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Ｃ－１ 計画・設計 

（専攻分野：都市環境工学） 
 

 

 

 

 

      受験番号        
 

 
（１） 別紙解答用紙１の所定の欄に受験番号を記入しなさい。

また、その他の答案用紙の所定の欄に、問題番号、受

験番号を記入しなさい。氏名を記入してはならない。 

 

（２） 問題冊子に受験番号を記入しなさい。 

 

（３） 専攻分野として「都市環境工学」を希望するものは、

Ｃ－１、Ｃ－２のいずれか１科目を解答しなさい。 
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Ｃ－１ 計画・設計 

 

 以下の対象地域について、問題 1～3 に答えよ。地図や地名、条件等は架空のもので

あり、本問題に記されている条件や地図から読み取れる情報以外は、実在の地域の現況

と関係がない。 

 図１に示す集落 A は、三方を山に囲まれ、南東に内湾となっている海に面している。

集落 Aの南西側を河川 Bが流下しており、集落 Aは河川 Bの流域内にある。集落 A の人

口は 800 人で、主な産業は農業と漁業である。河川 B の流域内では集落 Aにしか人は住

んでおらず、家畜の飼育も集落 Aでのみ行われている。なお、図 1 に示されている格子

は、200m メッシュとなっている。地図の凡例は図２に示す。 

 集落 Aには集落内の浅井戸を水源とする浄水場 Eがある。浄水場 E は、塩素消毒のみ

を行っている。下水道や農業集落排水処理施設などの生活排水処理の面整備はされてい

ない。汲み取り便所から回収されるし尿については、流域外にあるし尿処理場で処理さ

れている。集落 Aの概要、水利用および生活排水処理の状況は表１のとおりである。 

 数値を求める問題については、必ずその計算過程を示すこと。また、計算に必要であ

れば、表２～６の原単位等を用いてよい。与えられていない諸元については、適宜、適

切な値を仮定してよい。 
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問題１ 

 

 河川 Bの流域に関する以下の問いに答えよ。なお、河川 Bの流域内の降雨や発生汚濁

負荷は、直接海には流出せず、河川 Bを経由して流出するものとする。なお、本問題に

おいて排出汚濁負荷とは、排出源から流域の環境に入る(排出される)時点での汚濁負荷

のことを指すものとする。なお、本問題では生活排水、家畜排水、面源汚濁負荷のみを

考慮し、観光排水、営業排水、工場排水等は無視できるものとする。汚濁負荷を問う設

問については、BOD, TN, TP についてそれぞれ答えよ。 

（１） 河川 Bの流域界を、別紙解答用紙１に記入せよ。なお、海側の両端 C, C’に

ついては、図中に一部分記入してある。 

（２） 河川 Bの流域面積を推定せよ。 

（３） 河川 B の河口地点 D における年平均流出量（潮汐の影響を無視したときの地

点 Dの年平均流量）を、おおよそ見積もりなさい。 

（４） 河川 Bの流域における生活排水の排出汚濁負荷を求めよ。 

（５） 河川 Bの流域における家畜由来の排出汚濁負荷を求めよ。 

（６） 河川 B の流域における面源汚濁負荷を求めよ。土地利用については、地図か

ら読み取れる範囲で分類すること。 

（７） 河口地点 Dにおける流出汚濁負荷を求めよ。 
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問題２ 

 

生活排水を処理する集落排水処理施設を導入する。集落 Aの生活排水を全量処理する

施設として設計する。処理方式には、回分式活性汚泥法を採用する。 

（１） 施設の建設候補地 1地点を、別紙解答用紙１に☆印で記入せよ。また、その場

所を選定した理由を簡潔に述べよ。 

（２） 処理施設の設計に用いる計画処理量は日平均汚水量か、日最大汚水量か、時間

最大汚水量のいずれを用いるのが最も適当か。また、答えた汚水量を求めよ。 

（３） 回分式活性汚泥法が採用された理由として、考えられるものを簡潔に述べよ。 

（４） 処理施設の敷地内に設置する施設として、反応槽以外に必ず必要となる池も

もしくはタンク（槽）を 1つ挙げ、なぜ必要なのかを答えよ。 

（５） 処理水の消毒には次亜塩素酸ナトリウム溶液を用いる。塩素注入率を4mg/Lと

したとき、１日当たり平均で必要となる次亜塩素酸ナトリウム溶液の液量を

答えよ。次亜塩素酸ナトリウム溶液の有効塩素濃度は 12 [%]とし、比重は 1.2

とする。 

（６） 集落排水処理施設の導入前後における湾内海域の水質変化を論じるためには、

どのような解析が必要となるか、説明せよ。また、問題１で得られた結果をも

とに、水質変化を推定せよ。 
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問題３ 

 

集落 Aにおける浄水場 Eの更新を予定しており、緩速ろ過による処理を導入する。 

（１） 緩速ろ過池用に必要となる池面積を計算せよ。 

 

水道原水としている地下水中のマンガン濃度および硝酸性窒素濃度が上昇する懸念

がある。 

（２） マンガン、硝酸性窒素濃度が高いとなぜ問題となるか、説明せよ。 

（３） なぜ地下水中のマンガン濃度、硝酸性窒素濃度が高くなるのか、本問題で与え

られている条件をもとに最も考えうる原因をそれぞれ述べよ。 

（４） 硝酸性窒素除去を行う場合、物理化学的処理法と生物学的処理法が考えられ

る。それぞれから 1つずつ処理法を選び、除去機構について簡潔に説明せよ。 
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表１ 集落 Aに関するデータ 

人口 800 [人] 

年平均降水量 1500 [mm] 

１人あたり日平均給水量 300 [L] 

水洗化率 75 [%] 

浄化槽（合併浄化槽）人口 400 [人] 

牛 40 [頭] 

豚 50 [頭] 

鶏 飼育なし  

 

表２ 1 人 1 日あたり汚濁負荷量原単位 

 BOD TN TP  

し尿 19 8 0.9 [g/人/日] 

雑排水 39 3 0.3 [g/人/日] 

 

表３ 家畜から発生する汚濁負荷量原単位 

 BOD TN TP  

牛 600 300 50 [g/頭/日] 

豚 200 40 25 [g/頭/日] 

 

表４ 面源汚濁負荷量原単位 

 BOD TN TP  

山林 15 3 0.3 [kg/ha/年] 

水田 80 20 2 [kg/ha/年] 

畑地 30 20 1 [kg/ha/年] 

果樹園 20 80 1 [kg/ha/年] 

市街地 20 5 0.5 [kg/ha/年] 

 

表５ 浄化槽の除去率 

 BOD TN TP  

浄化槽（合併浄化槽） 80 40 40 [%] 

みなし浄化槽（単独浄化槽） 60 20 10 [%] 

 

表６ その他の数値 

家畜由来汚濁負荷の排出率(BOD, TN, TP とも) 20 [%] 

汚濁負荷流出率(流達率×浄化残率)（小河川の場合。

BOD, TN, TP とも） 

0.8 [-] 

 

 



図１
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図２ 図１の凡例
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2017 年 8 月 28 日 13 時～16 時 
 

 

       ［Ｃ 計画・設計・論文］ 
 

 

 

 

 

Ｃ－２ 論文 

（専攻分野：都市環境工学） 
 

 

 

 

 

      受験番号        
 

 

 

 

 
（１） すべての答案用紙の所定の欄に、問題番号、受験番号

を記入しなさい。氏名を記入してはならない。 

 

（２） 問題冊子に受験番号を記入しなさい。 

 

（３） 専攻分野として「都市環境工学」を希望するものは、

Ｃ－１、Ｃ－２のいずれか１科目を解答しなさい。 



Ｃ－２ 論文 

以下の図は、IPCC の第五次評価報告書（AR5）で示された、全球平均地上気温のシミ

ュレーション結果の一部である。以下の問いに答えなさい。 

 
図： 全球平均地上気温の変化 

（IPCC AR5 Working Group I の図 7(a) より一部改変） 

 
問題１ 将来の気温上昇に伴って、地域レベルで生じる影響について具体例を 3 つ挙

げ、答案用紙 0.5 頁以内で説明しなさい。 

問題２ このような全球レベルでの気温予測結果を、そのまま地方自治体レベルでの適

応策検討に繋げることは難しい。自治体レベルでの適応策検討に重要と考えら

れるプロセスについて答案用紙 1 頁以内で説明しなさい。その中では「ダウン

スケーリング」と「影響評価」という２つのプロセスについての説明も加える

こと。 

問題３ 将来予測における(A)と(B) の違いは、何によって生じているか。また、(A) の

中でも気温予測に幅がある。これらの予測不確実性をもたらす複数の要因につ

いて答案用紙 0.5 頁程度で説明しなさい。 

問題４ 将来の全球気候予測以外で、科学的評価結果や予測結果が政策決定プロセスに

活用される例を 1 つ挙げ、その例において科学的評価ないし予測結果にどのよ

うな不確実性が伴うかを答案用紙 1 頁以内で説明しなさい。加えて、その不確

実性がもたらす問題とその解決方法について答案用紙 0.5 頁程度で説明しなさ

い。 



2017 年 8 月 28 日 13 時～16 時 
 

 

       ［Ｃ 計画・設計・論文］ 

 
 

 

 

 

Ｃ－３ 計画・設計 

（専攻分野：都市計画） 
 

 

 

 

 

      受験番号        
 

 

 

 

 
（１） すべての答案用紙の所定の欄に、受験番号を記入しな

さい。氏名を記入してはならない。 

 

（２） 問題冊子に受験番号を記入しなさい。 

 

（３） 専攻分野として「都市計画」を希望するものは、Ｃ－

３、Ｃ－４のいずれか１科目を解答しなさい。 



Ｃ－３ 計画・設計 

 

 図１を見ながら以下の文章を読んで、地区 X（約 29ha）の開発構想と街区２（約 3.9ha）

の開発計画を提案しなさい。 

 

１．対象地区及びその周辺の概要 

 

・Y 市は人口約 230 万人の政令指定都市であり、その人口は増加している。地区 X は、

Y 市の中央駅から約 7km 南の住工混在地域内にある大規模工場跡地であり、住宅・

商業の複合市街地として再開発される。 

・地区 X の北側の市街地は、低中層の住工混在地域である。 

・地区 X の東側には片側３車線の幹線道路 A が、その一部の上には都市高速道路の高

架構造物 B がある。 

・地区 X 内には道路 C、道路 D、道路 E が整備されている。 

・地区 X の中央には地上面から 4m の盛土上に線路 J がある。これは廃線となった貨

物鉄道用のものである。道路 E は線路 J の下をくぐる形で（アンダーパスで）線路 J

と立体交差している。道路 E の地面より低い部分は、構造上の理由で、幅員が広い。 

・地区 X は、道路 C、D、E および線路 J によって、街区１、街区２、街区３、街区４、街

区５、街区６に区分されている。 

・街区１には、ファッション、ライフスタイルグッズ、食物販、飲食、フードコート、サー

ビス等の機能を有する大型ショッピングセンター及びその駐車場の立地が決定している

が、建物やオープンスペースの配置計画は決まっていない。 

・街区２、街区３、街区４、街区５では住宅を中心とする開発が想定され、Y 市における今

後のモデルとなるような超高齢社会や低炭素社会に対応した開発が望まれている。 

・街区６は水辺公園として整備する。 

・地区 X の南側・幹線道路 A の西側には、地下鉄の駅 F がある。幹線道路 A には十分に広

い幅員の歩道が整備されている。 

・地区 X の西側には運河 G が、南側にはその支流である運河 H があり、水質改善の取

り組みが進んでいる。公園 I は運河 H の一部に蓋をして整備されたものである。 

・地区 X の周りには小学校 K、中学校 L があり、地区 X の子ども達は、これらの学校に通

うこととなる。 

・Y 市の夏は高温多湿で蒸し暑く、最高気温が 35℃を超えることもある。一方、冬は

寒いが積雪はほとんどなく、開発構想・計画において積雪を考慮する必要はない。 

 

 



２．地区 X の開発構想 

 

《計画条件》 

・街区１には、大型ショッピングセンターとその駐車場を配置する。大型ショッピング

センターの建物（駐車場を除く）は、延床面積約 100,000m2、店舗面積約 55,000m2

の４階建てで、約 200 店の店舗を収容する。約 2,500 台分の駐車場も計画する。駐車

場は一部立体式として良い。 

・街区２、街区３、街区４、街区５は容積率上限 200％の住宅を中心とする開発とし、

住民に必要な小規模店舗、コミュニティ・センター、乳幼児や小学生の遊び場、駐輪

場、ゴミ集積所等を整備する。 

・住宅の世帯数に対する駐車場率は 100%とする。 

・街区６は水辺公園とするが、公園内にレストラン、カフェ、公園利用者用駐車場を設置し

ても良い。 

・地区 X 全体として 25%以上の緑被率を確保する。 

 

《要求計画図書》 

「解答用紙１：地区 X の開発構想（図面）」及び「解答用紙２：地区 X の開発構想・街

区２の開発計画（文章）」を用いて、次の内容を含む地区 X の開発構想を 1/2500 図面

と文章で提案せよ。必要に応じて、文章欄にダイヤグラムやスケッチを描いても良い。 

(1) 地区 X 全体及び各街区の開発の考え方 

(2) 土地利用計画の方針（用途、建物の形態・ボリューム・配置、各種施設の配置など） 

(3) 交通計画の方針（自動車・自転車・歩行者等の動線、通路等の仕様など） 

(4) オープンスペース整備の方針（公園、緑地・オープンスペースの配置など） 

(5) 線路 J の活用方針 

 

３．街区２の開発計画 

 

《計画条件》 

・集合住宅では、ファミリー向けの住戸を 250 戸程度、単身あるいはカップル向けの住

戸を 150 戸程度確保する。 

・集合住宅の世帯数に対する駐車場率は 100%とする。駐車場は、平面式でも立体式で

も、あるいは建物と一体化したものでも良い。 

・面積 2500m2を超える街区公園を整備する。 

・この他、住民に必要な小規模店舗、コミュニティ・センター、乳幼児や小学生の遊び

場、駐輪場、ゴミ集積所等を配置する。 

 



《要求計画図書》 

「解答用紙２：地区 X の開発構想・街区２の開発計画（文章）」及び「解答用紙３：街

区２の開発計画（図面）」を用いて、次の内容を含む街区２の開発計画を 1/1000 図面

と文章で提案せよ。必要に応じて、文章欄にダイヤグラムやスケッチを描いても良い。 

(1) 集合住宅（住棟の形態、出入口の位置、階数、住戸タイプ毎の戸数） 

(2) 駐車場 

(3) 駐輪場やゴミ集積所など集合住宅地に必要な各種スペース 

(4) 街区公園 

(5) 乳幼児や小学生の遊び場 

(6) 街区内の通路（自動車・自転車・歩行者用） 

(7) 緑地・オープンスペース 

(8) 植栽 

 

以上 



図１ 地区X及びその周辺の状況
Figure 1  Condition of Site X and its Surroundings
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受験番号
Examination I.D.

解答用紙１：地区Xの開発構想（図面）
Answer Sheet 1: Development Concept for Site X (Map)



解答用紙２：地区Xの開発構想・街区２の開発計画（文章）
Answer Sheet 2: Development Concept for Site X and Development Plan for Block 2 (Texts)

受験番号
Examination I.D.

地区Xの開発構想（Development Concept for Site X） 街区２の開発計画（Development Plan for Block 2 ）
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解答用紙３：街区２の開発計画（図面）
Answer Sheet 3 : Development Plan for Block 2 (Map)

受験番号
Examination I.D.
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       ［Ｃ 計画・設計・論文］ 
 

 

 

 

 

Ｃ－４ 論文 

（専攻分野：都市計画） 
 

 

 

 

 

      受験番号        
 

 

 

 

 
（１） すべての答案用紙の所定の欄に、問題番号、受験番号を

記入しなさい。氏名を記入してはならない。 

 

（２） 問題冊子に受験番号を記入しなさい。 

 

（３） 専攻分野として「都市計画」を希望するものは、Ｃ－３、

Ｃ－４のいずれか１科目を解答しなさい。 



Ｃ－４ 論文 

 

日本では、地方圏の衰退が重要な政策的課題となっている。地方圏の活性化を

どのように図るべきかについて、以下のポイントに留意して論じなさい。 

 

（１）地方圏の衰退の背景となる要因として、東京への一極集中、人口減少、

グローバル化の進展が指摘されることが多い。これらの３つの要因はそ

れぞれ、どのような現象を地方圏にもたらし、その衰退の要因となって

いるか。 

（２）上記の３つの要因は、相互に関係しあうことで構造的要因となっている。

これらの３つの要因の相互関係の構造はどのようになっているか。図を

用いて説明しなさい。 

（３）地方圏活性化のための処方箋となりうる政策を３つ挙げて、その内容を

示しなさい。 

（４）上記の（３）で挙げた政策は、（２）で指摘した構造的要因に対してどの

ように作用し、地方圏活性化に対してどのような効果をもたらしうるか。

また、それらの政策の限界と実施上の課題は何か。 

 

以上 
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