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[問題 1] 登録基幹技能者に求められる能力に関する記述として、適当でないものはどれか。

  

（Ａ） 自分一人で担当する工事の遅れを取り戻すことができる。 

（Ｂ） 工事の出来上りの点検、工事の是正ができる。 

（Ｃ） 未熟練作業員をレベルアップさせるＯＪＴ教育を行うことができる。 

（Ｄ） 目標どおりに工事を完成させることができる。 

  

[問題 2] 登録基幹技能者の役割を果たす上で求められる能力として、適当でないものはどれ

か。 

  

（Ａ） 十分な経験を有する熟達した作業能力 

（Ｂ） 主観的な観点から結論を導き出す能力 

（Ｃ） 現場に適した技能面からの施工方法、作業手順の提案能力 

（Ｄ） 体系だった効率的な作業を実施するための管理能力 

  

[問題 3] 登録基幹技能者に求められる資質として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 優柔不断に行動すること 

（Ｂ） 健康であること 

（Ｃ） 約束を守ること 

（Ｄ） 統率力があること 

  

[問題 4] 造園工事における使用材料の特性に関する記述として、適当でないものはどれか。

  

（Ａ） 生きものである植物や自然石などの不定形な自然物を主要な資材として多用す

る。 

（Ｂ） 一般的に、工業製品のように同一形状の自然素材の材料を多用する。 

（Ｃ） 土を用いる場合は、土工事や構造物の基礎地盤の強度や安定性を重視し施工する。

（Ｄ） 周辺環境や自然と調和した環境を作り上げる材料を利用する。 
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[問題 5] 造園工事の特性に関する記述として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 造園の専門領域とその周辺領域までの知識を広く持つことが求められる。 

（Ｂ） 全体のおさまりや出来映えを常に考慮する積極性が求められる。 

（Ｃ） 植物の生長や空間バランスに配慮することが求められる。 

（Ｄ） 個人庭園の工事のみに日本の伝統的な造園技術が求められる。 

  

[問題 6] 造園設計に関する記述として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 基本構想は、基本計画の内容を反映し設計の前提条件を整理したものである。 

（Ｂ） 基本計画は、基本構想に沿って空間イメージを決める段階である。 

（Ｃ） 基本設計は、基本計画の空間イメージを具体的な形にする段階である。 

（Ｄ） 実施設計は、基本設計の内容を施工に必要な設計図書にしたものである。 

  

[問題 7] 効果的な話し方に関する記述として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 相手の方を向いて、聞き手を無視せず熱意を込めて話をする。 

（Ｂ） 聞き手の気が散るので、ジェスチャーを取り入れながら話さない。 

（Ｃ） 大切なポイントは、繰り返しや念を押して要点を強調する。 

（Ｄ） 話だけでなく、“書いたもの”も見せて内容をより具体的に示す。 

  

[問題 8] 関係者との調整方法に関する記述として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 造園工事に関連する工事の内容や工程の後先は気にせず、効率的に調整を行う。

（Ｂ） 同一現場内で関係する他業種の職長に対して、造園工事の特性を伝えて周知する。

（Ｃ） 造園工事が他業種の工事に影響を及ぼすと思われる必要事項は、早めに伝える。

（Ｄ） 他業種の工事の後片付け作業などが発生しないよう、造園工事の作業範囲は明確

にしておく。 
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[問題 9] ＯＪＴによる指導･教育の基本認識に関する記述として、適当でないものはどれか。

  

（Ａ） ＯＪＴは上司の仕事そのものであるという認識をもつことが大切である。 

（Ｂ） 指導する上司の能力レベルに合わせて部下の育成目標を立てることが大切であ

る。 

（Ｃ） ＯＪＴの実施により仕事のペースは落とさないとの認識に立って、継続的に日常

的に実施する。 

（Ｄ） 部下が組織外の実態、考え方などに触れて視野を拡大する機会を設けるように心

がける。 

  

[問題 10] ＯＪＴに関する記述として、適当なものはどれか。 

  

（Ａ） 日常の仕事を通して行う指導である。 

（Ｂ） 日常の仕事を離れて行われる集合研修・教育である。 

（Ｃ） 「現場に出て仕事を覚えろ」という「捨て育ち的」に行うものである。 

（Ｄ） 体系的、理論的な訓練に効果がある方法である。 

  

[問題 11] 都市公園法に関する記述として、適当なものはどれか。 

  

（Ａ） 都市公園法には、緑地の保全・緑化の推進の措置が定められているが、都市公園

の設置・管理に関する基準は定められていない。 

（Ｂ） 都市公園とは、地方公共団体が行政区域内に設ける公園又は緑地であり、国が設

置するものは含まれない。 

（Ｃ） 公園施設以外の工作物や物件は、一定要件を満す場合には都市公園内に占用する

ことが認められる。 

（Ｄ） 都市公園の利用目的に沿った使用であれば、他の者との共同使用を妨げる場合で

も、自由に使用することができる。 
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[問題 12] 公共工事の品質確保の促進に関する法律の平成 26 年改正により、基本理念に追加

された事項として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 一般競争入札の徹底によるダンピング受注の促進 

（Ｂ） 公共工事に従事する者の賃金、安全衛生等の労働環境の改善 

（Ｃ） 適切な点検・診断・維持・修繕等の維持管理の実施 

（Ｄ） 施工技術の維持向上とそれを有する者の中長期的な育成・確保 

  

[問題 13] 現場のＫＹ活動に関する記述として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） できる限り、全員に発言させる。 

（Ｂ） 熟練者を中心に発言してもらう。 

（Ｃ） 話を聞く態度をチェックする。 

（Ｄ） 本日の行動目標に対し、参加者から了解の返事をもらう。 

  

[問題 14] 登録造園基幹技能者の安全管理上の職務として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 労働者死傷病報告の届け出 

（Ｂ） 作業員の適正配置 

（Ｃ） 第三者に対する安全の徹底 

（Ｄ） 作業開始前の安全打合せ 

  

[問題 15] 建設現場におけるリスクアセスメントを実施する時期として、適当でないものはど

れか。 

  

（Ａ） 新しい作業員が入ってきたとき 

（Ｂ） 足場の設備を設置するとき 

（Ｃ） 作業標準を変更するとき 

（Ｄ） 機械設備を変更するとき 
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[問題 16] 施工計画に関する記述として、適当なものはどれか。 

  

（Ａ） 品質計画とは、より良い品質を確保するため、有能な技能工や作業員等の要員計

画を取りまとめることをいう。 

（Ｂ） 原価計画とは、経済的に施工するため、材料費、労務費及びその他の現場経費等

を検討し、工事実行予算書として取りまとめることをいう。 

（Ｃ） 資材計画とは、特注資材の工場検査や樹木材料の圃場検査等を効率的に行うため

の日程を取りまとめることをいう。 

（Ｄ） 環境保全計画とは、廃棄物処理法、建設リサイクル法や農薬取締法等の法令を遵

守するための対策を取りまとめることをいう。 

  

[問題 17] 受注者が負う設計図書の照査の範囲に関する記述として、適当でないものはどれ

か。 

  

（Ａ） 数量計算書や設計書の内容に整合が取られているかどうかを確認する。 

（Ｂ） 設計図面や数量計算書に記載ミスや計算ミスがないかどうかを確認する。 

（Ｃ） 設計変更に伴う地質調査や構造計算等の実施の妥当性を確認する。 

（Ｄ） 埋設物や支障物件等の有無について現地を確認する。 

  

[問題 18] 工程管理に関する記述として、適当なものはどれか。 

  

（Ａ） ネットワーク工程表は、多工種で複雑な工事の工程管理に有効である。 

（Ｂ） 横線式工程表は、それぞれの工種がどのように工期に影響するかを把握しやすい。

（Ｃ） ネットワーク工程表は、横線式工程表の一種である。 

（Ｄ） 曲線式工程表は、ネットワーク工程表を作成した後に必ず作成する。 
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[問題 19] 工程計画に関する次の記述の（ア）（イ）の組み合わせとして、適当なものはどれ

か。 

 

工程計画とは、（ア）の根幹を成すものであり、（イ）の基本となる重要な計画であ

る。 

  

（ア）      （イ） 

（Ａ） 品質管理    安全管理 

（Ｂ） 施工管理    工程管理 

（Ｃ） 品質管理    工程管理 

（Ｄ） 施工管理    安全管理 

  

[問題 20] 植栽基盤の成立条件の項目として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） pH が 8～9 であること 

（Ｂ） 透水性が良好であること 

（Ｃ） 適度な保水性があること 

（Ｄ） 土壌硬度が適当であること 

  

[問題 21] 品質管理に関する次の記述の（ア）（イ）の組合せとして、適当なものはどれか。

 

品質管理とは、設計図書及び仕様書に示された（ア）を十分満足するような工事目

的物を最も（イ）につくるための管理である。 

  

（ア）   （イ） 

（Ａ） 寸法    経済的 

（Ｂ） 規格    経済的 

（Ｃ） 規格    安全 

（Ｄ） 寸法    効率的 
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[問題 22] 公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案）に関する記述として、適当でないものは

どれか。 

  

（Ａ） 「高木」とは、幹が通常単幹で太くなり、枝条とは明確に区別され、樹高が高く

伸びる樹木をいう。 

（Ｂ） 「低木」とは、十分生育しても高く生長しない樹高が５ｍ以下の樹木で、幹が発

達しない株立状のものをいう。 

（Ｃ） 「仕立物」とは、その樹木が本来持っている自然樹形とは異なり、人工的に樹形

を作って育成したものをいう。 

（Ｄ） 「接ぎ木物」とは、樹木等の全体あるいは部分を、他の木に接着して育成したも

のをいう。 

  

[問題 23] 屋上緑化の資材搬入における注意点として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 適切な資材の仮置き、保管場所の選定 

（Ｂ） 資材に合わせた最適な揚重機器の選定 

（Ｃ） 梱包材等の発生材の焼却方法 

（Ｄ） 軽量土壌の混合作業や飛散防止対策 

  

[問題 24] 造園工事における予定価格積算に関する記述として、適当なものはどれか。 

  

（Ａ） 機械損料及び運転経費に要する費用は、現場管理費として間接工事費に含まれる。

（Ｂ） 建設機械器具の運搬に要する費用は、共通仮設費として間接工事費に含まれる。

（Ｃ） 現場事務所の設置・撤去に要する費用は、共通仮設費として直接工事費に含まれ

る。 

（Ｄ） 現場労働者の安全・衛生に要する費用は、現場管理費として直接工事費に含まれ

る。 

  

[問題 25] コストダウンの考え方に関する記述として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 売上高を伸ばす。 

（Ｂ） 粗利益を活かす。 

（Ｃ） 変動費を低減する。 

（Ｄ） 固定費を増加する。 

  


