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[問題 1] 登録基幹技能者の確保・育成・活用を促進する意義に関する次の記述の(ア)(イ)の

語句の組み合わせとして、適当なものはどれか。 

建設現場の(ア)が図られるのみならず、登録基幹技能者を雇用・育成する優良な専

門工事業者の受注機会の拡大が図られ、さらにはそれを通じた建設産業の(イ)に大

きく寄与することが期待されている。 

  

 (ア) (イ) 

（Ａ） 領域拡大の向上・資材の確保 担い手の確保・育成 

（Ｂ） 生産性の向上・品質の確保 シルバー人材の確保・養成 

（Ｃ） 生産性の向上・品質の確保 担い手の確保・育成 

（Ｄ） 領域拡大の向上・資材の確保 シルバー人材の確保・養成 

[問題 2] 登録造園基幹技能者に求められる能力として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 作業員を適正に配置し、効率的な作業手順で施工する。 

（Ｂ） コストに関係なく常に最高位の品質を追求する。 

（Ｃ） 契約した工期内に工事を完成させる。 

（Ｄ） 部下の指導・教育を適切に行う。 

[問題 3] 造園工事と造園技能者の特性に関する記述として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 造園工事は、多種材料を利用するため、造園技能者は個々の素材の正しい知識を

習得する。 

（Ｂ） 造園工事は、小規模ながら多工種にわたるため、造園技能者は多技能を備える。 

（Ｃ） 造園工事は、樹木や自然石等の自然素材を利用するため、造園技能者はそれらを

美的におさめる感性と技能を習得する。 

（Ｄ） 造園工事は、全体の出来栄えよりも個々の寸法規格を最優先とするため、造園技

能者は厳格な品質管理が求められる。 
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[問題 4] 造園的ものづくりの考え方で配慮すべき事項として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 機能性 

（Ｂ） 景観性 

（Ｃ） 不確実性 

（Ｄ） 精神性 

[問題 6] 設計図書の優先順位として、適当なものはどれか。 

  

（Ａ） 現場説明書 ＞ 共通仕様 ＞ 設計図 ＞ 特記仕様書  

（Ｂ） 現場説明書 ＞ 設計図 ＞ 特記仕様書 ＞ 共通仕様書  

（Ｃ） 現場説明書 ＞ 特記仕様書 ＞ 設計図 ＞ 共通仕様書  

（Ｄ） 共通仕様書 ＞ 設計図 ＞ 特記仕様書 ＞ 現場説明書  

[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） 植物や自然石など不定形な自然素材を多用する。 

（Ｂ） 工事完成後にも、時間軸を意識した育成管理手法が必要である。 

（Ｃ） 土木や建築に比較して、個々の施工規模は小さく、構成する工種も少ない。 

（Ｄ） 現場の地域で入手できる自然素材は、周辺環境にも適合しやすい。 

[問題 7] 相手とのコミュニケーションをとるための 5原則に関する記述として、適当なもの

はどれか。 

  

（Ａ） 正確に話をすることを、正確性の原則という。 

（Ｂ） 目的を持って話をすることを、適時性の原則という。 

（Ｃ） 要領よく話をすることを、時間性の原則という。 

（Ｄ） タイミングよく話をすることを、目的性の原則という。 
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[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） 他業種の職長には、作業範囲を明確に示す。 

（Ｂ） 関連工事の内容や特徴を理解する。 

（Ｃ） 樹木は生き物であり、植栽時期が限定される事を伝える。 

（Ｄ） 工程会議では、必要事項は後から詳しく伝える。 

[問題 9] OJT に関する記述として、適当なものはどれか。 

  

（Ａ） 指導者の能力により効果は左右される。 

（Ｂ） 長期的で日常業務の偏りはない。 

（Ｃ） 指導が体系的、理論的である。 

（Ｄ） 知識習得の能力レベルが上がる。 

[問題 10] 現場において部下を統率していく上で求められる能力として、適当でないものはど

れか。 

  

（Ａ） 自分自身の自己啓発能力があること。 

（Ｂ） リスクとメリットを予知･予測する能力があること。 

（Ｃ） 自らは施工作業ができなくとも、施工に係わる指示指導ができること。 

（Ｄ） 現場の状況把握、先の見通しが的確にできること。 

[問題 11] 都市公園の設置基準に関する記述として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 街区公園は、街区内に居住する者が容易に利用できるように配置し、その敷地面

積は 0.25haを標準とする。 

（Ｂ） 近隣公園は、近隣に居住する者が容易に利用できるように配置し、その敷地面積

は 2.0ha を標準とする。 

（Ｃ） 地区公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用できるよう配置し、その敷地

面積は 4.0haを標準とする。 

（Ｄ） 風致公園は、利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮できるように配

置し、その敷地面積を定める。 
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[問題 12] 都市公園法の目的に関する次の記述の(ア)(イ)の語句の組み合わせとして、適当な

ものはどれか。 

都市公園法は、都市公園の(ア)に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を

図り、もって（イ）に資することを目的とする。 

  

 (ア) (イ)  

（Ａ） 設置及び管理 公共の福祉の増進  

（Ｂ） 設置及び管理 地球環境の保全  

（Ｃ） 工事及び契約 公共の福祉の増進  

（Ｄ） 工事及び契約 地球環境の保全  

[問題 13] 法定安全教育として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 作業内容変更時の安全衛生教育 

（Ｂ） 職長・安全衛生責任者教育 

（Ｃ） 危険予知活動に関する教育 

（Ｄ） 危険有害な業務従事者に対する特別教育 

[問題 14] 新規入場者教育として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 現場の危険箇所と立ち入り禁止区域の教育 

（Ｂ） 現場の規律と安全心得の教育 

（Ｃ） 作業手順と災害事例の教育 

（Ｄ） リスクアセスメントの教育 
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[問題 15] 三脚脚立を使用して剪定作業する際の安全管理に関する記述として、適当でないも

のはどれか。 

  

（Ａ） 左右の枝をつかんで、強く引っ張らない。 

（Ｂ） 三脚脚立は、開き止め鎖を必ず掛ける。 

（Ｃ） 三脚脚立は開き止めの留め金具で固定し、75度以下で作業する。 

（Ｄ） 天板にはのらない。 

[問題 16] 共通仕様書の用語定義に関する記述として、適当なものはどれか。 

  

（Ａ） 「提示」とは、監督職員が受注者に対して、工事の施工上必要な事項について書

面により示し、実施させることをいう。 

（Ｂ） 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督職員

と受注者が対等な立場で合議し、結論を得ることをいう。 

（Ｃ） 「承諾」とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面に

より知らせることをいう。 

（Ｄ） 「報告」とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員また

は受注者が書面により同意することをいう。 

[問題 17] 設計変更が可能なケースとして、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合 

（Ｂ） 設計図書の明示が明確でない場合 

（Ｃ） 「承諾」で施工した場合 

（Ｄ） 「設計図書の照査」の範囲を超える場合 

[問題 18] 一般的な植栽の作業順序として、適当なものはどれか。 

  

（Ａ） 地被 → 低木 → 中木 → 高木 

（Ｂ） 地被 → 高木 → 中木 → 低木 

（Ｃ） 高木 → 中木 → 低木 → 地被 

（Ｄ） 高木 → 低木 → 中木 → 地被 
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[問題 19] ネットワーク工程表を用いた工程計画における労務の平準化に関する記述として、

適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 山積み山崩しにより労務を平準化することは、効率性の向上に有効である。 

（Ｂ） 労務の平準化では、全体工程に遅れが出ない範囲で作業員数が揃うように作業日

を割り振り、作業の効率化を図る。 

（Ｃ） 労務の平準化とは、作業の余裕期間を有効活用し、日々の作業者数を出来るだけ

揃えることである。 

（Ｄ） 労務の平準化とは、より効率的な品質管理を目指すものである。 

[問題 20] 品質管理に関する次の記述の(ア)(イ)の語句の組合せとして、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） 規格 高価  

（Ｂ） 規格 経済的  

（Ｃ） 寸法 経済的  

（Ｄ） 寸法 高価  

[問題 21] 良好な植栽基盤に関する記述として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 長谷川式土壌貫入計で 1.0cm/dropであった。 

（Ｂ） 長谷川式土壌貫入計で 3.0cm/dropであった。 

（Ｃ） 水素イオン濃度指数(pH)が 7.0であった。 

（Ｄ） 水素イオン濃度指数(pH)が 5.0であった。 
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[問題 22] 資材の搬入計画立案にあたって検討すべき事項として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 搬入資材の使用時期 

（Ｂ） 搬入資材の大きさや重量 

（Ｃ） 搬入資材の支払条件 

（Ｄ） 搬入経路の状況 

[問題 23] 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） 樹高とは、根鉢の上端から最も高い位置にある幹又は枝の頂端までの垂直高をい

う。 

（Ｂ） 枝張とは、樹木四方面に伸長した枝(葉)の幅をいう。 

（Ｃ） 幹周とは、樹木の幹の周長をいい、根鉢の上端から 1.2m 上りの位置を測定す

る。 

（Ｄ） 単幹とは、根もと近くから分岐せず 1本であるものをいう。 

[問題 24] 原価管理の目的に関する記述として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 原価を引き下げる。 

（Ｂ） 一般管理費を引き下げる。 

（Ｃ） 原価資料を収集・整理して、将来の同種工事の見積もりに利用する。 

（Ｄ） 経営管理者に原価管理に関する資料を提供し、経営能率増進の基礎とする。 

[問題 25] 共通仮設費に関する記述として、適当なものはどれか。 

  

（Ａ） 準備費とは、現場事務所や倉庫及び材料保管場所等の設置に要する費用をいう。 

（Ｂ） 役務費とは、労働者の輸送や労働者宿舎の営繕等に要する費用をいう。 

（Ｃ） 技術管理費とは、品質管理のための試験等や、出来形管理のための測量等に要す

る費用をいう。 

（Ｄ） 営繕費とは、電力、用水等の基本料金や電力設備用工事負担金等をいう。 


