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[注 意] 

１．答は別の解答用紙に記入してください。 

２．答を訂正する場合は、消しゴムでていねいに消して訂正してください。 

３．この問題用紙の余白は、計算等に使用して差し支えありません。 

４．退席の際、解答用紙とともにこの問題用紙も回収しますので、持ち帰らない

でください。 

 

 

 

 

一般社団法人 日本造園建設業協会 

一般社団法人 日本造園組合連合会 
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[問題 1] 登録造園基幹技能者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。 

登録造園基幹技能者は施工管理技術者と一般技能者との間に立ち、施工管理技術者

には(ア)を行う役割と、一般技能者には(イ)を行う役割を担うことが期待されてい

る。 

  

 (ア) (イ)  

（Ａ） 提案・調整 伝達・命令  

（Ｂ） 報告・連絡 指示・指導  

（Ｃ） 提案・調整 指示・指導  

（Ｄ） 報告・連絡 伝達・命令  

[問題 2] 登録造園基幹技能者に必要な資質として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 独断専行であること。 

（Ｂ） 約束を守ること。 

（Ｃ） 健康であること。 

（Ｄ） 統率力があること。 

[問題 3] 登録造園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） 担当工事の遅れは直ちに元請け技術者に報告、協議の上的確に段取りの是正がで

きる。 

（Ｂ） 元請け技術者及び他工種職長との調整を行い、担当工事を目標通りに完成でき

る。 

（Ｃ） 未熟練技能者の技能をレベルアップさせるための OJTができる。 

（Ｄ） 工事の出来上りの点検、工事請負契約書の是正ができる。 
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[問題 4] 造園工事の特性に関する記述として、適当なものはどれか。 

  

（Ａ） 特性や形状が均一の素材をすべて使用して空間を構成する。 

（Ｂ） 造園工事で使用する自然素材は、設計図面や仕様書だけで表現しやすい。 

（Ｃ） 現場での判断が全体の出来映えに大きく影響することは少ない。 

（Ｄ） 関連する周辺領域に関する幅広い知識が求められる。 

[問題 5] 設計の手順(プロセス)に関する一般的な流れとして、適当なものはどれか。 

  

（Ａ） 現地調査 → 設計図の作成 → 数量計算 → 積算 → 設計図書とりまとめ 

（Ｂ） 現地調査 → 設計図の作成 → 数量計算 → 積算 → 工程計画の策定 

（Ｃ） 現地調査 → 設計図の作成 → 数量計算 → 積算 → 施工計画の策定 

（Ｄ） 現地調査 → 設計図の作成 → 数量計算 → 施工図の作成 → 積算 

[問題 6] 実施設計段階の検討内容に関する記述として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 施工性・市場性に関する検討と設定を行う。 

（Ｂ） ゾーニング、テーマに関する検討と設定を行う。 

（Ｃ） 安全性・機能性に関する検討と設定を行う。 

（Ｄ） 維持管理に関する検討と設定を行う。 

  

[問題 7] 相手との話し合いに必要な考え方に関する記述として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 相手との親和関係を保つこと。 

（Ｂ） 起きた問題は、担当者が独自に解決方法を考えること。 

（Ｃ） 相手の考え方を聞き出す努力をすること。 

（Ｄ） 発生した問題について冷静に考えること。 
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[問題 8] 近隣に迷惑がかからないよう配慮すべき対応として、適当なものはどれか。 

  

（Ａ） 建設機械を連続作業させ効率化を図る。 

（Ｂ） 大気汚染防止法の厳守を最優先とする。 

（Ｃ） 現場周辺の清掃を実施する。 

（Ｄ） 作業時間を労働基準法に適合させる。 

[問題 9] OJTの目的に関する記述として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 社外技能研修を通じて仕事の意義を教える。 

（Ｂ） 知識、技能、態度などの実践行動の意義を教える。 

（Ｃ） 価値観や使命感のある行動の必要性を教える。 

（Ｄ） 学びの態度の教育訓練を優先的に行う。 

[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] 造園工事を含む建設工事の適正な施工の確保に関する法規として、適当でないもの

はどれか。 

  

（Ａ） 建設業法 

（Ｂ） 公共工事の品質確保の促進に関する法律 

（Ｃ） 公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律 

（Ｄ） 道路交通法 
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[問題 12] 道路構造令における植樹帯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。 

植樹帯とは、専ら(ア)の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを

目的として、(イ)ために縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して

設けられる帯状の道路の部分をいう。 

  

 (ア) (イ)  

（Ａ） 良好な道路交通環境 視界を誘導する  

（Ｂ） 良好な道路交通環境 樹木を植栽する  

（Ｃ） 樹木の生育環境 視界を誘導する  

（Ｄ） 樹木の生育環境 樹木を植栽する  

[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] 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。 
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[問題 15] 第三者に対する安全確保に関する記述として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 通勤通学時間帯を避けて、資材の搬入をする。 

（Ｂ） 通行人の多い繁華街で、コーンのみで現場を囲む。 

（Ｃ） 現場の片付け清掃を徹底する。 

（Ｄ） 立ち入り禁止措置を徹底する。 

[問題 16] 施工管理の代表的な五大管理と呼ばれるものとして、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 資材管理 

（Ｂ） 品質管理 

（Ｃ） 原価管理 

（Ｄ） 工程管理 

[問題 17] 「工事監督におけるワンデーレスポンスの実施要領」に示された発注者の責務とし

て、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 受注者に対しても「ワンデーレスポンス」の意義と目的を周知する。 

（Ｂ） 予告した「回答期限」を超過する場合は、明らかになった時点で速やかに受注者

へ新たな「回答期限」を連絡する。 

（Ｃ） 措置し得ない事項や判断が困難な場合は、上司に相談し回答する。 

（Ｄ） 受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その翌日までに」とする。 

[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） 曲線式工程表は、ネットワーク工程表を作成した時に必ず作成する。 

（Ｂ） バーチャートは、工種と工期の関係が見やすいが、ネットワーク工程表に比べ作

成が複雑である。 

（Ｃ） 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。 

（Ｄ） ネットワーク工程表は、横線式工程表の一種である。 
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[問題 19] 植栽工事の工程表の作成にあたっての留意点に関する記述として、適当でないもの

はどれか。 

  

（Ａ） 工期と植栽適期が一致していない場合には、十分な保護・養生及び施工方法に配

慮する。 

（Ｂ） 植栽施工は、一般に他の工事の完了後行われることが多いため、十分な工程調整

をする。 

（Ｃ） 一般的に、高木→中木→低木→地被という植え付け順序に配慮した工程とする。 

（Ｄ） 植栽施工は、一度工程表に組み込んだからには天候に関わらず施工する。 

[問題 20] 登録造園基幹技能者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。 

登録造園基幹技能者は、(ア)や石などの自然素材を、工事の目的にふさわしい(イ)

とすることが大切である。 

  

 (ア) (イ)  

（Ａ） 植物材料 形状寸法  

（Ｂ） 植物材料 おさまり  

（Ｃ） コンクリートブロック 形状寸法  

（Ｄ） コンクリートブロック おさまり  

[問題 21] 植栽工事における品質管理に関する記述として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 植栽施工に先立ち、植栽基盤調査や材料検査を行うことは、植栽工事の品質管理

として重要である。 

（Ｂ） 植栽工事は、生きものである植物を使用するため、設計図書に定める形状寸法に

とらわれずに進めることが重要である。 

（Ｃ） 樹木材料が搬入されたら、形状寸法、品質及び数量を確認するとともに、現場で

品質を維持する対策を施すことが重要である。 

（Ｄ） 施工時期の天候は、植栽工事の品質管理のうえで重要な関係にある。 
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[問題 22] 資材管理に関する次の記述の(ア)(イ)に当てはまる語句の組み合わせとして、適当

なものはどれか。 

資材管理とは、(ア)に規定された品質のものを(イ)に合わせてタイミングよく搬入

し、工事を円滑に運営することである。 

  

 (ア) (イ)  

（Ａ） カタログ 安全管理計画  

（Ｂ） 契約図書 工程計画  

（Ｃ） 工事実行予算書 労務計画  

（Ｄ） 注文書 外注計画  

[問題 23] 公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)に関する次の記述の(ア)(イ)に当てはま

る語句の組み合わせとして、適当なものはどれか。 

本基準は、(ア)を定めたものであり、樹木等の(イ)に適用すべきものである。 

  

 (ア) (イ)  

（Ａ） 寸法の測定方法 圃場出荷時  

（Ｂ） 品質の判定方法 圃場出荷時  

（Ｃ） 品質と寸法 搬入(納品)時  

（Ｄ） 樹姿と樹勢 植栽後  

[問題 24] 原価発生の統制における基本原則に関する記述として、適当でないものはどれか。 

  

（Ａ） 原価比率の高いものに重点をおいて、その費用の低減を図る。 

（Ｂ） 原価を低減できる可能性が高いものに重点をおいて合理化を図る。 

（Ｃ） 損出費目を見つけ出し、重点的に改善する。 

（Ｄ） 予期せぬ原価が発生した場合は、安全費や技術管理費等の共通仮設費を削減す

る。 
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[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。 


