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令和３年クリーニング師試験問題 
【令和３年９月 12 日：岩手県】 

 

《衛生法規に関する知識》 

問１ 次の文は、クリーニング業法、クリーニング業法施行令及びクリーニング業法施行規則（以下

「クリーニング業法等」という。）について述べたものであるが、【  】の中に当てはまる適切

な語句を下の語群の中から選び、その記号を指定する解答欄に記入しなさい。 

（５問×５点＝２５点） 

（１） クリーニング業法は、クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締

りを行い、もってその経営を【解答欄(１)】に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図

ることを目的とする。 

（２） 「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を

【解答欄(２)】洗たくすること（繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれ

を回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。）を営業とす

ることをいう。 

（３） 都道府県知事は、営業者又はその使用人で、洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事

するものが伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、【解答欄(３)】

その業務を停止することができる。 

（４） クリーニング師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法に規定する届出義務者

は、【解答欄(４)】以内に免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。 

（５） 営業者は、クリーニング所（洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。）ごとに【解答

欄(５)】以上のクリーニング師を置かなければならない。ただし、営業者がクリーニング師で

あって、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリー

ニング所については、この限りでない。 

［語群］ 

 

問２ 次の文は、クリーニング業法等に規定する「営業者の衛生措置等」について述べたものであ

るが、（  ）内のうち正しいものを選び、その記号を指定する解答欄に記入しなさい。 

（５問×５点＝２５点） 

（１） 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物

を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と【解答欄(６)】（①区分しておき ②ま

とめておき）、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。ただし、洗濯が消毒の効果を有

する方法によってなされる場合においては、消毒しなくてもよい。 

（２） 営業者は、クリーニング所及び業務用の車両（営業者がその業務のために使用する車両（軽

①原型のまま  ②福利厚生の向上  ③１人  ④期間を定めず  ⑤１月 

⑥期間を定めて ⑦２人  ⑧解体して  ⑨３月  ⑩公共の福祉  ⑪６月 
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車両を除く。）をいう。）並びに業務用の【解答欄(７)】（①機械及び器具 ②溶剤及び洗剤）を

清潔に保つこと。 

（３） 洗場については、床が、【解答欄(８)】（①不燃性材料 ②不浸透性材料）で築造され、これ

に適当な勾配と排水口が設けられていること。 

（４） 営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び

脱水機をそれぞれ少くとも【解答欄(９)】（①１台 ②２台）備えなければならない。ただし、

脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は、備えなくてもよい。 

（５） 営業者は、洗濯物を【解答欄(10)】（①洗濯 ②消毒）又は仕上げを終わったものと終わらな

いものに区分しておくこと。   

 

問３ 次の文は、クリーニング業法等に規定する営業者及びクリーニング師の義務等について述べた

ものであるが、正しいものには○印を、誤っているものには×印を指定する解答欄に記入しなさ

い。 

         （６問×５点＝３０点） 

（１） クリーニング師が免許証を破り、汚し、又は失ったときは、その旨を書き、破り、又は汚し

た場合においてはその免許証を添え、１月以内に免許を与えた都道府県知事に再交付の申請を

しなければならない。                          【解答欄(11)】 

（２） クリーニング師は、その現住所又は氏名を変更したときは、１月以内に、免許証の訂正の申

請を免許を与えた都道府県知事にしなければならない。           【解答欄(12)】 

（３） 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗

濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。       【解答欄(13)】 

（４） 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、

利用者に対し、苦情の申出先を明示するよう努めなければならない。     【解答欄(14)】 

（５） クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後１年以内に都道府県

知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質向上を図るための研修

を受けるものとし、その研修を受けた後は、５年を超えない期間ごとに研修を受けるものとす

る。                                  【解答欄(15)】 

（６） 免許の取消処分を受けた者は、５日以内に免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなけ

ればならない。                             【解答欄(16)】 

 

問４ 次の文は、クリーニング業法等について述べたものであるが、正しいものには○印を、誤って

いるものには×印を指定する解答欄に記入しなさい。         （４問×５点＝２０点） 

（１） クリーニング所においては、苦情の申出先となるクリーニング所の名称、所在地及び電話

番号を店頭に掲示しておくとともに、洗たく物の受取及び引渡しをしようとする際に、口頭

で説明するものとする。                        【解答欄(17)】 

（２） 営業者は、そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設

備がクリーニング業法の規定に適合する旨の確認を受けた後でなければ、当該クリーニング所
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を使用してはならない。                        【解答欄(18)】 

（３） 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、クリーニング所に立ち入り、

クリーニング業法に規定する措置の実施状況を検査させることができるが、業務用の車両に

は立ち入ることができない。                          【解答欄(19)】 

（４） クリーニング業法の規定に基づいた立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、５千円以下

の罰金に処する。                           【解答欄(20)】 

 

《公衆衛生に関する知識》 

問５ 次の文は、日本国憲法（抜粋）であるが、（  ）内のうち正しいものを選び、その記号を指定

する解答欄に記入しなさい。 

（５問×５点＝２５点） 

 第 25 条 すべての国民は、健康で【解答欄(21)】（①文化的 ②社会的）な【解答欄（22）】（① 

最高水準の生活 ②最低限度の生活）を営む【解答欄(23)】（①義務 ②権利）を有する。 

 ２ 国は、すべての生活部面について、【解答欄(24)】（①社会福祉 ②社会事業）、社会保障及び公

衆衛生の向上及び【解答欄(25)】（①維持 ②増進）に努めなければならない。 

 

問６ 次の文は、クリーニング所における衛生管理要領について述べたものであるが、【  】の中に

当てはまる適切な語句を下の語群の中から選び、その記号を指定する解答欄に記入しなさい。 

（６問×５点＝３０点） 

（１） 照明器具は、少なくとも１年に【解答欄（26）】以上清掃するとともに、常に適正な照明維持

に努めること。 

（２） クリーニング業法に基づき、洗濯物の処理を行うクリーニング所に必ず設置することとされ

ているクリーニング師は、公衆衛生及び洗濯処理に関する専門知識等を有する者であり、当該

クリーニング所の【解答欄（27）】管理を行う上での実質的な責任者となるものであること。 

（３） 施設内は、採光・照明を十分にすること。特に、受渡し場、しみ抜き場及び仕上場の作業面

の照度は、【解答欄（28）】以上であることが望ましいこと。 

（４） 営業者は、常に従業者の健康管理に注意し、従業者が結核や【解答欄（29）】にかかったとき

は、営業者はこの旨を保健所に届け出るとともに、当該従業者を作業に従事させないこととし、

当該疾患が治癒した場合も同様に届け出ること。 

（５） 洗剤、有機溶剤、しみ抜き薬剤及び消毒剤等は、それぞれ分類して表示し、所定の保管庫又

は【解答欄（30）】等に保管すること。 

（６） 使用する引火性溶剤は、できるだけ引火点が【解答欄（31）】溶剤を選択すること。 

［語群］ 

 

 

①高い  ②衛生  ③１回  ④インフルエンザ  ⑤労働  ⑥戸棚   

⑦100Lux  ⑧200Lux  ⑨300Lux  ⑩２回  ⑪感染性の皮膚疾患  ⑫台車  ⑬低い 
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問７ 次の文は、クリーニング所における衛生管理要領について述べたものであるが、正しいものに

は○印を、誤っているものには×印を指定する解答欄に記入しなさい。 （６問×５点＝３０点） 

 

（１） ドライクリーニング用の洗濯機等は、有機溶剤の漏出がないよう常に点検し、使用中もその

漏出の有無について十分留意すること。                  【解答欄(32)】 

（２） 有機溶剤の清浄化のために使用したフィルター等を廃棄する場合は、専用のふた付容器に納

め、適正に処理すること（専門の処理業者に処理委託することが望ましい。）。 【解答欄(33)】 

 

（３） クリーニング所は、居室、台所、便所等の施設及び他の営業施設と隔壁等により区分されて

いること。                               【解答欄(34)】 

（４） 洗濯機、脱水機等の機械、作業台、運搬・集配容器等の洗濯物が接触する部分（仕上げの終

った洗濯物の格納設備又は容器を除く。）は、２日に１回業務終了後に洗浄又は清掃し、仕上げ

の終った洗濯物の格納設備又は容器は、少なくとも１週間に１回以上清掃を行い、常に清潔に

保つこと。                               【解答欄(35)】 

 

（５） 引火性溶剤を保管する際は、保管量をできる限り抑制し、保管容器はゴムマット等不導体の

上に設置すること。                           【解答欄(36)】 

（６） ランドリー処理のすすぎには、清浄な水を使用して少なくとも２回以上行うこと。 

   【解答欄(37)】 

 

問８ 次の文は、クリーニング所における衛生管理要領における消毒について述べたものであるが、

（  ）内のうち正しいものを選び、その記号を指定する解答欄に記入しなさい。 

（３問×５点＝１５点） 

（１） 蒸気による消毒を行う場合は、蒸気がま等を使用し、【解答欄(38)】（①80℃ ②100℃）以上

の湿熱に 10 分間以上触れさせること。 

（２） 洗濯物の処理工程に、四塩化（パークロル）エチレンに５分間以上浸し洗濯した後、四塩化

エチレンを含む状態で 50℃以上に保たせ、【解答欄(39)】（①５分 ②10 分）間以上乾燥させる

工程を含むものは、消毒効果を有する洗濯方法である。 

（３） 洗濯物の格納設備又は容器及び運搬・集配容器は、塩素剤又は界面活性剤等の水溶液を用い

て浸漬又は清拭等により消毒するか、又は【解答欄(40)】（①ホルムアルデヒドガス ②酸化エ

チレンガス）により消毒することが望ましいこと。



 

- 5 - 

《洗濯物の処理に関する知識》 

問９ 次の文は、繊維について述べたものであるが、【  】の中に当てはまる適切な語句を下の語群

の中から選び、その記号を指定する解答欄に記入しなさい。      (２０問×２点＝４０点) 

（１） 人類が歴史上長く用いてきた天然繊維のうち現在最も生産量が【解答欄(41)】いのは綿であ

る。綿はアオイ科ワタ属の植物で，【解答欄(42)】の部分を利用しており、形状を長さ的に分類

すると【解答欄(43)】といえる。また、主成分は【解答欄(44)】と呼ばれる高分子で、親水基

である水酸基（-OH）を非常に多く含んでいるため、【解答欄(45)】が高い。 

（２） 絹繊維を採るための養蚕は、紀元前 2,700 年頃に中国で始まったとされる。絹はカイコの繭

を構成する糸であり、形状を長さ的に分類すると【解答欄(46)】である。また、絹繊維の断面

形状は【解答欄(47)】形であり、これが独特の光沢に関係している。主成分は、【解答欄（48）】

であるため、アルカリや日光に【解答欄(49)】いことが特徴である。 

（３） 化学繊維の一つであるキュプラは、別名【解答欄(50)】とも呼ばれ、短い綿繊維や純度の高

い木材パルプを原料として作られる再生繊維である。性質はレーヨンに似ているが、繊維断面

は【解答欄(51)】形でありレーヨンに比べて細く強いことが特徴である。キュプラは近年生産

量が非常に減っており、これに代わって同じく木材パルプを原料とした再生繊維（品質表示で

は指定外繊維）の【解答欄(52)】、【解答欄(53)】（(52)(53)は順不同）の生産が増加しつつある。 

（４） (1)(2)(3)で述べた繊維の主原料は天然高分子であるが、合成繊維は主として原油から人工的

に合成された高分子である。ナイロン、ポリエステル、アクリルは 3 大合成繊維とよばれ、近

年においても合計生産量が合成繊維全体の約【解答欄(54)】％を占めており、さらにその中で

最も生産量が多いのは【解答欄(55)】である。これらの合成繊維に共通する特徴としては、天

然繊維に比べて重量的に【解答欄(56)】ことや、【解答欄(45)】，【解答欄(57)】、【解答欄(58)】

（（57）（58）は順不同）は比較的低く、【解答欄(59)】、【解答欄(60)】（（59）(60)は順不同）は

比較的高いことがあげられる。 

［語群］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①三角  ②多  ③短繊維  ④３８～３９  ⑤６８～６９  ⑥９８～９９  ⑦リヨセル 

⑧ポリエステル  ⑨軽い  ⑩吸湿性  ⑪銅アンモニア法レーヨン  ⑫生分解性  ⑬葉脈 

⑭弱  ⑮耐紫外線性  ⑯種子  ⑰タンパク質  ⑱ナイロン  ⑲セルロース  ⑳アクリル 

㉑テンセル  ㉒長繊維  ㉓円  ㉔強  ㉕重い  ㉖耐熱性  ㉗ビスコース法レーヨン 

㉘耐薬品性  ㉙茎  ㉚少な 

 



 

- 6 - 

問 10 衣服を構成している布は、主として「織物」「編物（ニット）」「不織布」の 3種類に分類できる。

以下に挙げる特徴が、それぞれどの布の特徴を述べたものかを判断し、その記号を指定する解答

欄に記入しなさい。なお、それぞれの解答欄に該当する解答の合計数が示されているので参考に

すること。 

（１５問×２点＝３０点） 

① 縦糸または横糸のいずれか１方向の 1本の糸によってつくられている。 

② 平織、綾織（斜文織）、朱子織という三原組織と呼ばれる基本的な 3 つの組織で構成されている

ものが多い。 

③ 繊維を集めて直接布にしているため、糸のほつれがほとんどない。 

④ 縦糸および横糸の 2 方向の糸を組み合わせてつくられている。 

⑤ 伸縮性に優れており、柔軟性もあるため Tシャツやスポーツウエアなどに用いられる。 

⑥ 繊維が 1 方向またはランダムに配向し、繊維相互の交絡、接着、融着などによって繊維間が接

合されたものである。 

⑦ 一般的に変形や型くずれが起こりやすく、スーツなどの形状を重んじる衣服には向かない。 

⑧ 代表的な布に、メリヤス、ジャージー、トリコットなどがある。 

⑨ コシやハリがあまりなくしなやかで、ドレープ性が大きい。 

⑩ 代表的な布に、ブロード、ギンガム、デニム、サテンがある。 

⑪ 空気を含みやすい構造をしているため、一般的に保温性に優れ暖かい。 

⑫ どちらかというとシワができやすく、ウォッシュアンドウエア性は小さい。 

⑬ この布の主な用途は、衣料用芯地や人工皮革の基布であるが、濾過布、電気絶縁材などの産業

用資材としても用いられる。 

⑭ パイル組織でできたタオルは、この布地に属する。 

⑮ たて方向の三原組織として、平編、リブ編、パール編が、よこ方向の三原組織として、デンビ

ー編、コード編、アトラス編がある。 

布地の種類 【解答欄】（番号を記入） 

織物 （５つ）※順不同 

【解答欄 (61) (62) (63) (64) (65)】 

編物（ニット） （７つ）※順不同 

【解答欄 (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72)】 

不織布 （３つ）※順不同 

【解答欄 (73) (74) (75)】 
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問 11 次の文は、商業洗濯について述べたものであるが、正しいものには○印を、誤っているものに

は×印を指定する解答欄に記入しなさい。  

（５問×４点＝２０点） 

（１） ランドリーとは、商業洗濯の水系洗浄のひとつである。ランドリーは、家庭で行う水系洗浄

に比べて、本洗段階での洗濯温度が 60℃以上と高い場合が多い。 

【解答欄(76)】 

（２） ドライクリーニングとは、商業洗濯の非水系洗浄で、有機溶剤を用いて行う。有機溶剤によ

る洗濯は汚れを除去しやすくするために 60℃以上の比較的高温で行われることが多い。 

 【解答欄(77)】        

（３） ドライクリーニングで用いられるドライ溶剤は、初期のテレピン油に始まり、その後ベンゼ

ン、石油系溶剤、塩素系合成溶剤と、洗浄装置の進歩とともに発展してきている。その流れの

中で、現在主流となっているのはフッ素系溶剤である。           【解答欄(78)】 

 

（４） ウエットクリーニングは、ランドリーとともに商業洗濯の水系洗浄のひとつである。ランド

リーが比較的デリケートな衣類を対象にしているのに対し、ウエットクリーニングは石けんや

アルカリ剤を用い、ワッシャーで行う洗浄作用の強い洗濯方式で、比較的丈夫な衣類を対象に

行う洗濯方法である。                           【解答欄(79)】 

 

（５） ドライクリーニングはほぼすべての衣類を対象に行われるが、不適当な衣類としては、溶剤

堅ろう性の低い染色物、溶剤に溶ける接着芯地、金糸や金箔加工がおこなわれている和服など

があげられる。                              【解答欄(80)】 

 

 

問 12 次の問題の答えを下の数字群の中から選び、その記号を指定する解答欄に記入しなさい。 

（２問×５点＝１０点） 

（１） ドライクリーニングの際、あらかじめドライ溶剤に洗剤を添加して洗う方法をチャージシス

テムという。チャージシステムの洗剤濃度は通常 0.5％であり、今回は 150 リットル調製したい

と考えている。洗剤原液が 50％濃度の場合、この原液は何リットル必要ですか。 

       【解答欄(81)】リットル 

（２） しみ抜きのためにアンモニア水を 3リットル（3,000 グラム）調製したいと思います。市販の

濃アンモニア水は濃度 30％で、しみ抜き用には５％に希釈して用います。市販の濃アンモニア

水は何グラム必要ですか。                     【解答欄(82)】グラム 

 

［数字群］ 

 
① 1.5  ② 5  ③ 15  ④ 50  ⑤ 150  ⑥ 500 

 


