
３． 金属磨き剤は カルシウム石 鹸基グリースとい い、キズを消 す作用が 高 く 、
ゆっ くり時間をか けながら擦り 続ける。
４．アルミ サッシは洗剤 で洗浄後、必要に 応じて 金属磨き剤で 保護・艶出し
する 。
５．クレ ンザーで除 去できないよ うなシンクやガ スコンロなど のサビについ
ては 、サビ除去剤 を使用する。
問２ ５．アップ ライト型真空 掃除機の下図 の断面 図について 、各部の番号 に該当する
名称 で当てはまる 組み合わせを 選びなさい。

１． ①ブラシ

②ファン

③フィルター ④ハンドル ⑤車輪

２． ①ローラ

②フィン

③タンク

３． ①ブラシ

②ウォームギ ア ③ポッド

④シャフト ⑤誘導輪
④握り棒

⑤後輪

４． ①スクリュー ②ローラー

③フィルター ④ポール

⑤輪転

５． ①ドラム

③タンク

②スクリュー

④クラッチ ⑤補助輪

問２ ６．「綿パッド クリーニング 」での特徴で正 しい記述を選 びなさい。
１． ウール洗浄に 適している。
２． 汚れの多い場 所に適してい る。
３． 処理後、しば らく時間を置 かなくてはならな い。
４． 洗剤は強アル カリ性洗剤が 最も適している。
５．無 発泡性洗剤を 使用すること により、基布ま で浸透するこ とでキレイに
仕上 がる。
問２ ７．

に入る記述 として、当ては まるものを選 びなさい。
換気 扇等の家庭電 化製品をクリ ーニング、清掃・ 洗浄する場合 は、
必ず

か ら行うことが 前提である。

１． 汚れを確認し て
２． 電源を確認し て
３． 電源を点検し て
４． 電源を入れて
５． 電源を切って

問２ ８．次のカー ペットの素材 について、

に当ては まるものを選 びな さ い 。

のカー ペットの特徴 として、引っ張 り強度が大き く、ま
た摩 耗強度が他の 繊維にくらべ て優れ、かつ耐薬 品性、 耐 水 性 が あ り 、
虫･カビに対して の抵抗性が強 い。問題として、静電気が 起こりやすい 、
高温 で軟化溶融す るなどがある 。
１． アクリル
２． ウール
３． ナイロン
４． レーヨン
５． 綿

問２ ９．カーペッ トのシミ取り について、誤りの 記述を選びな さい。
１．シミ取 り剤は、シミ汚れ の種類に合わ せ、水性シミ 取り剤と油性 シミ取
り剤 を使い分ける 。
２．コ ーヒーやジュ ースなど水性 のシミ汚れの中 には、時間が経 つと水性シ
ミ取 り剤では除去 ができなくな ることもある。
３．シミ取 り作業は、効果的 にシミを落と すため に、できるだけシミ 取り剤
を多 めに散布する
４．シ ミ取り剤でシ ミを落とした 後は、きれいな タオルを水ま たはお湯でし
ぼり 、拭き上げる 。
５． シミ取り作業 の仕上げに、 ブラシなどでパイ ルを起毛・整 毛を行う。
問３ ０．加工さ れているカー ペットの繊維 素材を 判別するには 、主な鑑別 法として燃
焼法 があるが、繊 維素材の燃え 方で正しいものは どれか選びな さい。

１． ウール：収縮 ・溶解しなが ら徐々に燃える。
２． レーヨン：ち ぢれながら、 くすぶるように、 ゆっくりと燃 える。
３． ナイロン：引 火しやすくパ ッと紙のように早 く燃える。
４． アクリル：収 縮・溶解しな がら弱い炎を放っ て燃える。
５．ポ リプロピレン：収縮・溶解 しながら徐々に 燃え、炎を離し ても燃え続
けな い。
問３ １．「カーペッ トクリーニン グのブラシクリ ーニング作業 」の特徴と注 意点で正
しい 記述を選びな さい。

１． カーペットの ジョイント、 グリッパーの止め 具合いを ア ウ ル 等 で 確 認 し 、
必要 があればクリ ーニング後に 補修する。
２． 洗剤の泡立ち を良くし、洗 浄力を高め汚れを しごき出す。
３． ブラシの大き さは作業箇所 によってそれぞれ 交換する。
４． 起毛ブラシは なるべくやわ らかいものを使用 する。
５．洗剤 の泡立ちを 考慮し基布に 洗剤が浸透しな いように調整 しながら汚れ
をし ごき出す要領 で行う。

問３ ２．次のフロ ーリングの分 類について、
さい 。

に当て はまるものを 選びな

日本 農林規格によ るフローリン グの分類は 、主と して、板そ の他の木
質系 材料からなる 床板で、表面加工その 他所用の 加工を施した ものを総
称し て「フローリ ング」と定義 し、

と 複合フローリ ングに

大別 している。
は、厚 さ方向（垂直 方向）に断面を 見た場合、１ つの材
で構 成されたフロ ーリングであ る。クリー ニング の際、多量 に水を使用
する と「反り」の トラブルを招 くことがあるので 注意が必要で ある。
１． 合板フローリ ング
２． シートフロー リング
３． 単層フローリ ング
４． 針葉樹合板フ ローリング
５．WPC 系フロー リング
問３ ３．次のフロ ーリングにつ いての記述で、
なさ い。

に当 てはまるもの を選び

フロ ーリングの凹 み傷などを付 けにくくする目的 で、木材 の組織にプ
ラス チックを充填 し硬化させる 加工を

と言う。

クリ ーニング時の 注意事項とし ては、機 械を使う とはがれの原 因とな
るの で、手作業に よる方法が要 求される。
１． コーティング 加工
２． UV 加工
３． ポリッシュ加 工
４．FRP 加工
５．WPC 加工

問３ ４．リノリウ ム床について 、正しい記述を選 びなさい。
１． リノリウムは 、アルカリ 性 の 洗 剤 類 に よ っ て 変 色 し や す い 床 材 で あ る 。
特に 、強アルカリ 性のハクリ剤 によって変色する ことがある。
２．リ ノリウムのハ クリ作業を行 う場合は、酸性 ハクリ剤を使 用しなければ
なら ない。
３．リ ノリウムにワ ックスを使用 する際は、ハク リしにくい樹 脂ワックスを
選定 し、ハクリ作 業の際は、中 性ハクリ剤を使用 する。
４．リ ノリウムは摩 耗に強いため 、ハクリ作業の 際に研磨力の 強いパッドを
使用 しても影響な い。
５．リ ノリウムがハ クリ剤によっ て変色した場合 は、酸素系の漂 白剤を使用
すれ ば復元できる 。

問３ ５．陶磁器タ イル壁の洗浄 作業について正し い記述を選び なさい。
１． 真空掃除機で 壁全体を除塵 する。
２． 目地部分は研 磨剤を含む洗 剤で丁寧に擦り洗 いする。
３．溶剤 入り弱アル カリ性洗剤を ハンドパッドに 噴霧してこす り洗いをする。
４．隅々、目地 にカビがある 場合はカビ取 り剤を 塗布し、すぐに拭き 取ると
効果 的である。
５ ．洗剤入り ハンドスプレ ー等を利用す る場合は 汚れに直接噴 霧し、タ オル、
スポ ンジ等で拭き 上げる。
問３ ６．次のステ ンレスの表面 仕上げについて、
びな さい。
ステ ンレスの

に 当てはまるも のを選

の清掃 で、一般のタオ ルを使用する と、表

面に 傷が付いてし まう（傷が 目立ってしま う）こ とがあるた め、必ずス
テン レス用のウエ スを使用する 。
洗剤 成分が残ると 仕上がりがム ラになりやすいの で、残留 成分の少な
い洗 剤を使用し、 使用後は十分 な拭き上げをしな ければならな い。
１． エッチング仕 上げ
２． ヘアライン仕 上げ
３． 鏡面仕上げ
４． カラー仕上げ
５． 凹凸仕上げ

問３ ７．建物外装 材としてのガ ラスの記述の中か ら、誤りを選 びなさい。
１．型板ガ ラスは、溶解ガラ ス素地をロー ルの間 を通し、その際ロー ラーの
様々 な模様を押し 付けて製造さ れる。
２． 強化ガラスは 、フロート板 ガラスを加熱炉に 入れて軟化温 度（1600～
1700℃）近くまで加 熱した後に、両 面から冷風を 吹き付けて急 冷したも
の。
３ ．網（線 ）入りガラス は、溶解ガ ラス素地をロ ール形成する 時に、金属 製
の網 または線をガ ラス内部に挿 入した板ガラスの ことをいう。
４．合 わせガラスは 、複数（通常 は２枚）の板ガ ラスの間に透 明で強靭なポ
リビ ニルブチラー ル膜（厚さ：0.3～0.4 mm）な どが圧着され たもの。
５． 複層ガラスは 、２枚のガラ スの中間層（6 mm 或いは 12 mm が一般的）
に乾 燥空気を閉じ 込め（乾燥剤 を封入）、断熱性 を高めたもの 。
問３ ８．住宅用 壁材について の説明で、クロス張 りに関する記 述として誤り を選びな
さい 。
１．紙系は、パ ルプや再生パ ルプなど紙系 の原料 を素材とし、プリン トやエ
ンボ スなどの加工 を施した壁紙 をいう。
２ ．繊維系は 、綿、麻、レー ヨンなどセル ロース 系の天然、再生繊維 、或い
はア クリル繊維な どの化学繊維 を主な素材とする 壁紙をいう。
３．プ ラスチック系 は、プラスチ ックを主な原料 とする壁紙、ま たは、表面
加工 層にプラスチ ックを 20 g/m 2 以下使用してい る壁紙をいう 。
４ ．無機質系は 、無機質紙 、無機質骨 材、ガラス 繊維、金属 などの無機質 材
を主 素材とする壁 紙をいう。
５． その他 0.2 mm 程度の木板に裏打ち紙を張っ た木質系壁紙 やケイ藻土な
どの 自然素材を用 いた壁紙など がある。
問３ ９．カビ汚れ があるクロス 壁 面 の ク リ ー ニ ン グ 作 業 に 適 す る 洗 剤 を 選 び な さ い 。
１． 中性洗剤
２． 強アルカリ性 洗剤
３． 溶剤入り弱ア ルカリ洗剤
４． 弱アルカリ性 洗剤
５． 酸性用洗剤

問４ ０．主な排水 トラップの種 類として不適切な ものを選びな さい。
１．S トラッ プ
２．T トラップ
３．P トラップ
４． 袋トラップ
５． わんトラップ
問４ １．排水トラ ップの封水が なくなる主な原因 について、誤 りを選びなさ い。
１． 蒸発
２． 毛管現象
３． 自己サイホン 作用
４． カビの発生
５． 誘導サイホン 作用
問４ ２．洗面台の 清掃について 、正しい記述を選 びなさい。
１．洗 面器に付いた 皮脂や軽度の 石鹸カス汚れを 落とすのに、ア ルカリ性浴
室用 洗剤を使用し た。
２．弱 酸性浴室用洗 剤を使用し洗 面器の清掃を行 った後、カビ汚 れが残って
いた ため、塩素系 のカビ取り剤 を使用した。
３． 鏡に付いた水 垢汚れを落と すのに、弱酸性浴 室用洗剤を使 用した。
４．金 属製の蛇口表 面に付いた水 垢汚れを落とす のに、弱酸性浴 室用洗剤を
ペー パータオルを 用いて湿布し、し ばらく置いて からスポンジ で清掃し
た。
５．金 属製の蛇口表 面にサビが見 られたので、弱酸 性浴室用洗剤 をペーパー
タオ ルを用いて湿 布し、しばら く置いてからスポ ンジで清掃し た。
問４ ３．浴室 の鏡についた ウロコ状の水 垢落とし に適さないも のは次の内ど れか選び
なさ い。
１． 弱酸性洗剤
２． 弱アルカリ性 洗剤
３． ダイヤモンド パット
４． 塩素系洗剤
５． 中性洗剤

問４ ４．トイレ便 器で発生する 尿石の主な成分の うち、正しい 記述を選びな さい。
１． 水酸化ナトリ ウム
２． 水酸化カリウ ム
３． 水酸化カルシ ウム
４． リン酸カルシ ウム
５． 脂肪酸カルシ ウム
問４ ５．窓枠（ア ルミサッシ） 洗浄に関する洗剤 選定について 、
はま るものを選び なさい。
アル ミサッシは （ ア）
（イ ）

にあて

の使用 により腐食する ことがあるの で、

を使用す る。洗浄後は 、必要に応じて 金属磨き剤で 保護、

艶出 しを行う。
１．（ ア）酸性洗剤

（ イ）アルカリ性 洗剤

２．（ ア）アルカリ 性洗剤

（ イ）中性洗剤

３．（ ア）漂白剤

（ イ）酵素剤

４．（ ア）アルカリ 性洗剤

（ イ）酸性洗剤

５．（ ア）研磨剤

（ イ）塩素系カビ 取り剤

問４ ６．お客さま の満足度とク レームに係わる記 述について、 誤りを選びな さい。
１．現在は、ハ ウスクリーニ ングの技術が 優秀で も、競合他社との差 別化は
難し く、また、技 術力だけでお 客様に選ばれる時 代ではない。
２．お 客様との間で 質の高いコミ ュニケーション を築き、信頼し ていただく
関係 を創出するこ とが重要であ る。
３．お 客様の満足を 得るためには 、お客様の真の 声を聴くこと からはじめる
べき である。特に お客様の不満 の声を聞くことが 重要になって くる。
４．お 客様の苦情や クレームには 対応しなければ ならないが、常 にこちらか
ら声 をかけておく 等、積極的に 耳を傾ける必要は 無い。
５． お客様満足の 基本は、「お客 様の目線でもの を見る」とい うスタンスが
必要 である。

問４ ７．厚生 労働省「労働安全 衛生マネジメント システムに関 する指針 」について 正
しい 記述を選びな さい。
１．ILO（国際労働 機関）による ガイドラインな どの動向をわ が国に取り入
れた もので、事業者の 講ずべき具体 的な措置とし て法律で厳し く義務化
され ている。
２．内 容の中核であ るリスクアセ スメントとは、過 去におけるリ スクの調査
を行 うことであり、労 働災害の防止 に直結する具 体的で有効な 手法とは
いえ ない。
３．安全衛 生目標の設定、安 全衛生計画の 作成、実施等 の多くはリス クアセ
スメ ントに基づい て行われる。
４．リ スクアセスメ ントの実施 に際しては、あら かじめ「労働者 」の意見だ
けを 聴けば良く、機 械設備等のリ スク情報、ヒヤ リハット事例 や災害事
例な どを調べてお く必要性は無 い。
５．事業場 における安全 衛生管理につ いての、P（Practice、練習）、D（Do、
実施）、C（Check、評価）および A（Arrange､整 理）の「PDCA サイク
ル」とい う連続した一 連の自主的活 動を継続して 実施すること を求めて
いる 。
問４ ８．作業工程 を説明するも のとしてふさわし くないものを 選びなさい。
１． 上層階から下 層階へ移動す るような作業工程 を組む。
２． 狭い場所から 広い場所へと 作業をすすめる。
３． 効率よく、入 ってきた玄関 から居間の方向に 作業を進める 。
４．部位別 には、埃の拡散防 止のため天井 から床 面へと、高い場所か ら低い
場所 への順に作業 を進めること が望ましい。
５． 水周りの部分 はそれぞれ一 括して仕上げるこ とが必要であ る。
問４ ９．部位別の 作業計画を立 てる際、正しい実 施手順を選び なさい。
１． ｢床面｣ → ｢壁面｣ → ｢窓回り｣ → ｢天井・照 明器具｣ → ｢家具｣
２． ｢家具｣ → ｢天井・照明器具｣ → ｢壁面｣ → ｢床面｣ → ｢窓回り｣
３． ｢家具｣ → ｢天井・照明器具｣ → ｢壁面｣ → ｢窓回り｣ → ｢床面｣
４． ｢天井・照明 器具｣ → ｢壁面｣ → ｢窓回り｣ → ｢床面｣ → ｢家具｣
５． ｢天井・照明 器具｣ → ｢壁面｣ → ｢窓回り｣ → ｢家具｣ → ｢床面｣

問５ ０．次の作業 計画の作成に 関する記述につい て、
を選 びなさい。
作業 人員を決定す るためには、 作業量の概算見積 りと

に当てはま るもの

を

あら かじめ知るこ とが必要とな る。
一般 的に対象面積 を見積り、
推定 できる。

１． 標準作業時間
２． 主体作業時間
３． 標準作業率
４． 標準作業量
５． 標準作業回数

で割れ ば必要な作業 人員を

学科試験の問題及び解答についてのお問い合わせには一切お答えでき
ませんので予めご了承ください。
なお、合否結果は平成２９年３月に発表し、本人に通知いたします。
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