
＜問題 Ⅳ－１：共通基礎技術＞  

1.  縮尺1/500の平面図において２点間の長さが４㎝ある場合、現地での実際の距離を求めた
ものとして、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 2.0ｍ 
b. 8.0ｍ 
c. 20ｍ 
d. 80ｍ 

2.  標高の表記において、「TP+15ｍ」の解釈として、正しいものをa～dのなかから選びな
さい。 
a. 利根川平均水位から15ｍの高さを示す。 
b. 荒川平均水位から15ｍの高さを示す。 
c. 日本水準原点から15ｍの高さを示す。 
d. 東京湾平均海面から15ｍの高さを示す。 

3.  右図の片持ち梁全長(Ａ－Ｂ)に等分布荷重ｗが作用する場合、梁支点部(Ａ点)での曲げ
モーメントを表す式として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
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4.  右図に示すように単純梁に鉛直荷重が作用している。左図のような鉄筋コンクリートの
スパン中央梁断面において、正曲げモーメントが作用している場合、主として引張応力
を負担する鉄筋として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 鉄筋（Ａ） 
b. 鉄筋（Ｂ） 
c. 鉄筋（Ｃ） 
d. 鉄筋（Ｄ） 





8.  PC鋼材に長期間引張応力を与えたままにしておくと、しだいに塑性変形を起こし、PC鋼
材に与えた引張応力が減少することの呼称として、正しいものをa～dのなかから選びな
さい。 
a. リラクセーション 
b. クリープ 
c. パーシャルプレストレス 
d. 乾燥収縮 

9.  鉄筋かごを建込み施工する場所打ち杭の名称として、正しいものをa～dのなかから選び
なさい。 
a.  SC杭 
b.  リバースサーキュレーションドリル杭 
c.  PHC杭 
d.  鋼管杭 

10. 次の文章に該当する土質調査の名称として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
「質量63.5㎏のハンマーを高さ75㎝から落下させ、サンプラーを30㎝貫入させるのに要
する打撃回数(Ｎ値)を測定したり、サンプラー内の土試料の採取を行ったりする。」 
a. オランダ式コーン貫入試験 
b. 一軸圧縮試験 
c. 標準貫入試験 
d. 平板載荷試験 

11. 道路橋示方書や鉄道構造物等設計標準などの設計基準による液状化の判定に関し、考慮
すべき条件として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 平均粒径 
b. 地下水位 
c. せん断抵抗角 
d. 細粒分含有率 



12. 円筒状のピストンＡ、Ｂの内径をそれぞれD1＝５cm、D2＝10cmとする。ピストンＢに
質量20kgの荷物を載せたとき、ピストンＡにどれくらいの質量のおもりを加えると荷物
を持ち上げることができるか、正しいものをa～dのなかから選びなさい。ただし、ピス
トンの重さや摩擦は無視できるものとする。 
a. 2.5 kg超 
b. 5.0 kg超 
c. 10.0 kg超 
d. 20.0 kg超 

13. 長方形断面の直線開水路で，層流状態において最も早い流速が発生する位置として、正
しいものをa～dのなかから選びなさい。ただし、空気の抵抗は無視できるものとする。 
a. 中央の水面 
b. 中央の水中 
c. 壁面寄りの水面 
d. 壁面寄りの水中 

14. コンクリートの性質に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. コンクリートの強度は、コンクリート打設後28日を経過した以降、劣化により低下す

る。 
b. 高流動コンクリートは、一般のコンクリートに比べ、入念な締固めが必要である。 
c. コンクリートの温度ひび割れは、圧縮応力によって発生する。 
d. コンクリートに一定の持続荷重を加えると、ひずみは時間の経過とともに増加する。

この現象をクリープという。 

15. 地盤改良工法の名称として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. オールケーシング工法 
b. バーチカルドレーン工法 
c. 中層混合処理工法 
d. サンドコンパクションパイル工法 



16. 右図の円周角θとして、正しいものをa～dのなかから選びなさい。
a. 36度 
b. 38度 
c. 40度 
d. 42度 

17. 長さの単位の換算として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 1間(けん)＝約1.8ｍ 
b. 1ヤード ＝約91cm 
c. 1インチ ＝約5.0cm 
d. 1マイル ＝約1,600ｍ 

18. 土木学会では、我が国の土木遺産の顕彰を通じて歴史的土木構造物の保存に資すること
を目的として、平成12年度に選奨土木遺産の認定制度を創設した。「選奨土木遺産」と
して、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 稚内港北防波堤ドーム（北海道稚内市）           
b. 万代橋（新潟県新潟市）                  
c. 宇高航路関連施設（岡山県玉野市、香川県高松市）      
d. 若津港導流堤（筑後川デ・レーケ堤）（福岡県/大川市ほか）  

19. 以下のエネルギーに関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. シェールガスは頁岩（シェール）層から採取される天然ガスで、石油に代わる安価な

エネルギー源として注目されている。 
b. メタンハイドレートは化石燃料の一種であるため、再生可能エネルギーには含まれな

い。 
c. バイオマス発電では、動植物などから生まれた生物資源（バイオマス）をエネルギー

源としている。 
d. 太陽熱利用では水や空気などの熱媒体を暖めるため、冷房システムに活用できない。 

20. 生活環境の保全に関する環境基準項目のうち、河川の水質汚濁に関するものとして、誤
っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 生物化学的酸素要求量（BOD） 
b. 水素イオン濃度（pH） 
c. 化学的酸素要求量（COD） 
d. 溶存酸素量（DO） 



  

＜問題－Ⅳ－（２）：河川、砂防及び海岸･海洋＞  

1. 面積平均雨量を算定する方法として、関係しない手法をa～dのなかから選びなさい。 
a．特性曲線法 
b．ティーセン法 
c．算術平均法 
d．代表係数法 

 
2.  総合土砂管理に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 流砂系土砂動態マップは、「山地部の土砂動態を詳細に表示すること」、「沖積河道区
間を中心に水系における土砂の動きをマクロに表示すること」を目的とするものであ
る。 

b. 土砂動態特性の把握方法としては、「粒径別土砂収支図」、「流砂系土砂動態マップ」、
「漂砂系土砂収支図」がある。 

c. 総合的な土砂管理とは、流域の源頭部から河川の下流部までの一貫した土砂の運動領
域を「流砂系」という概念で捉え、流砂系一貫として対策を講じ、問題の解決を図る
ことである。 

d. 漂砂系土砂収支図は、沿岸漂砂量や河川からの供給土砂量などを図示したものである。 
 
3. 流出計算に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 合理式法は、洪水のピーク流量を推算するための簡便な方法である。 
b. 貯留関数法は、流域ないし河道をひとつの貯水池と考え、雨量と流出量の関係を運動

方程式とし、これを連続方程式と組み合わせて、流出量を追跡する方法である。 
c. 準線形貯留型モデルは、都市化による土地利用の変化が流出にどのように変化をもた

らすという観点から検討されたモデルである。 
d. Kinematic Wave法は、河川流路における洪水流下現象を水流の運動法則と連続の関

係を用いて水理学的に追跡するものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4. 低水計画に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 利水計画は、流水の正常な機能を維持するために必要な流量を十分考慮して将来の需

要水量の予測、開発水量の算定等を行い策定する。 
b. 流水の正常な機能を維持するために必要な流量は、舟運、漁業、景観、塩害の防止、

河口閉塞の防止、河川管理施設の保護、低水路の安定性、地下水位の維持、動植物の
保護、流水の清潔の保持等を総合的に考慮する。 

c. 正常流量は、原則として10ヶ年の第１位相当の渇水時において維持できるように計画
する。 

d. 需要水量の予測対象は、生活用水、工業用水、農業用水とする。 
 
5. 粗度係数に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 複断面河道においては、一般に高水敷の粗度係数と低水路の粗度係数とに分けて定め
る。 

b. 高水敷の粗度係数は、高水敷上の水深と地被状況(樹木・植生の高さ、倒伏状況等)か
ら設定する。 

c. 河床材料が移動しやすい河床では、河床材料の粒径、水深等に基づいて低水路粗度係
数を設定する。 

d. 粗度係数設定方法には、逆算によって粗度係数を同定する方法と物理的に粗度係数を
推定する方法がある。 

 
6. 海岸保全計画に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 海岸保全計画は、海岸環境のあり方、適正な保全と利用に関する基本構想、良好な環
境の保全・創出の方法等に関わる事項を内容とする。 

b. 海岸保全計画では、海岸保全を計画する区域、保全すべき海浜の形状、海岸保全施設
等の種類・規模および配置、海岸保全による受益の地域およびその状況を明示する。 

c. 海浜形状は、過去の海岸の変化を踏まえ、隣接海岸等の状況を参考に、将来にわたっ
て安定的に維持しうるように設定する。 

d. 保全施設の種類、規模および配置は、海岸災害を防止し、保全すべき形状を維持する
ために必要となる堤防や離岸堤などの種類、規模および配置を示す。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

7. 河川維持管理に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 河川維持管理計画には、河川の区間区分、河川や地域の特性に応じた河川維持管理の

目標、河川の状態把握の手法、頻度等、及び具体的な維持管理対策を定める。 
b. 流下断面が計画に対してほぼ確保されている河川や区間では、新たな河川整備を行う

必要がないため、維持管理目標を定める必要はない。 
c. 河川の維持管理目標は、河川管理の目的に応じて、洪水、高潮等による災害の防止、

河川区域等の適正な利用、河川環境の整備と保全に関して設定する必要がある。 
d. 河川維持管理計画を作成した場合には、河川、河川管理施設等の状況の変化、河川維

持管理の実績、社会経済情勢の変化等に応じて適宜見直しを行う。 
 
8. 計画高水流量が50m3/s以上100ｍ3/s未満の土堤に関する記述として、誤っているもの

をa～dのなかから選びなさい。 
a. 計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6ｍ未満である区間は、堤防天

端幅を2ｍ以上とする。 
b. 計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6ｍ未満である区間は、堤防高

を計画高水位に0.6ｍを加えた値以上とする。 
c. 背水堤の場合、背水区間の余裕高（計画高水位と堤防天端高の差）は本川の余裕高と

同じでなくてもよい。 
d. 本川合流部の支川に逆流防止施設を設ける場合は、合流点における本川の天端幅と同

一にする必要はない。 
 
9. 河川堤防に胸壁（パラペット）構造の特殊堤を採用する場合の記述として、誤っている

ものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 土地利用状況などの特別な実情により、やむをえないと認められる場合に限定される。 
b. 計画高水位以上の高さの土堤に設けられる。 
c. 胸壁の直立部分を含めた天端幅は、土堤の場合と同等の幅を確保する。 
d. 胸壁の高さは、余裕高（又は波高相当高）未満であれば構造令違反とはならない。 

 
10. 護岸に関する用語に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 法覆工とは、流水、流木などに対して安全となるよう堤防および河岸を保護するため
の構造物のことである。 

b. 根固め工とは、流水による急激な河床洗掘を緩和し、基礎工の沈下や法面からの土砂
の吸い出しなどを防ぐため、低水護岸および堤防護岸の基礎工前面に配置される構造
物のことである。 

c. 縦帯工とは、のり覆工の延長方向の一定区間ごとに設け、護岸の損壊が他の区間に波
及しないようにする構造物のことである。 

d. 吸出し防止材とは、流水の作用や残留水圧などによって、堤体材料が吸出されること
を防止するために、裏込め材の背面に設置するシート等の材料のことである。 



  

11. 河川に設置する護岸の安全性照査に関する記述として、誤っているものをa～dのなかか
ら選びなさい。 
a. ブロックに作用する揚力は、ブロック面積、揚力係数、平均流速等から算出する。 
b. 護岸の基礎工天端高は、洪水時の洗掘現象を考慮した最深河床高の評価高とするが、

根固め工を設置することで浅くすることもできる。 
c. のり勾配が1：1.5より緩い場合は、土圧による破壊を一般に考慮しなくてよい。 
d. すり付け工は屈撓性と適度な粗度を持つ構造とし、代表流速に対し安全な構造とする。 

 
12. 水門の計画・設計に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 水門の有効断面積は、河道計画断面積の1.3倍以上とする。 
b. 引き上げ完了時のゲート下端高は、原則として支川の計画堤防高（計画高水位+余裕

高）以上とする。 
c. カーテンウォールの上端高は、原則として支川の計画堤防高（計画高水位+余裕高）

以上とする。 
d. 管理橋の幅員を３ｍ以上とする場合は、管理橋の設計に用いる自動車荷重は20ｔ以上

を原則とする。 
 
13.  伏せ越し（河川を横過する水路構造物）に関する記述として、誤っているものをa～dの

なかから選びなさい。 
a. 堀込河道区間以外は、河川水が堤内地へ流出することを防止するため、原則として河

川区域内の両端部に制水ゲートを設ける。 
b. マンホールの底部には、深さ50cm以上の土砂溜めを設置する。 
c. 河床変動がなく、改修計画による掘削計画がない場合、または護床工等で保護する場

合でも、函渠は低水路から２ｍ以上の深さに埋設しなければならない。 
d. 函渠の方向は堤防法線に対して、原則として直角とする。 

 
 
14. 「河川構造物の耐震性能照査指針（案）」における樋門の耐震性能の照査に関する記述

として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. レベル２地震動に対する函渠の照査では、横断方向の照査を省略できる。 
b. レベル２地震動に対する門柱の照査では、一般に地震時保有水平耐力法を用いる。 
c. レベル２地震動に対する基礎地盤の照査では、液状化が発生しないことを照査する。 
d. レベル２地震動に対するゲートの照査では、残留変位が許容残留変位以下であること

を照査する。 
 
 
 
 



  

15.  床固工の設置位置に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 渓床低下の恐れのある個所に計画する。 
b. 渓岸の決壊、崩壊及び地すべりなどの個所においては、原則として上流に計画する。 
c. 支渓が合流する場合は、合流点下流の位置を選定する。 
d. 工作物の基礎を保護する場合には、それらの工作物の下流部に計画する。 

 
16. 地すべり防止工法の選定に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさ

い。 
a. 梅雨などの長期降雨や融雪水と地すべり運動とが密接に関連している場合には、地表

水排除工を中心とした工法が有効である。 
b. 運動ブロックが傾斜方向に数個に分かれ、かつ連続している場合や末端に隆起を伴う

場合は、末端部の排土工が有効である。 
c. 梅雨などの長期降雨や融雪水と地すべり運動とが密接に連動している場合には、地下

水排除工が有効である。 
d. 単一の運動ブロックで、すべり面の形状が明らかな椅子型や舟底型をなしている場合

は、頭部での盛土工や深層地下水排除工が有効である。 

17. 砂防計画で扱う土砂量に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. 土砂生産抑制計画は、降雨等による山腹の崩壊、地すべり、渓床・渓岸の侵食等を砂

防設備で抑制し、土砂生産域の荒廃を復旧するとともに、新規荒廃の発生を防止し、
有害な土砂の生産を抑制する計画である。 

b. 土砂生産抑制計画の策定に当たっては、土砂生産域の状況、土砂生産形態、保全対象
等を考慮し、計画生産抑制土砂量を山腹工、砂防堰堤等により合理的に配分する。 

c. 土砂流送制御計画は、捕捉・調節機能等を有する砂防設備によって有害な土砂の流出
を制御し、無害であり、かつ下流が必要としている土砂を安全に流下させるための計
画である。 

d. 土砂流送制御計画の策定に当たっては、土砂の流出形態、土砂量・粒径、保全対象、
地形、河床勾配、河道等の現況等を考慮して、計画生産抑制土砂量、計画生産調節土
砂量を砂防堰堤等に合理的に配分する。 



  

18. 砂防堰堤の水通しの設計に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びな
さい。                 
a. 水通しの中心の位置は、原則として現河床の中央に位置するものとし、堰堤上下流の

地形、地質、渓岸の状態、流水の方向等を考慮して定める。 
b. 水通し幅は、流水による堰堤下流部の洗掘に対処するため、側面侵食による著しい支

障を及ぼさない範囲において、できる限り広くする。 
c. 水通しの高さは、対象流量を流しうる水位に、所定の余裕高以上の値を加えて定める。 
d. 袖小口の勾配は、一般に５分とする場合が多い。しかしながら、土石流に対処する砂

防堰堤では、袖小口をこれより急にして良い。 

19. 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の土砂災害警戒
区域の対策に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 建築物の規制（都市計画区域以外も建築確認の対象） 
b. 特定の開発行為に対する都道府県知事による許可制（対象：住宅宅地分譲、社会福祉

施設等のための開発行為） 
c. 情報伝達、警戒避難体制の整備、警戒避難に関する事項の住民への周知  
d. 土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の都道府県知事による勧告 

 
20. 砂防堰堤に堆積した表層河床材料のサンプリング法として、誤っているものをa～dのな

かから選びなさい。 
a. 縦横断測量法 
b. 線格子法 
c. 平面採取法 
d. 写真測定法 

 



＜問題－ⅣⅣ－（２）：港湾及び空港＞ 

1.  港湾の種類の組合せとして、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. スーパー中枢港湾、国際拠点港湾、特定重要港湾、地方港湾、避難港、56条港

湾 
b. スーパー中枢港湾、国際戦略港湾、特定重要港湾、重要港湾、地方港湾、56条

港湾 
c. 国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾、地方港湾、避難港、56条港湾 
d. 国際戦略港湾、国際拠点港湾、特定重要港湾、重要港湾、地方港湾、避難港 

2.  港湾計画の定義として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 港湾の利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事

項に関する計画 
b. 港湾の開発及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事

項に関する計画 
c. 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定

める事項に関する計画 
d. 港湾の開発、利用及び保全に関する政令で定める事項に関する計画 

 

3.  性能設計の体系における性能の階層として、正しいものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. 性能の階層は、要求性能、性能規定、性能照査である。 
b. 性能の階層は、目的、要求性能、性能規定である。 
c. 性能の階層は、目的、性能規定、性能照査である。 
d. 性能の階層は、目的、要求性能、性能照査である。 

 

4.  波の変形に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 防波堤や島などの障害物によって遮へいされた領域に波が回りこむ現象を回折

という。 
b. 浅海域で水深変化に伴う波速の場所的変化によって生じる現象を屈折という。 
c. 沖波波高に屈折係数と回折係数を乗じた仮想的な波高を換算沖波波高という。 
d. 水深が換算沖波波高のおおむね2倍以下の地点では、砕波による波高変化を考慮

する必要がある。 



5.  地震動の設定に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 砂質土層の工学的基盤の条件は、標準貫入試験値(N値)が50以上である。 
b. 地震動の加速度フーリエ振幅スペクトルは、震源特性、伝播経路特性の積で与

えられる。 
c．直下型地震動として想定されるマグニチュードは6.5である。 
d．レベル１地震動の設定における一様ハザードフリーエスペクトルの再現期間は

75年である。 

6.  鋼材の防食・腐食に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. 鋼材の防食電位は、一般に海水塩化銀電極基準で-780mVである。 
b. 電気防食は、通電方式によって流電陽極方式と外部電源方式に分けられる。 
c．ぺトロラタム被覆は、鋼材の被覆防食工法の一つである。 
d．海水中に打込まれた鋼材の標準的な腐食速度は、H.W. L.～L. W. L. -1m間が大

きい。 
 

7.  地盤改良工法に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 地盤改良工法の基本原理は、置換、圧密・排水、締固め、化学的・熱的固化、

補強に大別できる。 
b. プレローディング工法・サーチャージ工法は、粘性土地盤の改良工法の一つで

ある。 
c. ロッドコンパクション工法は、砂質土地盤の改良工法の一つである。 
d. 液状化対策工法としてのグラベルドレーン工法は間隙水圧の発生を防止する工

法である。 

8.  岸壁の要求性能で、以下のように定義される機能を発揮する耐震強化施設として、
正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
「レベル２地震動の作用後に構造的な安定が保たれ、速やかに、船舶の利用、人の

乗降及び緊急物資等の荷役を行うことができる」 
a. 耐震強化施設(特定(緊急物資輸送対応)) 
b. 耐震強化施設(特定(幹線貨物輸送対応)) 
c．耐震強化施設(標準(緊急物資輸送対応)) 
d．耐震強化施設(標準(幹線貨物輸送対応)) 

 
 
 



9.  主たる作用が変動波浪及びレベル１地震動である変動状態に対する重力式防波堤
の性能規定として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 地盤のすべり破壊の生じる危険性が限界値以下であること。 
b. 堤体の滑動による破壊の生じる危険性が限界値以下であること。 
c．堤体の転倒による破壊の生じる危険性が限界値以下であること。 
d．基礎地盤の支持力不足による破壊の生じる危険性が限界値以下であること。 
 

10. 以下の係船岸について、主たる作用がレベル1地震動である変動状態に対する照査
項目の組合せとして、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 重力式係船岸：壁体の滑動、壁体の転倒、基礎地盤の支持力 
b. 矢板式係船岸(控え直杭)：矢板の根入れ及び応力、控え直杭の根入れ及び応力 
c．直杭式桟橋の杭：杭の応力、上部工の断面耐力 
d．置きセル式係船岸：壁体の滑動、 壁体の転倒、基礎地盤の支持力 

11. 「空港土木施設管理規程」における基本施設の保全を図るため、定期的に調査測定
を行う定期点検の標準点検頻度として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. ２回／年 
b. １回／年 
c. １回／2年 
d. １回／3年 

 

12. 滑走路、誘導路およびエプロンにおける除雪作業の開始基準として、正しいものを
a～dのなかから選びなさい。 
a. 積雪が1㎝以上となった時 
b. 積雪が3㎝以上となった時 
c. 積雪が5㎝以上となった時 
d. 積雪が10㎝以上となった時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. 航空法施行規則第２条におけるヘリポートの着陸帯の標準的（立地条件を勘案する
必要がない）な進入表面のこう配として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 1/7以上 
b. 1/8以上 
c. 1/9以上 
d. 1/10以上 

 

14. 陸上ヘリポート標識のなかで、航空法施行規則第 79 条において設置が義務付けら
れていないものを a～d のなかから選びなさい。

a. 飛行場名標識 
b. 着陸帯標識 
c. 指示標識 
d. 接地帯標識 

 

15. 航空法施行規則第79条において、規定していないものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. 着陸帯の長さ 
b. 滑走路の最大横断こう配 
c. 誘導路縁と固定障害物との間隔 
d. 滑走路端安全区域の長さ 

 

16. 国内空港で運用しているILS（計器着陸装置）によるカテゴリーとして、最も多い
ものをa～dのなかから選びなさい。 
a. カテゴリーⅠ 
b. カテゴリーⅡ 
c. カテゴリーⅢ 
d. カテゴリーⅣ 

 



17. 航空法第2条における「計器飛行」の定義として、正しいものをa～dのなかから選
びなさい。 
a.「航空機の姿勢、高度、位置及び速度」の測定を計器にのみ依存して行う飛行 
b.「航空機の姿勢、高度、速度及び針路」の測定を計器にのみ依存して行う飛行 
c.「航空機の高度、位置、速度及び針路」の測定を計器にのみ依存して行う飛行 
d.「航空機の姿勢、高度、位置及び針路」の測定を計器にのみ依存して行う飛行 

 

18. 航空障害灯の設置要件として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 地表または水面から30m以上の高さの物件 
b. 地表または水面から40m以上の高さの物件 
c. 地表または水面から50m以上の高さの物件 
d. 地表または水面から60m以上の高さの物件 

 

19. 誘導路の種類に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a．取付誘導路は、航空機が滑走路とエプロン間を出入りするために滑走路に取り

付けられた誘導路 
b. 平行誘導路は、滑走路と平行に設置される誘導路 
c. 高速脱出誘導路は、航空機が高速で滑走路から脱出できるように取り付けられ

た誘導路 
d. エプロン誘導路は、エプロン内の走行区域のうち取付誘導路の機能をもつ誘導

路 
 

20. ジェット機用滑走路の縦断こう配変化点に設置する縦断曲線の最小曲率半径とし
て、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a．10,000m 
b．20,000m 
c．30,000m 
d．40,000m 

 



＜問題－Ⅳ－（２）：電力土木＞ 

1.  日本の包蔵水力に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 年間可能発電電力量は約1,360億kWｈである。 
b. 流込式の未開発地点は地点数・電力量ともに未開発分の包蔵水力の大半を占め、ま

た流込式の既開発分を上回る。 
c. 出力別包蔵水力（一般水力）の未開発分電力量460億kWｈの大半は出力規模で

1,000kW未満の地点である。 
d. 未開発分の電力量については一般水力と混合揚水とでは一般水力が大きい。 

2.  エネルギー自給率に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 1960年以降のエネルギー自給率の低下原因は石油の大量輸入による。 
b. 1960年に58％であったエネルギー自給率（原子力含まず）は現在では２割程度とな

っている。 
c. 2010年の国産エネルギーの大半は太陽光となっている。 
d. 1960年に58％であったエネルギー自給率の高さの原因は主に石炭・水力等国内の天

然資源に加え準国産エネルギーの原子力による。 
 
3.  電力自由化に伴う、現在の小売電力市場の自由化範囲として、正しいものをa～dのな

かから選びなさい。 
a. 2000kW以上 
b. 1000kW以上 
c. 50kW以上 
d. 500kW以上 

                                                                                               
4.  水力発電における河川法の規制に関する記述として、誤っているものをa～dのなかか

ら選びなさい。 
a. 河川水の利用に際しては水利使用の許可（河川法第23条）が必要である。 
b. 河川区域内に工作物を設置するには工事の許可（河川法第26条）が必要である。 
c. 河川区域内の土地を利用するには土地占用の許可（河川法第24条）が必要である。 
d. 河川法の手続きが必要な河川は一級ならびに二級河川である。 



5.  水力発電所の発電計画策定時の環境影響調査に関する記述として、正しいものをa～d
のなかから選びなさい。 
a. 開発規模の相違による手続きの違いについては、環境影響評価法・電気事業法なら

びに河川法に基づき定められている。 
b. 環境影響評価法および電気事業法に基づき環境影響評価の手続きを必ず行う必要が

ある発電所は、出力22,500kW以上の事業の場合である。 
c. 出力規模により第一種事業と第二種事業に分類されるが、環境影響評価法および電

気事業法に基づき環境影響評価の手続きは必ず行わなければならない。 
d. 環境影響評価法および電気事業法に基づき環境影響評価の手続きを必ず行う必要が

ある発電所は、出力30,000kW以上の事業の場合である。 
 
6.  水力発電所の水車に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 

a. ペルトン水車は高落差から低落差まで、また大容量から小容量まで広い範囲に用い
られる。 

b. 水車の種類として衝動水車と反動水車がある。 
c. 衝動水車とは圧力水頭を持つ流水の水圧をランナーに作用させる構造である。 
d. 小水力プラント開発に伴い経済性面からも用いられている水車の代表としてカプラ

ン水車がある。 

7.  無圧水路に接続する取水口の計画・設計に関する記述として、誤っているものをa～d
のなかから選びなさい。 
a. 一般に川の流れが直線的な地点を選定する。 
b. 前面にはスクリーンを設置する。 
c. 流入流速は0.3m/s～1.0m/s程度とする。 
d. 河川に並行か、やや下流向きに設置する。 

8.  河川流量の測定方法に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 浮子測法は流量測定方法の中でも主に用いられている方法である。 
b. 公式測法は洪水時を除き一般的に用いられている方法である。 
c. 流速計測法は測水所で主として用いられている方法である。 
d. せき測法は流量が少ない場合には精度に問題が生じるため適応に留意すべき方法で

ある。 



9.  水力発電所の位置選定に当たって考慮すべき事項として、誤っているものをa～dのな
かから選びなさい。 
a. 屋外開閉所、送電線設置の取り合わせは考慮する必要はない。 
b. 基礎地質の良い地点を選定する。 
c. 山崩れ、雪崩の恐れのない地点を選定する。 
d. 洪水により被害を受けず、河流の衝突しない地点を選定する。 
 

10. 水力発電所の落差に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 総落差とは取水口における河川水位と放水口における河川水位の高低差である。 
b. 損失落差とは水が流下する場合に消耗する速度水頭・位置水頭・圧力水頭の和を高

さで表したものである。 
c. 静落差とは取水口における河川水位と水車中心標高との高低差である。 
d. 有効落差とは水車に有効に働く落差であって（総落差）－（損失落差）である。 
 

11. 発電所の建設に伴う環境影響評価に関する記述として、正しいものをa～dのなかから
選びなさい。 
a. 事業の早期段階における環境配慮を図るため、第1種事業、第2種事業に該当する発

電所の建設に際しては、計画段階配慮書を作成することが義務化されている。 
b. 事業者による方法書段階における説明会の実施が義務化されている。 
c. インターネットの利用等による環境影響評価図書の電子縦覧は必ずしも必要とはさ

れていない。 
d. 事業着手後の環境保全措置は、事業者が評価書の公告を行うことから、事業者は環

境保全措置の実施状況について公表する必要はない。 
 
12. 再生可能エネルギーの固定価格買取制度による平成25年度の発電分野別買取価格を平

成24年度の買取価格と比較した記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 太陽光発電の買取価格のみが平成24年度より下がった。 
b. 太陽光発電と風力発電の買取価格が平成24年度より下がった。 
c. 太陽光発電と中小水力発電の買取価格が平成24年度より下がった。 
d. 太陽光発電、風力発電、地熱発電、中小水力発電、バイオマス発電ともに平成24年

度の買取価格が据え置かれている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. 原子力規制委員会に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 原子力規制委員会を設置した目的の一つは、ひとつの行政組織が原子力利用の推進

と規制の両方の機能を担うことにより生じる問題を解消するためである。 
b. 原子力規制委員会は環境省の外局として設置されている。 
c. 原子力規制委員会は、委員長及び委員４人をもって組織されている。 
d. 原子力規制委員会の事務局として原子力安全・保安院が置かれている。 

 
14. 風力発電に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 風力発電の発電出力は、風速の３乗に比例し、風車直径の2乗に比例する。 
b. 風力発電設備が集合設置されるウインドファームでは、風車背後では平均風速が上

昇するとともに風の乱れも増えるため、風車間の離隔を確保する必要がある。 
c. 風力発電システムは、一定風速以上になると発電を開始し、出力が発電機の定格出

力に達する風速以上では出力制御を行い、さらに風速が大きくなると危険防止のた
めにロータの回転を止め発電を停止する。 

d. 風力発電の電力系統への連系容量が増大すると、全体として出力変動が大きくなり、
電力系統内の発電機の調整力が不足した場合は、系統周波数を一定に保つことが困
難となる。 

 
15. 沿岸域に設置される発電所の海岸構造物の津波検討に関し考慮すべき事項として、誤っ

ているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 防波堤の耐津波設計の検討にあたっては、必ずしも第一波が最大規模になるとは限

らないといった点を十分に踏まえた上で、津波の条件を設定する。 
b. 設計外力とする「設計津波」の設定は、発電所の重要度が著しく高い施設を守る場

合には、「発生頻度の高い津波」だけでなく「最大クラスの津波」も踏まえて「設計
津波」を設定する。 

c. 防波堤の性能照査にあたっては、津波に先行する地震動および地殻変動は考慮する
必要はない。 

d. 性能照査における防波堤の全体安定性については、津波の波力に対する直立部の滑
動、転倒および基礎の支持力に対する安定性、津波の流れに対する基礎マウンドお
よび海底地盤の安定性について照査する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. 電力土木施設の地下構造物の耐震性能照査に関する記述として、誤っているものをa～
dのなかから選びなさい。 
a. 耐震設計に用いる地震動強度は、震源の特性、伝搬経路の特性および対象地点周辺

の地盤特性に依存する。 
b. 地下構造物の地震応答量は地震動の振幅の大小だけによって決まり、周期成分では

大きく変化しない。 
c. 地下構造物の応答値の算定においては、地盤と構造物の相互作用を考慮することを

原則とする。 
d. 地下構造物の地震時の応答は、動的解析によることが重要であるが、条件によって

は静的解析を用いたり模型実験等によってもよい。 
 
17. 鉄筋コンクリート造の電力土木施設の構造物に生じる劣化現象に関する記述として、正

しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 中性化と塩害の複合劣化が発生する場合には、中性化による鉄筋腐食が塩化物イオ

ンによる鉄筋腐食より卓越して起こることにより深刻な損傷をもたらす。 
b. 凍害による劣化の程度は、凍結融解回数などの構造物が供用される環境条件に関し

てのみ決まり、コンクリートに関する要因や構造体に関する要因は影響しない。 
c. 化学的侵食による劣化現象は、下水道関連施設や化学工場など特定の構造物に加え

て、温泉地、酸性河川、酸性・硫酸塩土壌にある構造物に発生する。 
d. アルカリシリカ反応の影響を受けた構造物では、建設後1年未満にコンクリートのひ

び割れの発生という形で変状が顕在化するのが一般的である。 
 
18. 電力施設の地盤改良に用いる工法の特徴として、誤っているものをa～dのなかから選

びなさい。 
a. 締固め地盤改良の効果は、直接基礎では液状化対策、鉛直支持力の増加、即時沈下

量の低減であり、杭基礎では水平抵抗力の増加、鉛直支持力および引抜き抵抗力の
増加のみで液状化対策には寄与しない。 

b. 液状化対策における深層混合処理工法は、改良体の透水性が低い、せん断強さが大
きいおよび改良土そのものが液状化しないという特性を生かして構造物の支持性能
と液状化防止性能とを併せ持つ。 

c. 締固め改良地盤は、補給材を圧入した締固め杭心地盤と、それらの間の締め固めら
れた杭間地盤からなる複合地盤である。 

d. 深層混合処理工法は固化材と現地土を地中で攪拌混合するので、土質だけでなく、
攪拌翼の形状や攪拌方法や攪拌の具合によって品質が異なる。 

 
 
 
 
 
 



19. 変電所の地盤と基礎の耐震設計に関し考慮すべき事項として、正しいものをa～dのな
かから選びなさい。 
a. 基礎は、変電機器耐震設計の基準とする地表面での地震力にあわせて水平加速度

3m/s2に耐えるものとし、この考え方は地域や地盤の特性、その他の条件によらず
全国一律に考慮する。 

b. 地質調査において、ボーリング調査時のボーリング掘削長を決める場合、常に耐震
性の検討を配慮し、基盤とみなされる地点まで削孔して地盤の諸データを取得しな
ければならない。 

c. 変電所の建設における盛土施工管理で、切盛境界付近の表土、風化部は転圧を十分
に行えば取り除く必要はない。 

d. 地盤の液状化対策として地下水位を低下させる場合の効果は、初期拘束圧の増大、
排水距離を短くすることによる過剰間げき水圧消散促進が期待できるからである。 

 
20. 原子力規制委員会が定めた原子力発電所の新規制基準の骨子に関する記述として、適切

なものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 基準地震動は「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」のみについて策定する。 
b. 津波を発生させる要因として考慮するものは、プレート間地震、海洋プレート内地

震、海域の活断層による地殻内地震以外にはない。 
c. 地震、津波以外に想定される自然現象には、日本の気象条件を考慮して「竜巻」は

適用対象外とされている。 
d. 意図的な航空機衝突等のテロリズムによりプラントが損傷した場合の対策について

も手順書を作成しなければならない。 
 



  

＜問題－Ⅳ－（２）：道路＞   
 
1. ランプの交通容量に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. ランプの交通容量には、ランプ本体の交通容量とランプ接続部の交通容量がある。 
b. ランプ本体の交通容量は、基本的には単路部の交通容量により求められる。 
c. 流入ランプ接続部の交通容量は、本線の断面交通量に左右される。 
d. 特に分合流交通が多い場合には、付加車線を設置しサービス水準を確保する。 

 
2. 防護柵に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 路側高さ４ｍ以上、かつ法勾配1.0以下の区間は路外の危険度が特に高い区間として車
両用防護柵を設置しなければならない。 

b. 分離帯を有する高速自動車国道は、全線にわたって原則として車両用防護柵を設置す
るものとする。 

c. 車両用防護柵の路面から防護柵上端までの高さは、原則として0.6ｍ以上1.0ｍ以下と
する。 

d. 高速自動車国道の車両用防護柵は、車両総重量36ｔの連結構造のトレーラーを設計条
件の対象車両とする。 

 
3. 交通制御に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 第１種の道路の交差点は、信号によって制御しないことを基本とする。 
b. 第１種の道路における平面交差は、本線の交通を阻害しない限度において認められ

るべきものである。 
c. 比較的高速の設計速度50km/h以上の直進交通に対しては、一時停止制御をしないも

のとする。  
d. 一般的には、一時停止制御の限界交通量（互いに交差する交通の合計交通量）は、交

通量の少ない側を一時停止制御することによってさばくことができる約1,000台/時
以下である。 

 

4. 道路の容量に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 計画水準１とは、30番目時間交通量が流れる状態においては、ある速度での定常的

走行が可能である水準をいう。 
b. 計画水準２とは、年間30時間程度は予想されるピーク時間交通量が可能交通容量を

突破して大きな渋滞が発生することがある水準をいう。 
c. 計画水準３は、その水準値が1.0であり、余裕が無い水準であって、原則として用い

ない水準をいう。 
d. 計画水準３とは、30番目時間交通量が流れる状態においては、走行速度は常に変動

し停止に至ることもある水準をいう。 
 



  

5. 環境施設帯に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 一般平面道路および単独の高架道路では、距離減衰の効果を考慮し道路端から10m

の環境施設帯を設ける。 
b. 自動車専用道路で構造が盛土、切土または他の道路の上部に設けられる高架構造で、

かつ夜間に相当の重交通が見込まれる場合は道路端から20mの環境施設帯を設ける。 
c. 河川、鉄道等の地形の状況により10mまたは20mをとることが著しく困難な場合に

は、環境施設帯を適切な幅とすることができる。 
d. 自動車専用道路で構造が盛土、切土または他の道路の上部に設けられる高架構造で、

かつ夜間に相当の重交通が見込まれる場合であっても、沿道地域の不燃堅牢化が進
んでいる地域については、遮音性が高いこと、用地取得が困難なことから環境施設
帯は設けなくても良い。 

 
6. 設計車両に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 第１種および第２種の普通道路の設計車両は小型自動車およびセミトレーラ連結車
とする。 

b. 第３種および第４種の普通道路の設計車両は小型自動車および普通自動車とする。 
c. 小型道路の設計車両は小型自動車等とする。  
d. 小型自動車等の最小回転半径は７ｍである。 

 
7. 舗装に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 舗装路面に49kNの輪荷重を繰り返した場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要す
る回数を塑性変形輪数という。 

b. 疲労破壊によりひび割れが生じるまでの期間として、道路管理者が定める期間を舗
装の設計期間という。 

c. 舗装計画交通量3,000台/日・方向の疲労破壊輪数は35,000,000回/10年である。 
d. 車道および側帯の舗装路面の施工直後の平たん性は2.4㎜以下とする。 

 
8.  カルバートの要求性能に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさ

い。 
a. 性能１は、想定する作用によってカルバートとしての健全性を損なわない性能である。 
b. 性能１でも、長期的な沈下や変形、雨や地震動の作用による軽微な変形を全く許容

しないものではない。 
c. 性能２は、想定する作用による損傷がカルバートとして致命的とならない性能である。 
d. 重要度１は、万一損傷すると交通機能に著しい影響を与える場合、あるいは隣接す

る施設に重大な影響を与える場合に適用する。 
 
 
 



  

9. 歩車共存道路等に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 歩車共存道路等は、自動車の通行が非常に少ない道路で、歩行者の安全確保のために

歩道等を設置することが経済的、合理的でない道路に対応できる。 
b. 歩車共存道路等は、歩行者に対するサービスを優先し、自動車に対するサービスを

限定する道路である。 
c. 歩車共存道路等は、主に第３種第５級および第4種第4級に分類され、その幅員は狭

く歩行者、自転車は自動車と空間を共有し通行する道路である。  
d. コミュニティ道路は、歩車共存道路等の１つであり、歩行者・自転車・自動車の通

行空間が同一平面上にあって、物理的に分離されていない道路のことをいう。 
 
10. 道路構造令における平面交差部の横断構成に関する記述として、誤っているものをa～d

のなかから選びなさい。 
a. 付加車線を設ける箇所の直進車線の幅員は、第３種第２級の普通道路にあっては３ｍ

まで縮小することが出来る。 
b. 付加車線を設ける箇所の直進車線の幅員は、第４種第１級の普通道路にあっては３ｍ

まで縮小することが出来る。 
c. 付加車線を設ける箇所の直進車線の幅員は、第４種第２級の普通道路にあっては2.75

ｍまで縮小することが出来る。  
d. 付加車線の幅員は、普通道路にあっては３ｍを標準とする。 

 
11. 次の用語の説明のうち、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 視距とは、運転者が車線の中心線上1.2ｍの高さから当該車線の中心線上にある高さ
0.1ｍの物の頂点を見通すことができる距離である。 

b. 普通道路とは、小型自動車、普通自動車、セミトレーラ連結車の交通の用に供する道
路および道路の部分をいう。 

c. 車道部とは、車道、中央帯、軌道敷、交通島、路肩の全部または一部からなる道路の
部分をいう。 

d. ゆずり車線とは、低速車を高速車から分離して通行させることを目的として、高速車
に通行させるために設けられた付加車線である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

12. 道路の区分に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 第１種の道路は、地方部に存する自動車専用道路で、級別の区分は、第１級、第２級、

第３級、第４級の４種類である。 
b. 第２種の道路は、都市部に存する自動車専用道路で、級別の区分は、第１級、第２

級、第３級の３種類である。 
c. 第３種の道路は、地方部に存する道路で、級別の区分は、第１級、第２級、第３級、

第４級、第５級の５種類である。 
d. 第４種の道路は、都市部に存する道路で、級別の区分は、第１級、第２級、第３級、

第４級の４種類である。 
 
13. 横断面の構成に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 路肩の機能上の形式の分類には、全路肩、半路肩、広路肩、狭路肩、保護路肩がある。 
b. 停車帯は、第４種の道路に設けられ、その幅員の標準値は2.5ｍ、縮小値は1.5ｍで

ある。 
c. 中央帯は、往復の方向別を分離するために設けられ、分離帯と側帯と路肩で構成され

る。 
d. 副道の幅員は４ｍが標準値で、設計速度は50㎞/h、40㎞/h、30㎞/hである。 

14. 道路の線形に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. ブロークンバックカーブとは、同方向に屈曲する曲線の間に短い直線を入れることで

ある。 
b. 直線部から曲線部に、または大円部から小円部に円滑に自動車が走行していくため

に設けられる区間を緩和区間という。 
c. 車道の縦断勾配は、道路の区分に関係なく道路の設計速度に応じて標準値と特例値が

規定されている。 
d. 視距は、道路の設計速度に応じて最小値が規定されている。 

 
15. 平面交差に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 平面交差の最小間隔は、主として織り込み長、信号制御の滞留長、右折車線長等、運
転者の注意力の限界の４つの要素によって制約される。 

b. 一時停止制御の交差点における視認距離の最小値は、道路の区分に応じて最小値が
規定されている。 

c. 交差点の取付け部の縦断勾配は、交通を安全かつ円滑に流すために、できるだけ長い
区間を2.5％以下とすべきである。 

d. 導流路幅員は、セミトレーラ連結車、普通自動車、小型自動車等の設計車両に応じ
て所定の値が定められている。 

 
 



  

16. 道路の附属施設に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 第３種第５級の道路に設ける待避所相互間の距離は、300ｍ以内である。 
b. 自動車駐車場の駐車ますは、設計車両に応じて小型車、大型車、特殊大型車の標準

寸法があり、小型車駐車ますの大きさは長さ5.00ｍ、幅2.30ｍである。 
c. バス停留所の構造には、バスベイ型、テラス型、ストレート型がある。 
d. 非常駐車帯の設置間隔は、道路区分と設計速度に応じて、所定の値が規定されてい

る。 
 

17. 擁壁の設計に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 設計に用いる主荷重は、擁壁の自重、載荷重、土圧、水圧及び浮力である。 
b. 土圧の種類には主働土圧、受働土圧、静止土圧があり、一般的には主働土圧が設計

で用いられる。 
c. たわみ性防護柵に車両が衝突した際に作用する荷重は、車両の衝突荷重と衝突車両の

前輪荷重のうち、大きい荷重を考慮する。 
d. 擁壁の要求性能は、安全性、供用性、修復性の観点を踏まえ、性能１、性能２、性

能３の水準から選定する。 
 

18. 補強土壁に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 補強土とは、盛土内に敷設された補強材と盛土との間の摩擦抵抗力または支圧抵抗力

によって盛土の安定を図る構造物である。 
b. 補強土壁の変状は、盛土材料と締固め不足に起因するもの、基礎地盤に起因するも

の、水に起因するもの、地震動に起因するものがある。 
c. 補強土壁の安定性には、補強土壁自体の安定性（滑動、転倒、支持）と補強土壁およ

び基礎地盤を含む全体としての安定性がある。 
d. のり面勾配（壁面勾配）が１:0.5より急なものを「補強土壁」、１：0.5より緩いもの

を「補強盛土」という。 
 

19. 擁壁の設計における地盤調査試験名と調査結果の利用に関する組合せとして、誤ってい
るものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 標準貫入試験－液状化 
b. 土の湿潤密度試験－土圧の計算 
c. 平板載荷試験－基礎の支持力 
d. 圧密試験－全体安定 

 
 
 
 
 



  

20. 次の用語に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 路床とは、舗装の厚さを決定する基礎となる舗装下面の土の部分で、ほぼ均一な厚さ

1.5ｍの部分である。 
b. 路盤とは、路面からの荷重を分散させて路床に伝える役割を持つ、路床の上に設け

られた層である。 
c. 路体とは、盛土における路床以外の土の部分である。 
d. 小段は、のり面が高い時にのり面排水、維持管理等のために設ける平場で、その幅

は１～２ｍ程度である。 
 



 

 

＜問題－Ⅳ－（２）：鉄道＞  

1.  普通鉄道（新幹線鉄道を除く）の新設又は大規模改良に際しての騒音規制に関する記述
として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 沿線屋外の地上1.0ｍの高さにおける近接側軌道中心線から水平距離が25ｍの地点に

おける騒音レベルの規制値を定めている。 
b. 沿線屋外の地上1.2ｍの高さにおける近接側軌道中心線から水平距離が25ｍの地点に

おける騒音レベルの規制値を定めている。 
c. 沿線屋外の地上1.0ｍの高さにおける近接側軌道中心線から水平距離が12.5ｍの地点

における騒音レベルの規制値を定めている。 
d. 沿線屋外の地上1.2ｍの高さにおける近接側軌道中心線から水平距離が12.5ｍの地点

における騒音レベルの規制値を定めている。 

2.  「鉄道に関する技術標準」で最小曲線半径の実態と保守上留意すべき点に関する記述と
して、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 従来の民鉄を中心に多くの箇所で100ｍ未満の曲線が存在し、レール摩耗等の保守上

の問題はあるが、レール塗油や速度制限等の脱線防止の措置がなされており、当該箇
所で脱線等の危険が高い状況にはない。 

b. 従来からの経緯、安全上の措置等を踏まえ、最小曲線半径は一般的に200ｍ以上とし、
分岐付帯曲線を含め、やむを得ない場合に100ｍ以上とすることを標準とした。

c. 100ｍ未満の曲線であっても、車両の幾何学的構造が急曲線に対応し、走行安全上問
題ないことが確認できる場合は、これを許容できるものと考える。 

d. やむを得ず急曲線を採用する場合は、当該箇所の速度制限は避けられず、保守面にお
いても、レール摩耗・損傷、騒音、振動等に対しての対策が必要となるため、通常は
半径100ｍを適用することはできる限り避けるべきである。

3.  カント不足量に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 大きなカント不足量で曲線を通過する場合、まくらぎに作用する横圧力がまくらぎの

持つ左右方向の道床横抵抗力を上回ると、「急激な通り変位」と称されるまくらぎの滑
動現象が生じる。 

b. カント不足量は、設定カント量がある列車速度に対応する均衡カントよりも小さい場
合に生ずるもので、車両が曲線を通過する場合、超過遠心力により乗り心地を悪化さ
せないことや風による転覆等を考慮して、許容カント不足量を定めている。

c. 乗り心地からみた許容カント不足量については、左右定常加速度の大きさで表わされ
るのが一般的であるが、国際的には必ずしも一般的とはいえない。たとえばイギリス
国鉄では、左右定常加速度と左右振動加速度を併用した乗り心地のガイドラインが提
案されている。 

d. 均衡カント量より設定カント量が大きい場合は、不均衡遠心力が作用し、超過遠心力
とも呼ばれ横方向の力として作用する。 



 

 

4.  緩和曲線に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 普通鉄道の緩和曲線中では曲率とカントが連続的に変化する。この変化率が一定値以

下となるように緩和曲線長が定められる。 
b. カントの変化に応じ曲率も同時に変化する特殊な曲線が必要になる。また、スラック

についても、緩和曲線においてカントと同様に逓減することとしている。
c. 緩和曲線には、三次放物線、サイン半波長逓減曲線、クロソイド曲線などの種類があ

るが、普通鉄道では一般にクロソイド曲線が用いられている。 
d. 新幹線では緩和曲線の始終点に、曲率の不連続がないサイン半波長てい減曲線が用い

られている。 
 

5.  普通鉄道（新幹線を除く）の最急こう配に関する記述として、誤っているものをa～dの
なかから選びなさい。 
a. 貨物列車を運転する区間においては25‰とする（等価査定こう配が25‰となる場合を

含む）。 
b. 貨物列車を運転しない区間の線路においては35‰とする。
c. 貨物列車運転の有無にかかわらず、分岐器におけるこう配は25‰とする。 
d. 列車の停止区域における最急こう配は3‰とする。ただし、車両の留置又は解結をし

ない区域にあっては、列車の発着に支障を及ぼすおそれのない場合に限り10‰とする
ことができる。 

6.  縦曲線に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 線路のこう配変化が大きいと、「上下動揺加速度が大となり乗り心地を悪くする」、「車

両の浮き上がりによる脱線を招く危険がある」といった悪影響がある。縦曲線はこれ
らの悪影響を緩和する。 

b. 普通鉄道の最小縦曲線半径の設定に際して検討すべき項目は、①建築限界と車両限界
の余裕、②上下定常加速度による車両の浮き上がり、③平面曲線との競合に関する検
討である。

c. 平面曲線の緩和曲線と縦曲線の競合は、線路保守に困難を伴うことから努めて避ける。 
d. 平面曲線と同様、縦曲線にも緩和曲線を挿入しなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  建築限界に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 建築限界は、車両限界の外側に余裕空間として、車両の動揺（車両自体の偏い、軌道

変位による偏い）量に加えて、普通鉄道の場合は旅客及び乗務員が窓から身体を出す
こと、新幹線の場合は新幹線では窓閉鎖なので車両故障時の傾きを考慮して定めてい
る。 

b. 電気を動力とする鉄道にあっては、一般の建築限界の他、集電装置に対して車両限界
に車両の動揺と電気的障害のないように絶縁離隔を考慮した建築限界を定めている。

c. 電気を動力とする鉄道において、上部限界は集電装置に対する限界であり、集電装置
と接触して用いられることになる電車線とそれを施設するために用いられる懸ちょう
装置なども、上部限界の対象となる。 

d. 曲線における建築限界は、車両限界との間の余裕空間に含まれるので拡大を考慮する
必要はないが、カントに伴い傾斜させたものとする必要がある。 

 
8.  軌道中心間隔に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 新幹線では山陽新幹線以降、単線運転時における保守作業余裕、曲線３主桁下路桁の
場合に中央の桁の設計上の課題として軌道中心間隔を100㎜拡幅すれば設計が容易に
なること、曲線部分における軌道中心間隔の拡幅範囲の減少による保守作業の軽減化
などを考慮し、必要幅を100㎜大きくし、一般区間の軌道中心間隔を4,300㎜としてい
る。 

b. 普通鉄道で線間に待避する場合は、軌道中心間隔を600㎜以上拡大する。
c. 軌道中心間隔は建築限界そのものの重なりをしないようにしなければならない。 
d. トンネル内で列車がすれ違うときの風圧は、側壁部の影響で明かり区間よりも小さい

圧力である。 

9.  ガードレール設置に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 安全レールは、脱線した車両が軌道外に逸走し、転倒又は転落による大事故を防ぐこ

とを目的として、脱線した車輪が本線レールに沿って走れるように誘導するためにレ
ールから180㎜（タイプレートを敷設した場合は220㎜）の間隔で設ける誘導用レー
ルである。 

b. 脱線防止ガードは、脱線による重大事故を防止するために、レールと並行して軌間内
に設けられるL形鋼のガード装置で、本線レールと85㎜の間隔で敷設される。

c. 脱線防止レールは、脱線による重大事故を防止するために、当該レールと並行して軌
間内に設けられる本線レールと同じ高さ未満のレールを敷設する。 

d. 橋上ガードレールは、橋りょうやその付近で車両が脱線した場合、脱線した車両が軌
道敷外に逸脱して橋りょう下に転落しないよう誘導するために設けるもので、作業性
を考慮して軌間内方の両側に取り付けることを基本とするが、降雪の多い箇所等で特
に支障のない場合は、軌間外方に設けてもよい。 

 
 



 

 

10. 分岐器に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 普通分岐器には、片開き分岐器、両開き分岐器、振分け分岐器、内方分岐器、外方分

岐器がある。 
b. 特殊分岐器としては、シーサースクロッシング、ダイヤモンドクロッシング、シング

ルスリップスイッチ、ダブルスリップスイッチ、三枝分岐器、複分岐器などがある。
c. 分岐器の番数は、分岐する度合いを標準化して表わしたもので、その分岐器に用いる

クロッシングの番数で表わす。 
d. 分岐器の番数が大きくなると、クロッシング角も大きくなるため、リード長は短くな

る。したがって、リード曲線の半径が小さくなるので、高番数の分岐器ほど分岐線の
通過速度は低くなる。 

11. 「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」(平成14年３月31日施行)に定められている
鉄道土木構造物に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. この省令の作成においては、国の関与により確保すべき安全性の水準は、すべての人

や物に及ぼし得る危険を可能な限り小さくすることを目標とされた。 
b. 鉄道事業者の技術的判断の参考とするため、省令の内容を具体化・数値化して明示さ

れた「解釈基準」は強制力を有する。 
c. 抗土圧擁壁の代表形式であるＬ型擁壁において、壁面の設計に用いる土圧は静止土圧

である。 
d. 衝撃係数は上部構造物の部材のみ考慮し，下部構造物の部材には考慮する必要はない。 

 
12. 「鉄道構造物等設計標準・同解説 鋼・合成構造物」(平成21年７月刊行)に関する記述

として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. この設計標準は、鋼構造および合成桁を設計する場合を対象としており、鋼とコンク

リートの複合構造物は対象としていない。 
b. 橋桁のたわみの照査は限界状態設計法で行うことになった。 
c. この設計標準では鋼構造の桁の適用支間を200ｍ程度までとしている。 
d. 支間25ｍまでの簡易な鋼鉄道橋であれば、この設計標準の付属資料に従って、許容応

力度設計法で設計して良い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13. 「鉄道構造物等設計標準・同解説 開削トンネル」(平成13年３月刊行)に関する記述と
して、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 立坑はこの設計標準での対象範囲外である。 
b. 地下連続壁の本体利用のうち、地下連続壁と内壁の接合面におけるせん断抵抗が期待

できる構造形式が『重ね壁形式』である。 
c. 開削トンネルの上方に土被りが４ｍある場合、地表面の路面交通荷重の影響は設計上、

これを無視して良い。 
d. 掘削土留め工の設計法は限界状態設計法で行う。 
 

14. 鉄道施設に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 安全側線の分岐器は原則として、脱線転てつ器を用いる。 
b. 旅客用通路の最小幅は1.5ｍであるが、これには手すりの幅は含まれていない。 
c. 車椅子の使用者が円滑に乗降できる段差の目安は10㎝と言われている。 
d. プラットホームの有効長は地形等に関わらず、プラットホームへ発着する列車の最長

の長さ以上を確保しなければならない。 
 

15. 鉄道の環境問題に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 鉄道の騒音は発生部位別に集電系騒音、車両上部空力音、車両下部騒音の３種類に分

類される。 
b. 鉄道の騒音には列車の走行に伴う騒音の他に、駅構内の放送音や踏切警報機音も含ま

れる。 
c. 最近の新幹線車両は先頭部分の形状が鋭角化し長くなってきたが、これは更なる高速

化を目指すためであり、先頭部分の形状は騒音対策ではない。 
d. 鉄道の振動予測は完全に確立しているとは言えない状況である。 
 

16. 鉄道地下駅の火災対策に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 地下鉄道のプラットホームから地上までの避難通路は、異なる避難通路を３つ以上確

保すればよい。 
b. 鉄道トンネルにおいて，単線断面は中間換気方式が、複線断面は縦流換気方式が効果

的であると言われている。 
c. 地下駅であっても自然換気が可能であれば、換気設備は不要である。 
d. 地下駅に換気設備を設ける場合、地下にある構造物は不燃化する必要は無い。 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

17. 避難設備に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 跨座式鉄道等の高架区間等で事故が発生した場合に備え、車両等に緩降機などの避難

設備または避難誘導路を設けた場合、線路を旅客が歩行する設備は不要である。 
b. 案内軌条式鉄道の場合、軌道敷の側面に避難誘導路は設置するが、地上への階段は設

けず、駅まで避難誘導するのが原則である。 
c. 跨座式鉄道は道路上空に架設されているため、事故発生時であっても乗客を車両から

地上へ降ろすことは認めらていない。 
d. 地下駅に接続するトンネルでは所要断面が小さいため、避難誘導設備などは設けず、

必ず駅まで走行して乗客を降ろすよう義務付けられている。 
 

 
18. 鉄道連続立体交差事業に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 既に実施された鉄道連続立体交差化事業の事業期間(事業認可から完成まで)は１件
あたり平均６年となっている。 

b. 高架への切替後は，列車の騒音レベルを速やかに測定することになるが、測定位置の
規定として、軌道中心線からの水平距離の規定はあるが、高さの規定は無い。 

c. 電波障害対策費用は鉄道事業者のみならず，都市計画事業施行者も負担する。 
d. 鉄道高架橋により生じる高架下の土地利用について、国・地方公共団体が自ら運営す

ることはない。 
 

19. 鉄道の災害防止に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 降雨が斜面内へ浸透して地下水位が形成された場合、間隙水圧の上昇によって移動土

塊の重量が増加するので斜面崩壊へ至る。 
b. 洗掘を受けた基礎に対する補強工法の一種であるイコス工法は、基礎の周囲の地盤へ

薬液を注入して地盤改良するものであり、河床を確実に強化できる。 
c. 地すべりは土塊の動きが緩慢のため，地すべり崩壊が発生する時期を予測することは，

盛土や切土で発生する一般的な崩壊に比べて困難である。 
d. ラーメン高架橋の柱のせん断破壊を防ぐための鋼板巻き補強による補強は曲げ耐力

を向上させないので，曲げ補強の効果の確認は不要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

20. 鉄道施設の検査ならびに巡視に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びな
さい。 
a. 『鉄道構造物等維持管理標準(構造物編)』で制定されている初回検査・全般検査・臨

時検査のうち、最も重要なのは臨時検査であり、臨時検査の結果は構造物の供用期間
中は保存することが必要である。 

b. 全般検査のうち、通常全般検査は２年ごとに実施しなければならない。 
c. ＳＩ値とは、地震時の運転規制の指標として近年使われ始めた指標で、加速度の作用

時間や構造物の固有周期が考慮できる。単位はガル(cm/sec2)である。 
d. 災害等が発生する恐れのある場合、「速度規制」「警戒」「運転中止」の順序で運転規

制等を行う。 
 



＜問題－Ⅳ－（２）：上水道及び工業用水道＞  
 
1. 新水道ビジョンに関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 厚生労働省は、平成25年3月にこれまでの水道ビジョンの改訂版として新水道ビジョン
を公表した。新水道ビジョンは、水道の理想像を明示するとともに、その理想像を具現
化するため、今後、当面の間に取り組むべき事項、方策を示した。 

b. 新水道ビジョンの基本理念は、水道を次の世代に継承する段階に至ったとして、「地域と
ともに、信頼を未来につなぐ日本の水道」とした。 

c. 新水道ビジョンでは、水道水の安全の確保、確実な給水の確保、供給体制の持続性の確
保という3つの観点を「安全」「強靭」「持続」として、50年後、100年後の水道の理想像
を具体的に示した。 

d. 新水道ビジョンでは、水道関係者が取り組む方策の推進を停滞させることなく水道の理
想像を具現化できるよう、方策の推進要素として「挑戦」と「連携」を位置づけた。 

 
2. 国内水道事業に関する記述（統計値は平成24年3月末現在）として、誤っているものをa～d

のなかから選びなさい。 
a. 国内の水道事業数（上水道、簡易水道）は、7,884事業で約1億2,400万人に給水を行っ

ており、専用水道からの給水も含めて水道普及率は97.6％である。 
b. 用水供給事業は、水道事業者に対し水道用水を供給する事業であり、平成22年度から増

加して95事業がある。 
c. 専用水道は、寄宿舎、社宅等の自家用水道等で100人を超える居住者に給水するもの又は

１日最大給水量が20㎥を超えるものをいい、8,000箇所を超える施設があり、40万人以
上に給水している。 

d. 上水道事業は、県営、市町村営、組合営、私営があり、用水供給事業は、県営、市町村
営、組合営がある。 

 
3.  第三者委託に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 水道法（平成13年7月改正）では、運転管理を含めた維持管理業務（水質管理を除く）
を包括的に第三者に委託することができる。 

b. 受託者は、水道事業者の責任のもとで委託された業務を行うために、受託水道業務技術
管理者を1人置かなければならない。 

c. 水道法による第三者委託では、すべての水道法の規定が水道事業者とともに受託者にも
適用される。 

d. 水道施設の管理業務については、技術上の観点から一体として行わなければならない業
務の全部を一の者に委託するものとされており、緊急時を除き管理を一体的に行うべき
範囲全体を委託業務の対象とする必要がある。 

 
 



4. 水質管理に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 水道水質が安全で良質であることは、定期的な水質検査により確認するほか、適切に管

理された水道施設から、水道水が供給できていると信頼できる体制の構築が求められる。 
b. 水質検査・試験は、水道事業者による自己検査が原則であるが、単独に検査施設を設置

できない小規模事業者は、厚生労働省令に定める「地方公共団体の機関」にのみ委託が
可能である。 

c. 水質検査結果の精度及び信頼性を確保するために、水質検査を行う水道事業体では、優
良試験所基準（GLP）に基づく精度と信頼性保証体制の導入が求められている。 

d. 水安全計画とは、供給水の安全をより一層高める統合的な水質管理のための計画で、食
品製造分野で確立されているHACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）
の考え方を水道に適用したものである。 

 
5. 地下水の特徴に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 地下水のうち地層水は、不圧地下水と被圧地下水とに区分される。不圧地下水は、地下
の最浅部にある砂、礫などの地層中に含まれている地下水であって、降水量の変動によ
って水位が上下し、水量自体も増減する。 

b. 被圧地下水は、主として砂や礫のような空隙を持つ地層の中に存在し、水温は年間を通
してほぼ一定であり、一般に水質は良好である。 

c. 伏流水は、河川水が河床又はその付近に潜流している被圧地下水の一種である。伏流水
の取水施設は、集水埋渠、浅井戸等が用いられる。 

d. 地下水の水質特性上、鉄、マンガン、硝酸態窒素のほか、トリクロロエチレン等の揮発
性有機化合物についても水質検査の対象としなければならない。 

 
6. 浄水処理技術に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 急速ろ過は、原水中の溶解性物質を薬品によって凝集させた後、粒状層に比較的早い速
度で水を通し、主としてろ材への付着と、ろ層でのふるい分けにより濁質を除去するも
のである。 

b. 緩速ろ過は、砂層表面や砂層に増殖した微生物群によって、水中の浮遊物質や溶解性物
質を捕捉、酸化分解する作用に依存した浄水方法で、アンモニア態窒素、鉄、マンガン、
臭気、合成洗剤、フェノール等の溶解性物質も、ある限度内であれば取り除くことがで
きる。 

c. 浄水処理に主に使用されている膜ろ過は、懸濁物質を主体とする不溶解性物質を除去で
きる精密ろ過法、限外ろ過法である。溶解性物質を多く含む場合には、除去物質に応じ
て前処理、後処理をフローに加えるか、採用例は少ないがナノろ過がある。 

d. 生物活性炭吸着方式は、粒状活性炭処理の前に塩素処理を行わず、粒状活性炭層内に繁
殖した微生物の作用を利用して粒状活性炭の吸着効果を長期間維持する方式である。 

 
 



7. 浄水施設に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 水質基準への適合等は浄水処理水を対象とした最低限守るべき基準であることを考慮の

上、水道事業者の自己責任において、安全・快適な水の供給を目指して、浄水水質の水
質管理項目と目標値を設定する必要がある。 

b. 空中を飛来する汚染物質の影響を受ける可能性がある場合には、浄水処理の強化や、開
放水面に覆蓋を設けるなどの対策を検討すること。 

c. 一般的に、高低差のある浄水場用地は平坦な用地と比べて不利である。 
d. 浄水施設の改良、更新時においても浄水能力を確保できるよう、計画浄水量の25％程度

の予備力を持つことが望ましいが、常時は休止させておく。 
 
8. 横流式沈でん池に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 横流式沈でん池は、一般に滞留時間が長く、負荷変動に対する緩衝機能が高く、構造、
機構も比較的単純で、スラッジ掻寄機のほかには機械的な部分が少ないので、管理は容
易である。 

b. 沈でん池に藻類が発生し、後段の処理工程に悪影響を及ぼすおそれがあるときは、必ず
沈でん池を空にして清掃を行う。 

c. 多系統原水の場合や水温や濁度の違いによっては、密度流が発生するおそれがあるので
注意が必要である。 

d. スラッジ掻寄機を運転する場合は、掻寄板の速度は12ｍ/h(高濁度時などフロックの沈
降性が大きい場合は36ｍ/h)以下とし、フロックを巻き上げたり、沈でんを妨げたりしな
いようする。 

 
9. 急速ろ過池に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 池数は、予備を含め最小限２池以上とし、予備池は10池までごとに２池の割合とする。 
b. １池のろ過面積は180㎡以下とする。 
c. 砂層の厚さは60～70㎝ を標準とする。 
d. ろ過砂の有効径は0.3～0.6㎜ の範囲、均等係数の上限は1.35以下であること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. 粉末活性炭吸着設備に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 粉末活性炭処理は、活性炭を必要量だけ購入すれば良いため経済的であり、応急的ある

いは短期間使用の場合に適している。 
b. 粉末活性炭処理は、通常凝集処理以前の原水に対して行われ、原水と粉末活性炭を混和、

接触させる専用接触池を必ず設けなければならない。 
c. 水処理上の留意点として、ろ過水中へ活性炭の漏出、塩素の消費、発生ケーキ量の増加

について考慮する必要がある。 
d. 粉末活性炭貯槽やスラリー槽・混合槽(撹拌機、ストレーナ)、注入ポンプ、配管、バル

ブ類等活性炭と接触する部分は、耐食性、耐摩耗性の材質を使用する。 
 
11. 紫外線処理によるクリプトスポリジウム対策技術に関する記述として、正しいものをa～d

のなかから選びなさい。 
a. 紫外線照射槽を通過する水量の95％以上に対して、紫外線（253.7nm付近）の照射量を

常時2mJ/cm2以上確保できること。 
b. 処理対象とする水は、濁度2度以下、色度5度以下、紫外線の透過率は70％を超えるもの

とする（紫外線吸光度が0.125abs./10mm未満）。 
c. 地表水以外の水を水道の原水とし、当該原水から指標菌が検出されたことがある施設の

場合には、ろ過池等の出口の濁度を0.1度以下に維持することが可能なろ過設備（急速ろ
過、緩速ろ過、膜ろ過等）、ないしクリプトスポリジウム等を不活化することができる紫
外線処理設備の整備が必要となる。 

d. 紫外線ランプは、処理水量が少ない場合には中圧紫外線ランプ、処理水量が多い場合に
は低圧紫外線ランプが適している。 

 
12. ポンプの制御に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 流量の制御は、ポンプ運転台数の変更による制御や、ポンプ運転台数制御に回転速度制
御、バルブ開度制御、ポンプの可動羽根制御を組み合わせて行う。 

b. 流量制御の回転速度制御は、回転速度の変化に比例して流量が変わることを利用したも
ので、制御性がよく運転コストも安いが、バルブ開度制御に比較して設備費が高い。 

c. 圧力の制御は、吐出し圧力一定、または末端圧力一定を目標として、ポンプの回転速度
やバルブ開度等を制御することにより行う。 

d. 圧力制御の末端圧力一定制御は、流量が変化しても管路末端での圧力が一定になるよう
に、ポンプの吐出し圧力を制御するもので、この方式は、管路損失が小さい場合や、需
要水量の変動が小さい場合に適する。 

 
 
 
 
 



13. 配水施設に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 配水池の配置については、配水区域の近傍又は区域内の中央にできるだけ近く、ポンプ

配水上有利な低所を選定する。 
b. 配水施設は、水の持つ位置エネルギーを最大限に活用し、自然流下による配水により電

力を節減する省エネルギーが図れる配置とすることが理想的である。 
c. 配水施設は、消防水利を考慮し、施設の配置や設計を行うことが重要である。 
d. 配水施設は、浄水を汚染することなく、かつ、変質させることの無いように水質保持に

ついて適切な配慮がなされていることが必要である。 
 

14. 配水管路の最小動水圧に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 配水管から給水管に分岐する箇所での配水管内の最小動水圧は150kPa以上確保する。 
b. 配水管から給水管に分岐する箇所での配水管内の最小動水圧は15kPa以上確保する。 
c. 配水管から給水管に分岐する箇所での配水管内の最小動水圧は740kPa以上確保する。 
d. 配水管から給水管に分岐する箇所での配水管内の最小動水圧は74kPa以上確保する。 

15. 配水管の管径算定における動水圧の計算で、条件とする配水池の水位について、正しいもの
をa～dのなかから選びなさい。 
a. 配水池は高水位とするが、配水塔及び高架タンクは低水位とする。 
b. 配水池、配水塔及び高架タンクの水位はいずれも高水位とする。 
c. 配水池は低水位とするが、配水塔及び高架タンクは高水位とする。 
d. 配水池、配水塔及び高架タンクの水位はいずれも低水位とする。 
 

16. 消火水量に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 小規模水道の消火用水量は消火栓1栓の放水量を1㎥/min、同時に開放する消火栓１栓を

標準として設定する。 
b. 配水管の受持つ給水区域内の計画給水人口が100,000人以下のものについては、配水管

の設計において、計画一日平均配水量に消火用水量を加算した水量で管径を検討する。 
c. 配水池容量の設計に当たって、配水池の受持つ計画給水人口が50,000人以下の場合は、

原則として配水池容量に消火用水量を加算する。 
d. 火災時の動水圧は、消火栓の位置で正圧であり、かつ配水管内においても一様に正圧を

確保することが必要である。 



17. 配水管の埋設位置及び深さに関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びな
さい。 
a. 配水支管は給水管分岐の都合上、なるべく道路の片側寄りに布設するのがよい。 
b. 配水管を他の地下埋設物と交差または近接して布設するときは、少なくとも0.3ｍ以上の

間隔を保つこと。 
c. 寒冷地における管の埋設深さは、凍結深度よりも浅くする。 
d. 道路が広い場合、配水支管は需要者への給水の利便性を図るとともに給水管の漏水防止

のうえから両側の歩道又は車道の両側に布設する。 

18. 空気弁に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 原則として管路の凸部その他適所に設置する。 
b. 空気弁には維持管理を考慮し、補修弁を設けるものとする。 
c. 原則として管径200mm以上については急速空気弁若しくは双口空気弁を設ける。 
d. 寒冷地においては、適切な凍結防止対策を講じる。 

19. レベル２地震動の設定方法に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びな
さい。 
a. 地域防災計画等の想定地震動を使用する。 
b. 震源断層を想定した地震動評価を行い、当該地点での地震動を使用する。 
c. 当該地点と同様な地盤条件（地盤種別）の地表面における強震記録の中で、震度6強～震

度７の記録を用いる。 
d. 新潟県中越沖地震の観測記録を基に想定された設計震度、設計応答スペクトルを用いる。 

20. 震災対策用貯水施設に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 貯水槽の設置に当っては防災担当部署と協議し、予め設置場所、管理方法、費用負担等

について十分調整しておく。 
b. 震災対策用貯水施設は、水質保全のため水道施設とは切り離して独立して設置する。 
c. 貯水槽は耐震性を有するとともに、震災時に確実に貯留され、非常用給水設備から確実

に給水できる構造が必要である。 
d. 貯水槽内の水は、送・配水管等に返送することにより、常時循環させて運用する。 



＜問題－Ⅳ－（２）：下水道＞   

1.  流域別下水道整備総合計画の用語の定義として、誤っているものをa～dのなかから選び
なさい。 
a. 「基本方針」とは、２以上の都府県にまたがる水域について流総計画を策定する場合

に作成される都府県間の費用負担に関する基本方針をいう。 
b. 「整備計画年度」とは、流総計画の計画期間をいう。 
c. 「許容汚濁負荷量」とは、対象水域のすべての水質環境基準が満たされる範囲で排出

が許容される最大の汚濁負荷量をいう。 
d. 「計画処理水質」とは、将来人口の想定年次における下水道の整備量に対応した終末

処理場での放流水の処理水質をいう。 

2. 計画雨水量に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 最大計画雨水流出量の算定は、原則として実験式を用いる。 
b. 雨水排除計画で採用する確率年は、5～10年を標準とするが、費用対効果や地域の実

状を勘案して設定することもできる。 
c. 流達時間は、流入時間と到達時間の和であり、同一面積であれば到達時間が長いほど

計画雨水量は減少する。 
d. Kerby（カーベイ）の式とは、降雨強度公式のひとつである。 

3. 雨水管理計画のソフト対策に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. ソフト対策手法には、自助、公助、共助の3区分がある。 
b. 道路雨水ますの清掃は、自助に区分される。 
c. ソフト対策を実施するにあたっては、住民が主体となることが重要である。 
d. ソフト対策手法の特徴としては、1)ソフト対策の運用支援、2)情報の広報・共有化、

3)自主防衛の円滑化、が挙げられる。 



4. 下水道計画に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 現在の流総計画では、農業集落排水など他の汚水処理施設を見込んでいない欠点があ

る。 
b. 下水道事業において、補助金交付のために新規採択時評価、事業再評価、事後評価を

実施する必要がある。 
c. 下水道整備に伴い、従来、屎尿処理業務を担ってきた一般廃棄物処理業者は業務量の

縮小を余儀なくされることとなるので、下水道事業の実施にあたっては、留意する必
要がある。 

d. 都市計画決定すべき管渠の範囲は、従来の排除面積100ha以上の管渠から1,000ha以
上の管渠へと限定化されたが、この数値についてはあくまで目安であり、最終的には
下水道管理者が判断する。 

 
5. 建設発生土に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 発生土の土質区分は、第1～4種建設発生土と泥土の5種類に分類される。 
b. 第1種建設発生土は、最大粒径に注意する必要はあるが、工作物の埋戻しに使用が可

能である。 
c. 泥土a、bは、安定処理をしても工作物の埋戻しには使用できない。 
d. 第2種建設発生土とは、砂質土、礫質土及びこれらに準ずるものをいう。 

6. 推進工法に使用する管に作用する荷重に関する記述として、正しいものをa～dのなかか
ら選びなさい。 
a. 管に作用する等分布荷重としては、1)管自重、2)活荷重、3)土圧、4)地盤反力、5)

地下水圧に分類される。 
b. 鉛直土圧の算定では、土被りにより直土圧とTerzaghiの緩み土圧を使い分ける。 
c. 推進力の算定において、送排泥パイプや油圧ユニットなどの仮設備の荷重については、

係数を乗ずることによって考慮する。 
d. 地下水圧は、鉛直・水平方向に作用するものであるため、円形管の外周に等分の地下

水圧が作用すれば、円管の軸力、曲げモーメントともに増大する。 

7. 小口径管推進工法の曲線施工時に用いる測量方法として、誤っているものをa～dのなか
から選びなさい。 
a. 走行計測方式 
b. 中継方式 
c. 方位計方式 
d. レーザトランジット方式 



8. 小口径管推進工法を採用するにあたっての土質条件・地下水位に関する記述として、正
しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 高耐荷力圧入方式は、すべての粘性土で推進が可能である。 
b. Ｎ≦1の腐植土では、補助工法として薬液注入工法、もしくは地下水位低下工法を採

用することでオーガ・泥水・泥土圧方式でも推進が可能となる。 
c. 鋼製さや管泥水方式の上限地下水圧は、150kN/㎡である。 
d. 低耐荷力泥水方式の上限地下水圧は、60kN/㎡である。 

9. 液状化の判定を行う必要がある土層は、以下のうちの３条件すべてが該当する場合に判
定を行う必要がある。その条件として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 液状化抵抗率FLが1.0以下であり、液状化指数PLが5.0以上の土層 
b. 地下水位が原地盤面から10ｍ以内にあり、かつ、原地盤面から20ｍ以内の深さに存

在する飽和土層 
c. 細粒分含水率FCが35％以下の土層、又は、FCが35％を超えても塑性指数Ipが15以下

の土層 
d. 平均粒径D50が10㎜以下で、かつ、10％粒径D10が１㎜以下である土層 

10. 「下水道の地震対策マニュアル」の用語の定義として、正しいものをa～dのなかから選
びなさい。 
a. 「レベル1地震動」とは、施設の供用期間内に1～2度発生する確率を有する直下型地

震動である。 
b. 「機能確保段階」とは、震後の混乱が収まり、仮復旧のために必要な調査を行うとと

もに、仮復旧を行う段階である。 
c. 「余命期間」とは、物理的な耐用年数及び要求される機能の両者から定められる当該

施設の今後の減価償却期間である。 
d. 「耐震性能マップ」とは、耐震診断結果を地図上に示した図である。 
 

11. 有用資源（リン）の回収に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びな
さい。 
a. 我が国は、リン鉱石を約90％輸入に依存している。 
b. 農業・食品に関わるリンの輸入量のうち、生活排水等で約10％が下水道を経由してい

る。 
c. 下水道に流入するリンのうち、肥料として有効利用されているのは約1割である。 
d. 下水からのリン資源化技術としては、HAP法やMAP法等がある。 



12. 下水道事業のストックマネジメントに関する記述として、誤っているものをa～dのなか
から選びなさい。 
a. 改築（長寿命化）はストックマネジメントの範囲外の手法である。 
b. リスクは「事故・故障の発生確率」と「事故・故障が発生したときの被害規模」の積

で表す。 
c. 土木構造物の健全度は、ひび割れ・浮き・漏水・鉄筋腐食などの項目より判定する。 
d. 健全度は数値（判定区分）で表す。 

13. 下水道ビジョン2100に関する記述として、適切でないものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 下水道ビジョン2100は、20世紀社会における下水道の関わり方の整理を踏まえ、下

水道の使命と役割についてまとめられたものである。 
b. 下水道の役割は、「良好な環境を創造する」、「安全な暮らしを支える」、「21世紀の活

力を支える」である。 
c. 基本コンセプトは、「循環のみち」の実現である。 
d. 「循環のみち」の実現に向けた基本方針は、「水のみち」、「資源のみち」、「施設再生」

の3つである。 

14. 散気水深を５ｍとした場合、各種散気装置の清水に対する酸素移動効率として、誤って
いるものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 微細気泡散気板（全面曝気）：20～32％ 
b. 粗大気泡多孔管（一列配置）：16～27％ 
c. 気泡噴射式：15～26％ 
d. 水中かくはん機：20～30％ 

15. 下水道法施行令に定められた放流水の水質の技術上の基準における、標準活性汚泥法の
処理場の基準として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 水素イオン濃度（pH） 5.8以上8.6以下 
b. 大腸菌群数 3,000個/cm3以下 
c. 浮遊物質量 40mg/L以下 
d. 生物化学的酸素要求量 20mg/L以下  



16. 国庫補助率の区分に関する記述として、適切でないものをa～dのなかから選びなさい。 
a. ポンプ場施設は低率補助である。 
b. 水処理施設は高率補助である。 
c. ポンプ場から処理施設までの導入渠は全て低率補助である。 
d. 高率補助と低率補助の施設が一施設となる場合、対象施設についてそれぞれ芯々距離

により容積を算出し、その比率により工事費を按分する。 

17. ポンプ場の設計において検討すべき非定常現象として、誤っているものをa～dのなかか
ら選びなさい。 
a. キャビテーション 
b. サージング 
c. 水撃作用 
d. バルキング 

18. 好気性生物処理法のうち、浮遊生物を利用した処理法として、誤っているものをa～dの
なかから選びなさい。 
a. オキシデーションディッチ法 
b. 接触酸化法 
c. 長時間エアレーション法 
d. 標準活性汚泥法 

19. 活性汚泥法の反応タンクに関わる管理因子として、誤っているものをa～dのなかから選
びなさい。 
a. 汚泥返送比  
b. 固形物滞留時間（SRT） 
c. 水面積負荷 
d. 汚泥容量指標（SVI） 

20. 標準活性汚泥法の反応タンクにおける標準的なMLSS濃度として、正しいものをa～dの
なかから選びなさい。 
a. 500～1,500mg/ℓ 
b. 1,500～2,000mg/ℓ 
c. 2,000～3,000mg/ℓ 
d. 3,000～4,000mg/ℓ 



＜問題ーⅣー（２）：農業土木＞ 

1.  「我が国の食と農業の再生に貢献する農業農村振興対策（平成24年4月農林水産省）」に
示されている戦略と施策の組合せとして、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 持続可能な力強い農業の実現････････農地の大区画化・汎用化による農地集積の加速 
b. 6次産業・成長産業化、流通効率化･･･都市と農村の共生・交流を促進  
c. 震災に強い農林水産インフラを構築･･農業水利施設の防災・減災対策の強化 
d. 食料の安定供給の確保･･････････････海外農産物の積極的な輸入の促進 

2.  日本の食料自給率に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 食料全体の自給率は、供給熱量ベース、生産額ベースの2とおりの方法で算出する。 
b. 供給熱量ベースの食料自給率は、近年55％前後で推移している。 
c. 生産額ベースの食料自給率は、近年70％前後で推移している。 
d. 我が国の食料自給率（供給熱量ベース）は、先進国のなかでも低い水準を維持してい

る。 

3.  「土地改良事業の費用対効果の分析」において、「農村の振興に関する効果」として取
り上げられたもののうち、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 地域用水効果 
b. 都市・農村交流促進効果 
c. 一般交通等経費節減効果 
d. 非農用地等創設効果 

4. 畑地かんがい方法において、散水かんがいに該当しないものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. 多孔管法 
b. スプリンクラ法 
c. ボーダー法 
d. 点滴法 



5.  各種事業計画あるいは施設計画において一般的に採用される計画基準雨量（洪水流量）
の組み合わせのうち、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. ダムの設計洪水量  １/200確率洪水流量 
b. 圃場整備事業排水計画  １/10確率雨量 
c. 湛水防除事業計画  １/20確率降雨 
d. かんがい排水事業排水計画  １/30確率降雨 

6.  大区画水田に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 大区画水田は、少なくとも50ａから１ha以上の耕区をいう。 
b. 大区画水田は、機械化体系による作業効率の向上によって、労働生産性が高まる。 
c. 大区画水田は、経営規模拡大の可能性の低い地域に適する。 
d. 大区画水田は、平坦な地形に適する。 

7.  地すべり防止対策工法は、抑制工と抑止工に分類されるが、下記工法のうち抑制工でな
いものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 擁壁工 
b. 押え盛土工 
c. 集水井工  
d. 堰堤工 

8.  ミティゲーション5原則を示したものである。これらの原則にないものをa～dのなかから
選びなさい。 
a. 修正 
b. 回避 
c. 最大化 
d. 代償 

9.  水路の路線選定についての記述である。語句の組み合わせとして正しいものをa～dのな
かから選びなさい。 

「路線は、用排水計画に基づいて定められている(ア) と設計水位を確保し、想定される水
路形式に適応出来るよう選定する。この場合、水路組織内の各種施設の配置、構造にも
配慮し、水路の目的及び（イ）並びに構造物の（ウ）と経済性を考慮の上、比較検討を
行い最適な路線を決定する。」 
a. （ア）許容流速、（イ）勾配、（ウ）耐久性 
b. （ア）設計流量、（イ）機能、（ウ）安全性 
c. （ア）設計流量、（イ）勾配、（ウ）安全性 
d. （ア）設計流量、（イ）機能、（ウ）耐久性 



10. 農業水利施設の長寿命化を図るためのストックマネジメントの流れを示す正しい組み合
わせをa～dのなかから選びなさい。 
a. 計画の作成→機能診断評価→対策の実施→機能診断調査→日常管理 
b. 機能診断調査→対策の実施→機能診断評価→計画の作成→日常管理 
c. 機能診断調査→機能診断評価→日常管理→計画の作成→対策の実施 
d. 日常管理→機能診断調査→機能診断評価→計画の作成→対策の実施 

11. 重力式コンクリートダムの計測項目として、誤っているものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. 漏水量 
b. 揚圧力 
c. 変形 
d. 浸潤線 

12. 頭首工の土砂吐用ゲートの形式として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. ローラゲート 
b. ラジアルゲート 
c. 起伏ゲート  
d. ゴム引布製ゲート 

13. 低揚程ポンプのポンプ形式として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 横軸斜流ポンプ 
b. 渦巻ポンプ 
c. 軸流ポンプ 
d. チューブラポンプ 

14. パイプラインの水理設計に一般的に利用されるヘーゼン・ウィリアムス公式の流速係数
Ｃの標準値として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 水道用液状エポキシ塗装鋼管（φ800㎜以上）  ：Ｃ＝100 
b. モルタルライニング鋳鉄管           ：Ｃ＝130 
c. 硬質ポリ塩化ビニル管 （φ150㎜以下）     ：Ｃ＝140 
d. 強化プラスチック複合管（φ200㎜以上）    ：Ｃ＝150 
 

 
 
 
 
 



15. パイプライン形式のうち、セミクローズタイプの特徴として、誤っているものをa～dの
なかから選びなさい。 
a. フロート弁類を連続的に用いることにより構成される形式である。 
b. 水管理損失は少ない。 
c. 下流側のバルブを開閉しない限り水の流動は生じないので、無効放流はない。 
d. 調整池までの幹線水路や水田かんがい用水路に多く用いられる。 

16. 地震動に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. レベル１：施設の供用期間内に1～2度発生する確率を持つ大きさの地震動 
b. レベル２：施設の供用期間内に発生する確率は低いが極めて激しい地震動 
c. タイプⅠ：兵庫県南部地震のように発生頻度が極めて低い地震動 
d. タイプⅡ：発生頻度が極めて低い内陸直下型地震動 

17. ボックスカルバート等移動変形の少ない構造物に適用する土圧公式として、正しいもの
をa～dのなかから選びなさい。 
a. フリューリッヒ公式 
b. 静止土圧公式 
c. ランキン土圧公式 
d. クーロン土圧公式 

18. 液状化の判定を行う必要がある土層の条件として、誤っているものをa～dのなかから選
びなさい。 
a. 地下水位が地表面から10ｍ以内にあり、かつ、地表面から20ｍ以内の深さに存在する

飽和土層 
b. 細粒分含有率ＦＣが35％以下の土層 
c. 細粒分含有率ＦＣが35％を超えても、塑性指数ＩＰが20以上の土層 
d. 50％平均粒径Ｄ50が10㎜以下で、かつ、10％粒径Ｄ10が１㎜以下である土層 

19. 設計基準「農道」基準書に示される農道の分類に関する記述として、正しいものをa～d
のなかから選びなさい。 
a. 基幹的農道は、農村地域の基幹となる農道であるから、農業施設の効率的な利用を図

ることができる配置とし、国道、都道府県道等と接続するよう考慮する。 
b. 幹線農道は、収穫、防除作業等に利用するため耕区の境界部又は耕区内に設けられる

農道である。 
c. 耕作道は、ほ区、耕区に連絡する農道でほ場内作業のための往来、肥料、農薬等の営

農資材の搬入、収穫物のほ場からの搬出に用いられる農道である。 
d. 支線農道は、集落とほ場区域、ほ場区域相互間、ほ場区域と生産・加工・流通施設等

をそれぞれ結ぶ主要な農道である。 



20. 農業用開水路の補修・補強工法に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから
選びなさい。 
a. 表面含浸工法：材料をコンクリート表面から含浸させ、表層部の組織を改質する工法 
b. 断面修復工法：既設コンクリート部材の一部を現場打ちにより新たな部材と取替え、

耐荷性の回復・向上を図る工法 
c. ひび割れ補修工法：ひび割れ内部に補修材料を圧力注入あるいはＶ字カット後充填材

を充填する工法 
d. 接着工法：FRPや鋼板などを接着し、構造物の耐荷力の向上を図る工法 

 



＜問題－Ⅳ－（２）：森林土木＞   

1.  森林に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 育成林は、人為によって保育などの管理がされた森林である。 
b. 育成複層林は、人為によって保育などの管理がされた森林のうち、樹齢や樹高が同一

な樹木によって構成された森林である。 
c. 人工造林は、苗木の植栽、種子のまき付け、さし木等の人為的な方法により森林を造

成することである。 
d. 里山林は、住居地近くに広がり、薪炭材の伐採、落葉の採取等を通じて地域住民に利

用されている、あるいは利用されていた森林である。 

2.  林道設計に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 林道の直線部分と曲線部分には、拡幅のギャップが生じるので、運転を容易にするた

めに拡幅や勾配のすりつけを行う部分として緩和区間が設けられる。 
b. 林道の多くの曲線部は小半径が多く、車輪が脱輪することなく安全に走行できるよう

に曲線部に拡幅が必要となる。 
c. 林道は、一般道路以上に横断勾配に関する配慮が必要であり、幅員や曲線は作設後に

改良することが比較的容易であるが、横断勾配の変更は路線の新設に相当するため、
当初から十分に検討しておく必要がある。 

d. 縦断勾配が変化する箇所には、自動車の走行時の衝撃を緩和したり、視距を確保する
目的で縦断曲線を設置する。 

3.  林道規程での林道の種類及び区分に関する記述として、誤っているものをa～dのなかか
ら選びなさい。 
a. 自動車道１級とは、国道のみと連絡する幹線をいう。 
b. 自動車道2級とは、自動車道1級および自動車道3級以外のものをいう。 
c. 自動車道3級とは、小利用区域に係る支線および分線をいう。 
d. 軽車道とは、全幅員が1.8ｍ以上3.0ｍ未満のもので軽自動車の通行できる林道をいう。 

4.  林道に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 林道の適切な幾何構造を決定する重要因子として、設計の基礎となるのは、設計車両

と設計速度である。 
b. 車両設計について林道規程では、自動車道1級、2級では大型自動車が、3級では小型

自動車が、安全かつ円滑に通行することができるようにしている。 
c. 設計速度について林道規程では、20～40㎞/時であり、比較的低速であることは林道

の特質上やむを得ない。 
d. 林道では、地形や経済的制約からある程度の急カーブや急勾配部の設置は免れない。 

 



5.  林道の縦断測量に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 縦断測量は、平面測量が終了し、測点位置を決定した後に実施する。 
b. 縦断測量には、水準儀(レベル)と箱尺(スタッフ)が使われることが多い。 
c. 縦断測量では、多くの測点を見通せるように水準儀(レベル)を据え付ける。 
d. 縦断測量は、路肩に沿って地形の凹凸を求めるため行われる。 
 

6.  高性能林業機械に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 高性能林業機械とは、多機能を有する作業性能の高い伐出用機械および育林用機械を

さす。 
b. 高性能林業機械を活用して高い生産性を実現するためには、工程数が多く、多人数で

運用可能となるよう高性能林業機械を適切に組み合わせて配置することが重要である。 
c. わが国の森林や地形等の条件に適応した高性能林業機械を開発・改良するとともに、

これらを組み入れた効率的な作業システムを構築することが喫緊の課題である。 
d. 林業機械の導入にあたっては、機械の稼働率を高めることが不可欠であることから、

長期間にわたって十分な事業量を確保する必要がある。 

7.  間伐に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 間伐は、森林の保育や保護を目的としない間引きの伐採である。 
b. 間伐は、林分が閉鎖してから主伐までの間に行われる。 
c. 間伐は、間伐木の選定と間伐量を決める必要がある。 
d. 間伐は、繰り返し行われる。 

8.  保安林に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 公益的機能の発揮が特に要請される森林については、森林法に基づき、農林水産大臣

または都道府県知事が保安林にしている。 
b. 森林法では、保安林以外の民有林については森林の土地の適正な利用を確保すること

を目的とする林地開発許可制度が設けられている。 
c. 保安林には、水源かん養保安林、土砂崩壊防備保安林、風致保安林など、10種類の保

安林がある。 
d. 保安林の適切な管理・保全は、森林吸収源対策を推進する観点から重要になっている。 
 



9.  森林施業に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 林齢とは、森林の年齢のことで、人工林では苗木を植栽した年度を１年生としている。 
b. 保育とは、植栽終了後、育成の対象となる樹木の生育を促すための下刈、除伐等の作

業の総称である。 
c. 立木(りゅうぼく)とは、土地に生育する個々の樹木をいう。 
d. 伐期とは、間伐が予定される時期をいう。 

10. ビオトープに関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. ビオトープとは、生物圏の最小単位で適正な境界と生物相によって特徴づけられる生

育地をいう。 
b. ビオトープは、一般的に人工的に造成または復元された擬似的な自然環境もしくは生

態系をさす。 
c. ビオトープは、箱庭的な自然が満足できることのみを目的として造成している。 
d. ビオトープは、良好な自然環境が失われた都市部などでの教育的配慮から造成される

ことが多い。 

11. 森林と水循環に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 森林の大規模な消失は、地表の熱環境を局所的に変化させるだけでなく、大量の蒸散

量の増加を通して広域の水循環を変化させる恐れがある。 
b. 森林は物質生産を行い、物質循環に深くかかわっている。この物質循環の過程で森林

土壌が形成される。  
c. 森林土壌とその有無は、地表周辺の雨水流出経路を決定し、河川の洪水や渇水に大き

く影響する。  
d. 森林と森林土壌およびその有無は、河川の土砂含有量と水質形成に大きな影響を与え

る。  

12. 森林と侵食防止に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 侵食現象は地表面の土粒子がある外力によって個別に移動する現象であり、斜面全体

を何らかの材料で被覆すればほぼ完全に防止できる。 
b. 雨は樹冠層で遮断され、一部は貯留される。しかし、樹冠層での貯留量は少なく、残

りは林内雨として樹冠層から再び落ちる。  
c. 樹冠で再生された雨滴の粒径は比較的小さく、林床が裸地状態であっても侵食は発生

しない。  
d. 森林の斜面を直接被覆しているのは森林によって形成される落葉落枝層である。この

層が直接侵食を防止している。  
 
 
 



13. 斜面崩壊に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 深層崩壊は、山崩れ・がけ崩れなどの斜面崩壊のうち、すべり面が表層崩壊よりも深

部で発生し、表土層だけでなく深層の地盤までもが崩壊土塊となる比較的規模の大き
な崩壊現象である。 

b. 深層崩壊は、花崗岩地帯で多くみられる。豪雨時だけでなく、豪雨後の地下水挙動や
比較的規模の大きな地震動によって発生することがある。  

c. 表層崩壊は、山崩れ・崖崩れなどの斜面崩壊のうち、厚さ0.5mから2.0m程度の表層
土と基盤層の境界に沿って滑落する比較的規模の小さな崩壊現象である。  

d. 表層崩壊は、急斜面で発生することが多い。また、荒廃地や皆伐跡地で発生しやすい。  
 

14. 侵食量調査に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 表面侵食は、降雨等により斜面全体が変形して下降する現象で、侵食が進むと斜面に

リルやガリーが発達する。 
b. 表面侵食量調査は、斜面にピンを複数設置して、ピンを基準として地表面の高さを計

測し、侵食・堆積の状況を把握する。  
c. 表面侵食量調査は、斜面下端に流下土砂を受ける箱を設置して、土砂量を計測して、

流出土砂量を把握する。  
d. 表面侵食量調査は、渓流に設けられたダムの堆砂量を測定して、流域の侵食量を推定

する。  

15. 崩壊地分布調査に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 崩壊地の荒廃状況を把握するために、崩壊地の分布、崩壊の規模を調査する。 
b. 崩壊地の荒廃状況を把握するために、単位面積当たりの崩壊地面積の比率、および崩

壊地箇所数を求めるものとする。 
c. 崩壊地の分布は、地質、傾斜、微地形、林相などの要因や災害履歴などと深く関わっ

ており、要因調査や崩壊発生の推定の基礎資料とする。  
d. 崩壊の規模は、崩壊地の種類、発生時刻を調査する。  
 



16. 山腹工の設計に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 崩壊地等の復旧のための山腹工は、崩壊地、はげ山等により、すでに裸地が存在して

いる箇所を対象に、今後の拡大崩壊および表面侵食等を防止するために、斜面の安定
と早急な植生導入を行い、最終的には安定した森林に移行させるものである。 

b. 崩壊等の予防のための山腹工は、崩壊または裸地化していないが、放置しておくと崩
壊や裸地化するおそれのある箇所を対象に、予防対策を実施するものである。 

c. 豪雨や地震によって発生した崩壊地のうち、脚部の侵食やガリー侵食が見られる区域
においては、斜面侵食防止のための緑化工に重点をおいたものにする。  

d. 火山噴出物が厚く堆積している地帯等のように地質が脆弱な地域においては、一度崩
壊すると拡大して自然復旧が困難となるので、拡大崩壊を防ぐのに有効な工法を計画
する。  

17. 渓間工の設計に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 渓間工は、荒廃渓流の復旧、荒廃のおそれのある渓流等の災害予防を目的とする。 
b. 渓間工の設計にあたっては、渓流および森林の荒廃状況、地形・地質条件を踏まえて、

保全対象との関連を十分検討し、最も安価な工種、工法を選定しなければならない。  
c. 渓間工の設計にあたっては、自然環境の保全に配慮しなければならない。  
d. 渓間工の設計は、治山施設等の整備方針を踏まえ、必要な調査を実施の上、要求され

る性能を満たすよう工種・工法等を定めなければならない。  

18. 治山ダムの設計に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 治山ダムの基礎地盤の許容支持力は、治山ダムの堤底に生ずる最大反力より小さくな

ければならない。 
b. 治山ダムの基礎地盤は、その摩擦抵抗力が外力による治山ダムの滑動に対して十分な

ものかどうか検討しなければならない。  
c. 治山ダムの下流のり先の地盤は、流水の洗掘により破壊されるおそれがあるので、基

礎地盤の洗掘について検討しなければならない。  
d. 治山ダムは、基礎地盤の浸透水による破壊（クイックサンドおよびパイピング）に対

する安全性についても検討する必要がある。  



19. のり枠工に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. のり枠工は、斜面が比較的緩い箇所、土質条件が比較的悪くない箇所に対して、格子

状の構造物を設置するもので、斜面の風化、侵食および崩壊の防止を図ることを目的
としている。 

b. のり枠工は、格子枠状の構造物により、植生の生育基盤となる客土等を保持して、緑
化を容易とする。  

c. 斜面の崩壊防止を目的とするのり枠工は、抑止力を持つアンカー工と組み合わせると
ともに、枠はアンカー力に対して安定した断面とする。 

d. のり枠工は、必要に応じて枠内に水抜き等を設けるとともに、湧水箇所や地表流が流
下しやすい箇所には、あらかじめ暗きょ工、水路工等を設置する。  

 
20. 実播工に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 実播工は、草本類、木本類の種子を斜面に直接播種して緑化を図る工法である。 
b. 実播工は、一般的に早期の緑化による表面侵食防止効果等を期待して主として木本類

の導入に用いられる。  
c. 実播工は、緑化材料の運搬・設置の手間が省ける等、施工が容易で大面積を短時間に

施工できる。 
d. 実播工として導入した木本類は、一般的に成長した時に苗木植栽に比べて根張りが広

く土壌の緊縛効果が高いとされる。  
 



＜問題－Ⅳ－（２）：造園＞   

1.  代表的な日本庭園とその作庭に関わった人物の組合せとして、誤っているものをa～dの
なかから選びなさい。 
    【庭園名】           【人 物】 
a. 修学院離宮庭園（京都府京都市）  － 後水尾上皇 
b. 西芳寺庭園（京都府京都市）    － 夢窓国師 
c. 金地院庭園（京都府京都市）    － 小堀遠州 
d. 無鄰庵庭園（京都府京都市）    － 重森三玲 

2.  造園で用いる次の草花で、宿根草として区分されるものをa～dのなかから選びなさい。 
a. ナデシコ 
b. マリーゴールド 
c. ホウセンカ 
d. コスモス 

3.  希少生物の保護など生物に関連した条約として、誤っているものをa～dのなかから選び
なさい。 
a. 生物多様性条約 
b. ワシントン条約 
c. ラムサール条約 
d. バーゼル条約 

4.  視線が奥行の方向に誘導されるように建物や並木を列状に配置し、一定方向の軸線を強
調する景観整備の手法として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. シークエンス景観 
b. コンポジション 
c. ビスタ 
d. プロポーション 

5.  耐陰性に優れた高木、中木、低木、地被植物の組合せとして、誤っているものをa～dの
なかから選びなさい。 
a. ソヨゴ、アオキ、アイビー 
b. ヒイラギ、イヌツゲ、スズラン 
c. コナラ、ボケ、シバ 
d. カクレミノ、マンリョウ、ユキノシタ 



6.  都市における４つの緑の役割のうちで「自然との共生」が含まれる役割として、正しい
ものをa～dのなかから選びなさい。 
a. レクリエーション機能 
b. 防災機能 
c. 景観形成機能 
d. 環境保全機能 
 

7.  都市公園における占用に関する制限の記述として、誤っているものをa～dのなかから選
びなさい。 
a. 下水道管の本線を埋設する場合、その頂部と地面との距離は1.5ｍ以下としない。 
b. 電線は、やむを得ない場合を除き、地上に設ける。 
c. 地下に設ける防火用貯水槽の頂部と地面との距離は1.0ｍ以下としない。 
d. 警察署の派出所の建築面積は30m2以内であること。 

8.  耐乾性に優れた樹木として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. エノキ 
b. アカマツ 
c. イチョウ 
d. エンジュ 

9.  アブラムシやカイガラムシなどの排泄物や分泌物を栄養として繁殖する菌によって、葉
や茎枝の表面が黒色粉で覆われる病気として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. タンソ病 
b. モンパ病 
c. スス病 
d. テングス病 

10. 日本近代の造園界に重要な役割を担った『本多静六』の業績として、誤っているものをa
～dのなかから選びなさい。 
a. 日本の洋式公園の先駆となった「日比谷公園」の設計 
b. 造形的手法を用いた「モエレ沼公園」の構想 
c. 「明治神宮」など近代神宮境内の林苑計画 
d. 我が国最初の鉄道林「野辺地防雪原林」の設計 



11. 都市計画に関わる以下の人物と提唱した内容の組み合わせとして、誤っているものをa～
dのなかから選びなさい。 
a．クラレンス・ペリー―近隣住区論 
b．フレデリック・ロー・オームステッド―ドイツの国土美化 
c．オスマン―パリの都市改造 
d．エベネザー・ハワード―田園都市論 

12. 緑の基本計画を策定する場合の緑地の区分で、地域制緑地に該当する緑地をa～dのなか
から選びなさい。 
a. 自然公園 
b. 風致公園 
c. 都市緑地 
d. 広域公園 

13. ユネスコの世界自然遺産に登録されている日本の自然遺産で、国立公園の指定を受けて
いない地域をa～dのなかから選びなさい。 
a. 屋久島 
b. 知床 
c. 白神山地 
d. 小笠原諸島 

14. 公園整備におけるPFI事業において、公園施設建設後、速やかに施設を当該公共団体に引
き渡し、引き続き一定期間運営を行う方式をa～dのなかから選びなさい。 
a. SPC 
b. BTO 
c. BOT 
d. BOO 

15. ぶらんこの消耗部品である金具・チェーンの推奨交換サイクルとして、正しいものをa～
dのなかから選びなさい。 
a．２～３ 年 
b．３～５ 年 
c．５～７ 年 
d．７～10 年 



16. 吹抜け(アトリウム)空間での生育が難しいとされる植物をa～dのなかから選びなさい。 
a. シバザクラ 
b. ヘデラ・ヘリックス 
c. チャボリュウノヒゲ 
d. サザンカ 

17. バリアフリーに配慮した園路設計を行う際の配慮事項として、誤っているものを次のa～
dのなかから選びなさい。 
a. 縦断勾配は５％以下とする。 
b. 連続する園路の途中には、段差は設けない。 
c. 出入口の有効幅員は、車いす使用者と横向きの人がすれ違えるよう120cm以上とする。 
d. 横断勾配は１％以下とし、排水状況などの特別な理由がある場合のみ５％以下とする。 

18. ベンチ・野外卓の設計においてユニバーサルデザインの観点から留意すべき事項として、
誤っているものをa～dのなかから選びなさい。  
a. 園路沿いにベンチを設置する場合は通行の障害とならないよう園路際から60cm以上

後退して設置する。 
b. ベンチに隣接して、車イス使用者等が近づける150cm×150cm以上の水平面を確保す

る。 
c. ベンチ腰かけ板の高さは40～45cmを標準とする。 
d. 野外卓下は、膝のスペースとして高さ55cm以上、幅75cm以上、奥行き45cm以上を

確保した車イス使用者の利用できるものとする。 

19. 給水管の埋設に関する事項で、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 車道における埋設深さ1.2m以上 
b. 歩道における埋設深さ0.9m以上 
c. 歩くだけの園路における埋設深さ0.3m以上 
d. 給水管の上方には表示テープを埋設する 

20. 盛土法面に適した緑化工法を、a～dのなかから選びなさい。 
a. 植生マット工 
b. 植生ポット工 
c. つる性植物による緑化 
d. 植生袋工 



＜問題－Ⅳ－（２）：都市計画及び地方計画＞ 

1.  外国の都市計画制度として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. イギリス－都市農村計画法（Town and Country Planning Act） 
b. フランス－ストラクチャープラン（Structure Plan） 
c. ドイツ－地区詳細計画（B-Plan） 
d. アメリカ－地域規制（Zoning Regulations） 

2.  新住宅市街地開発法の適用を受け、国内初のニュータウンとして整備されたものをa～d
のなかから選びなさい。 
a. 千里ニュータウン 
b. 泉北ニュータウン 
c. 高蔵寺ニュータウン 
d. 多摩ニュータウン 
 

3.  戦災復興都市計画事業で100ｍの幅員の道路を整備した都市をa～dのなかから選びなさ
い。 
a. 名古屋市 
b. 長崎市 
c. 神戸市 
d. 大阪市 

4.  平成23年に制定された津波防災地域づくりに関する法律についての記述として、誤って
いるものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 国土交通大臣は、津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針（基本指針）を定

めなければならない。 
b. 都道府県知事は、基本指針に基づき、津波浸水想定（津波により浸水する恐れがある

土地の区域及び浸水した場合に想定される水深）を設定するものとする。 
c. 都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波防災地域づ

くりを総合的に推進するための計画（推進計画）を作成することができる。 
d. 推進計画区域内においては、津波からの避難に資する建築物の容積利率規制の緩和の

特例措置がある。 



5.  都市計画法第11条の「都市施設」として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 郵便局 
b. 病院 
c. 市場 
d. 図書館 

6.  都市計画運用指針における市街化区域の設定について、以下に示す記述のい  に入る
数字の組み合わせのうち、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
以下第6版都市計画運用指針より 

「住宅用地の人口密度については、土地の高度利用を図るべき区域にあっては、１ha当た
り ア 人以上、その他の区域にあっては、１haあたり イ  人以上を目標とし、土地
利用密度の低い地域であっても、１ha当たり ウ  人以上とすることを基本とすること
が望ましい。」 
a. ア－100、イ－60、ウ－40 
b. ア－ 80、イ－60、ウ－40 
c. ア－100、イ－80、ウ－60 
d. ア－ 80、イ－70、ウ－60 

7.  高度利用地区に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新と

を図る地区 
b. 市街地における火災の危険を防除するため定める地区 
c. 市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区 
d. 都市の風致を維持するため定める地区 
 

8.  都市計画法第７条の「区域区分」に関する記述として、誤っているものをa～dのなかか
ら選びなさい。 
a. 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ

計画的に市街化を図るべき区域とする。 
b. 都市計画区域には、区域区分を定めなくてはならない。 
c. 市街化区域には、少なくとも用途地域を定めるものとする。 
d. 市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。 



9.  都市計画運用指針における「地域に身近な道路の計画」に関する記述として、誤ってい
るものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 新市街地においては、根幹的な道路と地域に身近な道路を分離して決定し整備するこ

とが望ましい。 
b. 既成市街地においては、根幹的な道路を定めた後、市街地の状況等を踏まえ事業の展

開に合わせて順次定めていくことも考えられる。 
c. 市街地開発事業を行う場合には、市街地開発事業の都市計画と同時に根幹的な道路か

ら地域に身近な道路まで必要なものを一体的に定めることが望ましい。 
d. 地区計画等における地区施設等の道路の計画に当たっては、都市施設として計画され

る道路と一体となって機能するよう定めることが必要である。 

10. 道路交通センサスに関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 一般交通量調査では、交通量だけでなく道路状況の調査も実施する。 
b. OD調査では、車を所有する人や使用する人に対するオーナーインタビューOD調査と

高速道路を利用した人に対する高速OD調査を実施する。 
c. 道路交通センサスは10年に１度実施されている。 
d. 道路交通センサスの結果は、渋滞、温室効果ガス、交通事故などの問題への対策や、

将来のまちづくり・みちづくりに役立てていく。 

11. 下表の都市施設について、都市計画に定める事項として、正しい組み合わせをa～dのな
かから選びなさい。 

都市施設 都市計画に定める事項 
Ⅰ 道路 
Ⅱ 駐車場 
Ⅲ 自動車ターミナル 
Ⅳ 都市高速鉄道 

ⅰ 構造 
ⅱ 種別及び面積 
ⅲ 面積及び構造 
ⅳ 種別及び車線の数（車線のない道路である場合を除

く。）その他の構造 

a. Ⅰとⅱ、Ⅱとⅰ、Ⅲとⅲ、Ⅳとⅳ 
b. Ⅰとⅳ、Ⅱとⅱ、Ⅲとⅲ、Ⅳとⅰ 
c. Ⅰとⅳ、Ⅱとⅲ、Ⅲとⅰ、Ⅳとⅱ 
d. Ⅰとⅳ、Ⅱとⅲ、Ⅲとⅱ、Ⅳとⅰ 



12. 立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設として、誤っているものをa～d
のなかから選びなさい。 
a. 道路 
b. 市場 
c. 河川 
d. ごみ焼却場 

13. 都市再開発法上、第一種市街地再開発事業の施行者になりうる者として、誤っているも
のをa～dのなかから選びなさい。 
a. 市街地再開発組合 
b. 土地開発公社 
c. 独立行政法人都市再生機構 
d. 地方住宅供給公社 

14. 柔らかい土地区画整理事業に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選び
なさい。 
a. 公共施設の集約化と街区再編を行う事業等で、公共減歩のない事業を実施する。 
b. 敷地が細分化・遊休地化している地区の敷地統合・集約化を図る事業などでは、保留

地減歩をしないで、事業費を地権者の負担金として確保する。 
c. 事業施行上、密接不可分な関係にあれば、飛び施行区域を設定する。 
d. 照応の原則を厳守した換地計画を検討する。 

15. 大規模小売店舗立地法に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. 大規模小売店舗の新設に関する届出をしたものは、2週間以内に内容を周知させるた

めの説明会を開催しなければならない。 
b. 大規模小売店舗とは一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が1,000㎡を超

えるものである。 
c. 経済産業大臣は、周辺の地域の生活環境の保持を通じた小売業の健全な発達を図る観

点から、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針を定め、これを
公表するものとする。 

d. 大規模小売店舗の新設に関して虚偽の届出を行った者は、100万円以下の罰金に処す
る。 



16. 中心市街地の活性化に関する法律第９条の基本計画に定める事項として、誤っているも
のをa～dのなかから選びなさい。 
a. 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施

設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 
b. 都市福利施設を整備する事業に関する事項 
c. 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事

業及び措置に関する事項 
d. 中心市街地の活性化推進のための住民参加に関する事項 

17. 都市公園法による都市公園に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. 公園管理者以外の者は公園施設を整備することができない。 
b. 借地公園の土地貸借契約が終了した場合、都市公園を廃止することができる。 
c. 都市公園に公園施設として設けられる建築物の面積は1,000㎡を上限とする。 
d. 立体都市公園とは起伏のある地形に整備された公園のことである。 

18. 都市の緑の保全や緑化に関する制度のうち、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 人工地盤や建築物は市民緑地の対象とならない。 
b. 緑化地域の指定を受けた地域では、建築物の新築や増築を行うことはできない。 
c. 特別緑地保全地区の土地所有者は土地の買い入れを申し出ることができる。 
d. 開発事業者が分譲前に緑地協定を定めることはできない。 

19. 街区公園に関する記述として、正しいものを次のa～dのなかから選びなさい。 
a. 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 
b. 主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエ－ション需要を充足することを

目的とする公園 
c. 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的と

する公園 
d. 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 

20. 次のうち都市公園である公園をa～dのなかから選びなさい。 
a. 国営公園 
b. 国民公園 
c. 国定公園 
d. 国立公園 



＜問題－Ⅳ－（２）：地質＞ 

1.  CBR試験に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. CBRが５％より小さい軟弱土の場合は、コーン指数試験方法など他の試験方法

による評価を行う。 
b. たわみ性舗装の舗装厚を決定するほか、路盤材料、路床および盛土材の材料規

定や締固め度の管理あるいはトラフィカビリティーの判定などに用いられる。 
c. 礫が分離しやすい材料や、礫を多量に含む試料の場合には、原位置での平板載

荷試験など他の試験方法による評価を行う必要がある。 
d. 貫入量の原点修正は、修正量が５㎜を超える場合は、改めて供試体を作成し再

試験を行うことが望ましい。 

2.  日本の高規格幹線道路の整備計画に関する下記の記述の ア   イ に入る語
句の組み合わせとして、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 

『現行の高速道路網計画は、昭和62年に策定の第４次全国総合開発計画により、昭
和41年に定められた高速道路網計画に高速国道、一般国道自動車専用道路の整備
を追加した延べ延長  ア  となっており、平成24年度末の供用延長の整備率
は、対計画比  イ  となっている。』 
a. ア： 約14,000km、イ： 75％ 
b. ア： 約14,000km、イ： 65％ 
c. ア： 約11,500km、イ： 65％ 
d. ア： 約11,500km、イ： 75％ 

3.  盛土材料として、路体材料としてはほぼ問題がないが、路床材料・裏込め材料とし
ては注意して用いるか、何らかの処理が必要なものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 礫｛G｝ 
b. 礫質土｛GF｝ 
c. 砂質土｛SF｝ 
d. シルト｛M｝ 



4.  ダム形式を選定する際の条件のうち、ダムサイトの地形・地質・岩盤条件に関する
記述として、最も不適切なものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 重力式コンクリートダムは、基礎岩盤に伝わる力の大きさがダム高に応じて大

きくなるので、河床部では全面にかなりのせん断強度を必要とする。 
b. フィルダムは、断面形状がコンクリートダムに比べて大きく底幅が広いので、

耐荷性に劣る岩盤においても、設計上の考慮を払えばかなりの規模まで建設が
可能である。 

c. アーチダムは、地形的に谷幅の狭い急峻なＶ字状河谷で下流広がりでない地形
をなし、両岸山腹の岩盤が良好であることが要求される。 

d. 重力式コンクリートダムで最も力学的安定性に問題が生じる断層は、上流側に
緩く傾斜する水平に近い断層で、特に、ダム軸付近の掘削面に抜けている場合
は入念な検討が必要である。 

5.  フィルダムのダム基礎地盤の性状などに関する記述として、最も不適切なものをa
～dのなかから選びなさい。 
a. 遮水ゾーンの基礎は、掘削面に極端な凹凸や、局部的な急勾配がある場合、良

好な岩盤であってもある程度の整形が必要である。 
b.  狭い谷幅ほど堤体積を減じることができ有利であるが、著しく急峻な谷地形は、

不等沈下に伴い遮水ゾーンに発生するクラックによりパイピングが生じる場合
がある。 

c. フィルダムは、堤体とは別にコンクリート構造の洪水吐が必要で、洪水吐を設
置できる地形的条件がダム軸決定上の重要な要素となる。 

d. 遮水ゾーン下部に通廊を設ける場合の基礎は、遮水処理が可能な程度まで掘削
除去する必要がある。 

6.  トンネル掘削において、湧水による問題が最も発生しにくい地山条件を、a～dのな
かから選びなさい。 
a. 膨張性地山 
b. 含水未固結地山 
c. 坑口付近や谷部で地すべりや崩壊の可能性がある地山 
d. 高い地熱、温泉、有毒ガス等がある地山 



7.  道路橋示方書(H24)では、液状化判定を行うべき土層の条件を、地下水位や土層の
深度、細粒分含有率Fc、塑性指数Ip、50％粒径Ｄ50などで規定している。細粒分含
有率Fcについては「細粒分含有率Fcが  以下の土層、又はFcが  を超えても
塑性指数Ipが15以下の土層」と規定している。 

    内に入る語句をa～dのなかから選びなさい。 
a. 30％ 
b. 35％ 
c. 40％ 
d. 45％ 

8.  軟岩の特性等に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 軟岩では原位置で計測した岩盤の変形係数と岩片の変形係数を比較すると、硬

岩のように岩片に比べて岩盤の変形係数が低下する傾向は少ない。 
b. 堆積軟岩は、いわゆるグリーンタフ地域に広く分布し、風化軟岩は花崗岩等に

おける深層風化が代表的であり、主に西日本地域に広く分布する。 
c. 軟岩は締まった土と軟らかい岩の特徴を併せ持っており、脱水に伴って短期的

に大きな体積変化が生じる。 
d. 火山軟岩は岩石自体の透水性は必ずしも大きくないが、冷却割れ目を伴う挟み

層などが高透水性を示すため注意が必要である。 

9.  オイルシェールに関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. オイルシェールはケロジェン（加熱などにより石油または天然ガスに変化し得

る固体高分子有機物質）が比較的高濃度で蓄えられた堆積岩（泥岩）である。 
b. オイルシェールからシェールオイルを生産する方法は、地下乾留法と地上乾留

法に大別され、アメリカにおける研究開発の主流は地上乾留法である。 
c. 米エネルギー省（2011年）によると、オイルシェールの埋蔵量は、ロシアが最

も多く、アメリカ、中国の順となっている。 
d. オイルシェールは、通常10ガロン（約40ℓ）/ｔ以上の油を生じるものを採取

対象とすることが多い。 

10. 挿入式孔内傾斜計計測マニュアルに示されている不良データを生じさせる要因の
うち、データの改善が不可能とされるものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 使用するプローブを変更した際にキャリブレーションしていない場合 
b. 地盤とガイド管の密着具合が良くない場合 
c. プローブに過度の衝撃が作用した場合 
d. 温度変化の影響を受けている場合 



11. 緊急地震速報に関して、震源から５kmの地震計が初動を感知し緊急地震速報を発
令したとすると、震源から60kmの地点では警報発令から実際の横揺れが始まるま
でにどの程度の時間的余裕があるか、正しい時間数を次のa～dのなかから選びなさ
い。 
ただし、震源と感知した地震計および対象地がほぼ一直線上に位置するものとし、
岩盤中の平均伝播速度をＰ波７㎞/s、Ｓ波４㎞/sとする。また、Ｐ波の感知から発
令までの時間ロスは見込まないものとする。 
a. 10.3秒 
b. 12.3秒 
c. 14.3秒 
d. 16.3秒 

12. 断層活動に伴い種々の特徴的な地形が生成するが、以下の記述内容に相当する地形
をa～dのなかから選びなさい。 

「過去に河川が流れていたことを示す稜線上のくぼみで、旧河川の堆積物が見られる。
河川争奪や断層運動などにより上流部を切断され生じる。」 
a. 風隙 
b. 截頭谷 
c. 地溝 
d. 断層鞍部 

13. 環境省の調査結果によると、土壌汚染対策法による要処置区域等では種々の対策工
が実施されているが、平成23年に最も多く実施された対策をa～dのなかから選び
なさい。 
a. 舗装(コンクリート・アスファルト等) 
b. 立入禁止 
c. 地下水の水質測定 
d. 掘削除去 



14. 平成24年８月の「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改
訂第２版）」では、自然由来で汚染された土壌による盛土部分の位置により、自然
由来汚染盛土とみなす範囲は異なるが、盛土部分の土壌を掘削した地層と同質な状
態でつながっている地層が深さ10ｍ以浅に分布していない（分布していない又は深
さ10ｍ以深に分布している）土地の場所（公有水面埋立法による公有水面の埋立又
は干拓の事業により造成した土地は除く）に関する記述として、正しいものをa～d
のなかから選びなさい。 
a. 改正土壌汚染対策法施行前(平成22年３月31日以前)に盛土工事が完了したも

ので、第一溶出量基準に適合するものは自然由来汚染盛土とみなす。 
b. 改正土壌汚染対策法施行後(平成22年４月１日以降)に盛土工事が完了したもの

で、第一溶出量基準に適合するものは自然由来汚染盛土とみなす。 
c. 改正土壌汚染対策法施行前(平成22年３月31日以前)に盛土工事が完了したもの

で、第二溶出量基準に適合するものは自然由来汚染盛土とみなす。 
d. 改正土壌汚染対策法施行後(平成22年４月１日以降)に盛土工事が完了したもの

で、第二溶出量基準に適合するものは自然由来汚染盛土とみなす。

15. 地温に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 地温勾配（地下増温率）が深度にかかわらず一定の地域がある。 
b. 高い地殻熱流量を有する地熱地帯は、プレートの端部に位置している。 
c. およそ1万ｍまでの平均的な地温勾配（地下増温率）は0.05℃/ｍである。 
d. 地殻熱流量は、一般に大陸の方が海洋より大きい。 

16. 速度検層についての記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 速度検層を実施するためには、複数のボーリング孔が必要である。 
b. 測定法には、孔外で発振し孔内で受振するサスペンション法及び孔内で受発振

を行うダウンホール法がある。 
c. 速度検層の解析結果は、地盤の物性調査や、構造物の耐震性評価などに利用さ

れる。 
d. サスペンション法では、孔内水位がなくても測定することができる。 



17. トモグラフィに関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. トモグラフィは、医療用のCTの原理を地質調査に取り入れたもので、ボーリン

グ孔や横坑などを利用し対象地盤を取り囲むようにセンサーを配置し探査する
手法の総称である。探査に用いる手法により弾性波トモグラフィ、比抵抗トモ
グラフィ、電磁波トモグラフィ、電磁トモグラフィなどがある。 

b. 医療用CTと比べ、地盤構造や地盤物性の多様性、観測範囲の制限、使用してい
る手法の違いによる分解能の差異、扱えるデータ量の制限等により、医療用ほ
ど精密な画像は得られない。 

c. 弾性波トモグラフィでは、地表または孔壁の緩み層の影響で偽層と呼ぶ誤った
速度構造を発生しやすく、対策としては、セルの分割法の変更、初期速度モデ
ルの変更、モデル更新方法の工夫などがある。 

d. 比抵抗トモグラフィは比抵抗二次元探査の延長上にあり、観測には測定効率の
よい三極法が用いられることが多いが、分解能を重視する場合は二極法が用い
られることがある。 

18. 水平ボーリングを行う際の留意点として、誤っているものをa～dのなかから選びな
さい。 
a. 泥水による湧水・崩壊の抑制が不可能な場合が多く、保孔のためのケーシング

段数が増加する。 
b. 通常、鉛直ボーリングに比べてスライム排除効率が良好となり、掘進効率は向

上する。 
c. 深度が増すほどに孔曲がりは拡大し、調査の精度は低下する。一般には300～

500ｍが限度といわれている。 
d. 掘進長が長い場合、ワイヤラインを使用した方が所要時間が減少するが、鉛直

ボーリングほどの能率向上は見られない。 

19. オリストストロームに関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 堆積物を運搬する風や水流の強さや方向がしばしば変化したために生じる堆積

構造の一種で、上下の葉理が平行でなく互いに斜交している。 
b. 泥質岩層の優勢な地層群が海底地すべりにより遠方に移動し、再堆積した堆積

層。移動が非常に緩慢に長期にわたるため、直下の正常な堆積層より古い。 
c. 泥岩などの細粒の基質の中に、数㎝～数㎞の様々な大きさ・種類の異地性・準

原地性の岩塊を含み、ブロックインマトリックス組織を持つ。付加体を特徴づ
ける構造物の１つである。 

d. 岩体の中央が下方にくぼんだ皿状の貫入岩体。地層があまり著しい地殻変動を
受けていない大陸地域に見られる。 



20. 国際地質科学連合（IUGS）が2009年6月30日に批准した第四紀に関する新しい定
義および2010年1月の日本学術会議において合意が得られた内容に関する記述と
して、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 第四紀の始まりが更新世の始まりとあわせてこれまで用いられてきた181万年

前から258万年前に変更された。 
b. 新生代は古第三紀、新第三紀、第四紀に3分割され、第三紀という用語は学術論

文、教科書等では使用しない。 
c. 沖積世、洪積世の使用は廃止し、完新世、更新世を使用することを徹底する。 
d. 第四紀の時代変更の理由は、第四紀の始まりを、地球全体の温暖化により大規

模な海進と海退が繰り返す気候変動が始まった時期としたためである。 

 



＜問題－Ⅳ－（２）：土質及び基礎＞ 

1.  各種サウンディングの種類と結果の利用に関する組合せとして、適切でないものをa～d
のなかから選びなさい。 
a. スウェーデン式サウンディング試験・・・戸建住宅の支持力特性 
b. ポータブルコーン貫入試験・・・建設機械のトラフィカビリティ 
c. 原位置ベーンせん断試験・・・軟弱な粘性土及び砂質土地盤の強度評価 
d. 簡易動的コーン貫入試験（土研式簡易貫入試験）・・・傾斜地の表土層や崩積土層の

層厚調査 

2.  建設時に副次的に発生する土砂や汚泥(発生土)の利用基準に示された発生土の土質区分
として、正しいコーン指数の組み合わせをa～dのなかから選びなさい。 

 

 
コーン指数 ｑc （kN/ｍ2） 

第1種 
建設発生土 

第2種 
建設発生土 

第3種 
建設発生土 

第4種 
建設発生土 

泥土 

ａ － 1,000以上 500以上 250以上 250未満 

ｂ － 800以上 400以上 200以上 200未満 

ｃ 1,000以上 600以上 300以上 150以上 150未満 

ｄ 800以上 400以上 200以上 100以上 100未満 

3.  道路土工において問題となりやすい地形に関する記述として、正しいものをa～dのなか
から選びなさい。 
a. 地すべり地における切土は、地すべり荷重の低減となるので盛土より推奨される工法

である。 
b. 扇状地の末端では地下水が一般に高く、切土による渇水が発生することがある。 
c. 後背湿地は軟弱地盤ではあるが盛土の沈下が比較的小さい場所として路線選定されて

いる。 
d. 断層地形は、周辺地山は破砕が進んでいるため、トンネル建設では問題が発生しやす

いものの、切土では掘削が容易であることから路線選定において避けることはない。 



4.  「道路土工 盛土工指針」の盛土材料の調査に関する記述として、誤っているものをa～
dのなかから選びなさい。 
a. 高有機質土、ベントナイト、変質の著しい岩、風化の進んだ蛇紋岩などは盛土完成後

の圧縮性、膨張性が大きいため、盛土材料としてそのまま使用しない。 
b. 盛土のり面の安定検討に採用するせん断強さは、盛土材料を地山の含水比で締め固め

た試験供試体を用いて強度試験を実施して求める。 
c. 含水比の高い粘性土（特に液性指数ＩＬ＞0.8）等では、急速に施工を行うと盛土内に

間隙水圧が発生し、盛土の安定性が問題となる場合が多い。 
d. 泥岩ズリを盛土材料とする場合、乾湿繰返し試験、スレーキング試験等により細粒化

しやすい材料であるか否かを判定する。 

5.  ｢道路土工 切土工・斜面安定工指針」のグラウンドアンカー工に関する記述として、誤
っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. アンカー周面摩擦抵抗τは、基本試験（引抜き試験）を行って決定するのが原則であ

る。 
b. アンカー自由長は原則として４ｍ以上とし、アンカー定着長は原則として２ｍ以上、

10ｍ以下とする。 
c. アンカー体はできる限り風化が進んでいない地盤に設置するのが望ましい。 
d. アンカー１本あたりの設計アンカー力は、あまり大きくせず危険負担を軽減すること

が望ましい。 

6.  土の締固め特性の基本的事項に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選
びなさい。 
a. 締固め曲線は、同じ土を同じ方法で締め固めても得られる土の密度は土の含水比によ

り異なることを示す。 
b. ある一定のエネルギーにおいて最も効率よく土を密にすることが出来る含水比が存

在し、この含水比を最適含水比、そのときの乾燥密度を最大乾燥密度と呼ぶ。 
c. 細粒分が多い土ほど締固め曲線はなだらかな形状を示す。 
d. 同じ土では一般に締固めエネルギーが大きくなると、最適含水比が高くなり最大乾燥

密度が低くなる。 



7.  一次圧密沈下量を求める式をa～dのなかから選びなさい。 

a. 

b. 

c. 

d. 

ただし、Ｓ：一次圧密沈下量（ｍ） 
ｅ0：圧密層の盛土前の鉛直応力ｐ0での初期間隙比 
ｅ1：圧密層の盛土荷重による圧密後の間隙比で、ｅ-logｐ曲線における圧密層

中央深度の盛土後の鉛直応力ｐ0＋Δｐに対応する間隙比 
Ｈ :圧密層の層厚（ｍ） 

8.  「道路土工 軟弱地盤対策工指針」における軟弱地盤対策工に関する記述として、誤っ
ているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. バイブロフローテーション工法は、砂質土地盤の支持力増大および液状化防止を目的

として用いられる。 
b. 掘削置換工法は、必要な置換土が容易に得られ、かつ短期間に軟弱層を処理しようと

する場合に適する。 
c. 深層混合処理工法は、構造物や民家が近接している箇所でも施工できる。 
d. 石灰パイル工法は、粘性土地盤の含水比低下効果を期待するものであり、砂質土地盤

には適用できない。 

9.  土留め掘削工事に伴う周辺地盤沈下を軽減する対策工法に関する記述として、誤ってい
るものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 軟弱粘性土層でヒービングの発生も懸念されることから、掘削面側の地盤を改良し、

受働抵抗を上げる。 
b. 圧密層がある場合、遮水性の高い土留め壁を採用する。 
c. 掘削地盤の安定を図る目的も兼用して、ディープウェルなどの地下水位低下工法を採

用する。 
d. 剛性の高い土留め壁が採用できないので、支保工の鉛直間隔を短くする。 



10. 「道路土工 仮設構造物工指針」に示される盤ぶくれの検討に関する検討式として、正
しいものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 
wh

hhF 2211 +
=  

b. 
11

2211

hh
hhF

w +
+

=  

c. 
2211 hh

hF w

+
=  

d. 
11

22

h
hhF w +=  

 
ここに、  Ｆ：盤ぶくれに対する安全率 

γ1,γ2：土の湿潤単位体積重量（kN/ｍ3） 
     ｈ1,ｈ2：地層の厚さ（ｍ） 
       ｈｗ：被圧水頭（ｍ） 
       γｗ：水の単位体積重量（kN/ｍ3）

11. 自立式土留めに関する記述として、最も適切でないものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 切ばり式土留めに比べ、土質条件や背面側荷重の影響を受けやすい。 
b. 施工が簡便であり、ヒービングのおそれのあるような軟弱な粘性土地盤で有効な工法

である。 
c. 根入れ長の算定方法の一つに、弾性床上の半無限長の杭として設計する方法がある。 
d. 掘削面側の地盤反力と土留め壁の剛性のみで抵抗する構造形式である。 

12. 「道路土工 カルバート工指針」における作用土圧などに関する記述として、正しいも
のをa～dのなかから選びなさい。 
a. 鉛直土圧はカルバートの材質や沈下特性と周囲の地盤との相対沈下量によって変化

するが、一般的に設計では一定として取り扱ってよい。 
b. 水平土圧はたわみ性のパイプカルバートの場合、考慮しなくてよい。 
c. 水平土圧は剛性ボックスカルバート側壁のように水平変位がほとんどない場合には、

主働土圧が作用するものとして設計する。 
d. 従来型剛性ボックスカルバートでは、地震動の作用に対する照査を省略してよい。 



13. 擁壁の設計において擁壁の特徴と採用すべき土圧の組み合わせとして、最も適切でない
ものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 偏土圧を受けないストラット付Ｕ型擁壁・・・・・・静止土圧 
b. 逆Ｔ型擁壁で背後の盛土勾配が1:2の一様斜面・・・クーロンの主働土圧 
c. 重力式擁壁で背後が水平な地盤・・・・・・・・・・ランキンの主働土圧 
d. 重力式擁壁で背後の盛土形状が一様でない斜面・・・試行くさび法による主働土圧 

14. 「道路橋示方書」において、地中連続壁基礎に関する適用性の目安の記述として、最も
適用性が低い施工・現場条件をa～dのなかから選びなさい。 
a. 隣接構造物に対する影響が懸念される。 
b. 地下水の湧水量が極めて多い。 
c. 水深５ｍ程度の水上施工である。 
d. 中間層に、れき径200㎜程度の砂れき層が存在する。 

15. 「道路橋示方書」において、基礎の極限鉛直支持力を算定する際に用いる土質定数の推
定方法に関する記述として、最も適切なものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 軟らかい粘性土の粘着力ｃは乱した試料を用いた一軸圧縮強度の1/2の値を用いる。 
b. 砂はサンプリングによる乱れの少ない試料を採取しやすいので、そのせん断抵抗角φ

は三軸圧縮試験から推定するのが一般的である。 
c. Ｎ値が3程度以下の軟弱粘性土地盤の粘着力ｃはＮ値から推定する。 
d. 砂れきの内部摩擦角φは、れき補正したＮ値から求める。 

16. 下表は「道路橋示方書」における「常時における最大地盤反力度の上限値」を示したも
のであるが、[Ａ]、[Ｂ]および[Ｃ]に当てはまるものとして、正しいものをa～dのなか
から選びなさい。 

地盤の種類 最大地盤反力度（kＮ/㎡） 
砂れき地盤 [Ａ] 
砂 地 盤 [Ｂ] 
粘性土地盤 [Ｃ] 

a. [Ａ] 200、[Ｂ] 100、[Ｃ] 50 
b. [Ａ] 400、[Ｂ] 200、[Ｃ] 100 
c. [Ａ] 700、[Ｂ] 400、[Ｃ] 200 
d. [Ａ] 2000、[Ｂ] 1000、[Ｃ] 500 
 



17. 「道路橋示方書」におけるケーソン基礎に関する記述として、誤っているものをa～dの
なかから選びなさい。 
a. 鉛直荷重は、基礎底面地盤の鉛直地盤反力のみで抵抗させることを原則とする。  
b. ニューマチックケーソンでは、刃口下端面より下方は掘り起こさないことが原則であ

る。 
c. 一般にニューマチックケーソンはオープンケーソンに比べてケーソン底部での傾斜の

修正が困難である。 
d. オープンケーソンの場合、水中掘削を行う際にはケーソン内の湛水位を地下水位と同

程度に保っておく必要がある。 

18. 液状化の防止あるいはその影響を軽減するための対策工の対策原理に関する記述として、
正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 土の密度を増加させ、せん断強度を低下させる。 
b. 透水性の低い材料を土中に造成し、地震時に発生する過剰間隙水圧をすみやかに消散

させる。 
c. 地下水位の低下等により、土中の有効応力を低下させる。 
d. 地盤内にせん断剛性の高い改良体や構造物を構築し、地震動により生じる地盤のせん

断変形を抑える。 

19. 「道路橋示方書」に示されている粘性土層のせん断弾性波速度と N 値の関係を表す下式
の空欄[Ａ]に当てはまるものとして、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 

][=sV 3
1

N N

sV
N N

a.  50 
b.  60 
c.  80 
d. 100 



20. 「道路橋示方書」における「液状化の判定を行う必要がある土層」の下記説明文の空欄[Ａ]
および[Ｂ]に当てはまるものとして、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 

沖積層の土層で次の3つの条件全てに該当する場合においては、地震時に
橋に影響を与える液状化が生じる可能性があるため、液状化の判定を行わな
ければならない。 
(1)地下水位が地表面から10m以内にあり、かつ、地表面から20m以内の深

さに存在する飽和土層 
(2)細粒分含有率が35％以下の土層、又は、細粒分含有率が35％を超えても

塑性指数が15以下の土層 
(3)[Ａ]が10㎜以下で、かつ、[Ｂ]が１㎜以下である土層

a. [Ａ] 30％粒径、[Ｂ] 10％粒径 
b. [Ａ] 30％粒径、[Ｂ] 20％粒径 
c. [Ａ] 50％粒径、[Ｂ] 10％粒径 
d. [Ａ] 50％粒径、[Ｂ] 20％粒径 



＜問題－Ⅳ－（２）：鋼構造及びコンクリート＞ 

1.  高じん性鋼に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 一般鋼より高いシャルピー吸収エネルギーの値を保証している。 
b. 一般鋼よりも小さな曲げ半径での冷間加工が可能である。 
c. 寒冷地などの低温地域での使用に適している。 
d. 鋼中の硫黄の量が0.006％以下であること。 

2.  鋼橋の鋼種選定に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 鋼種は、部材の応力状態、製作方法、架橋位置の環境条件等に応じて、鋼材の強度、

機械的性質、化学成分等を考慮して選定する。 
b. 溶接を行う鋼材には、溶接性が確保できることが確認された鋼材を用いる。 
c. 溶接性の確認については、いかなる場合においてもJISで規定された溶接施工試験をも

って行う。 
d. 一般に溶接構造用鋼材を用いる場合において板厚が厚い部材には、じん性のよい鋼種

が求められる。 

3.  鋼材の鋳鍛造に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 鋳造は、鉄などの材料を高い温度で熱して液体にしたあと、型に流し込み、冷やして

目的の形状に固める加工方法である。 
b. 鍛造とは、金属加工の塑性加工の一種で金属内部の空隙をつぶし、強度を上げると同

時に目的の形に成形する。 
c. 鋳鉄、鋳鋼とも、成分の特性から溶接することは出来ない。 
d. 鍛造には、型鍛造と自由鍛造がある。 

4.  鋼橋の維持管理設備の設置に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選び
なさい。 
a. 維持管理設備の設置箇所については、定期的な点検箇所や地震等の災害や不測の事態

に於いても部材等の確認できるよう計画する。 
b. 点検設備等を設置する場合には、その取付構造等が橋本体にできる限り悪影響を与え

ない構造とする。 
c. 点検設備としては、検査路、はしご等の固定施設を取り付けることの他に、カメラや

橋梁点検車を用いた点検手法も考慮して計画する。 
d. 吊りピース等の小さな部材の取付けによる本体への影響は小さいので、できる限り設

置し維持管理が容易な設備を計画する。 



5.  鋼橋の合成桁の設計に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 主桁の弾性変形及び不静定力を算出する際のコンクリート床版の取り扱いは、主桁の

曲げモーメントの種類に関わらず床版コンクリートの合成作用を考慮する。 
b. 床版のコンクリートの設計基準強度σckは、床版にプレストレスを与えない場合には、

24N/㎜2以上とする。 
c. 床版のコンクリートの設計基準強度σckが30N/㎜2の場合、床版と鋼桁の合成作用を

考慮した設計を行う際に用いる鋼材と床版コンクリートのヤング係数比は、15を標準
とする。 

d. 合成作用を受ける床版の設計では、床版としての作用と、主桁の一部としての作用の
各々の照査について満足すれば良い。 

6.  鋼橋の部材の細長比に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 部材の細長比（1/r）の規定は、部材の剛度を確保するために設けている。 
b. 細長比の規定は、アイバー、棒鋼についても設けている。 
c. 部材の細長比の規定は、圧縮材と引張材で異なる。 
d. 部材の細長比の規定は、主要部材と二次部材によって異なる。 
 

7.  相反応力部材の設計に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 相反応力とは、荷重の載荷状態によって、部材に生じる応力が圧縮になったり引っ張

りになったりする応力をいう。 
b. 相反応力部材の規定は、トラス部材だけでなく連続桁中間支点付近にも適用する。 
c. 相反応力部材の設計では、活荷重を30％増しとして設計する。 
d. 死荷重による応力が活荷重による応力の30％より小さい場合は、死荷重を無視し活荷

重のみを考慮する。 

8.  鋼橋の防食に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 塗装は、塗膜による環境遮断により防食を図る方法で、施工時の温度や湿度等の環境

条件に配慮した作業を行わなければならない。 
b. 耐候性鋼材は、保護性さびの生成により鋼材を保護し腐食速度を遅らせ防食を図る方

法で、飛来塩分量が適用範囲を超えない環境下で使用する必要がある。 
c. 溶融亜鉛メッキは、メッキ処理層への浸せきにより部材表面に亜鉛を付着させ、環境

遮断により防食を図る方法で、メッキ処理槽の寸法制限がある。 
d. 金属溶射は、溶射皮膜による環境遮断により防食を図る方法で、金属溶射部に用いら

れる高力ボルトにも溶射施工するのが標準である。 
 
 
 



9.  鋼製ラーメン橋脚の設計に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びな
さい。 
a. 鋼製ラーメン橋脚の設計では、全体座屈についての安全性を確保する必要がある。 
b. 鋼製ラーメン橋脚の設計に用いる上部構造反力には、活荷重による衝撃を考慮しなく

ても良い。 
c. ラーメン橋脚の設計では、上部工反力が着目点に対し最も不利となるように活荷重を

載荷するのを原則とする。 
d. Ｔ形ラーメンを除く他のラーメン橋脚の設計では、着目点に対する影響線の符号が同

一となるところに作用する上部工の活荷重最大支点反力を用いて設計して良い。 
 

10. 高力ボルト継手の設計に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. 摩擦接合用高力ボルトのＭ22（Ｆ10Ｔ）の１摩擦面当たりの許容値は接触面を塗装し

ない場合は48kN/本、無機ジンクリッチペイントを塗布する場合は54 kN/本である。 
b. 摩擦接合で耐力点法によって締付けを行うボルトには、Ｆ10Ｔを使用する。 
c. 引張接合に使用するボルトは、Ｆ10Ｔ、Ｓ10Ｔまたはこれらと同等の材質の鋼ロッド

を用いるのを標準とする。 
d. 支圧接合に使用するボルトは、Ｓ８Ｔ、Ｓ10Ｔである。 

11. 河川を横断する橋梁計画に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びな
さい。 
a. 橋台と直近の橋脚の径間長は、橋台パラペット前面と橋脚中心までの距離である。 
b. 橋長を短くするため、鞘管構造を計画し堤体内に橋脚を設けることを検討できる。 
c. 橋の桁下高は計画高水流量により異なるが、一級及び二級河川における最小は60㎝で

ある。 
d. 河川内に設ける橋脚の水平断面は、洪水の流下する方向と同一とし一般的な河川阻害

率は７％以内を目安とする。 

12. コンクリートに関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. コンクリートのヤング係数は、一般に圧縮強度が大きいほど大きくなる。 
b. 一般に早強セメントは普通セメントよりクリープが大きい。 
c. コンクリート強度のうち、曲げ圧縮強度、曲げ引張強度、軸圧縮強度の３種類の強度

を比較すると、一般的に曲げ圧縮強度が最も大きく、曲げ引張強度が最も小さい。 
d. コンクリートの圧縮強度は、一般に標準養生材齢28日の圧縮強度を指す。 



13. Ｔ桁橋の設計に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. １支間について１箇所以上かつ、15ｍ以下の間隔で中間横桁を設ける。 
b. 横桁を適切な間隔で設けたＴ桁橋の桁の断面力は、格子構造理論により算出する。 
c. 格子構造理論により断面力を算出する場合は、一般に部材のねじれ剛性を考慮しなけ

ればならない。 
d. プレストレストコンクリートＴ桁橋の横桁及び床版には、ＰＣ鋼材を配置する。 

14. 床版の設計に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. ＲＣ床版の最小全厚は車道部で16㎝である。 
b. ＲＣ床版の最小全厚は歩道部で14㎝である。 
c. Ａ活荷重で設計する床版の曲げモーメントは、Ｂ活荷重で算出した値を30％低減した

値としてよい。 
d. 床版に用いる鉄筋の直径は22㎜以下を標準とする。 

15. ディープビームとコーベルに関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選び
なさい。 
a. ディープビームは、トラス状の耐荷機構を考慮して設計する。 
b. ディープビームとは一般に、はりのスパン(l)とはりの高さ(ｈ)の比が、単純ばりでl/h

＝2.0、２径間連続ばりでl/h＝2.5の値未満のはりを示す。 
c. コーベルは、トラス状の耐荷機構を考慮して設計する。 
d. コーベルの載荷点直下の有効高さは、支持端での有効高の1/2以上としなければなら

ない。 

16. 鉄筋コンクリート橋脚の塑性変形を確保するための構造細目に関する記述として、正し
いものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 横拘束筋のうち、最少帯鉄筋はＤ16以上かつ、軸方向筋よりも小さい径を用いるもの

とする。 
b. 弾性域に留まることが確実な領域での帯鉄筋の間隔の上限値は300㎜としてよい。 
c. 矩形断面の隅各部以外で帯鉄筋を継ぐ場合は、帯鉄筋の直径の35φ以上重ね合わせる

ものとする。 
d. 中間帯鉄筋の断面内配置間隔は、原則として１ｍ未満とする。 



17. 鉄筋のあきに関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 鉄筋のあきは、直径の1.2倍以上とする。 
b. 鋼材の周囲にコンクリートが充分行きわたり、かつ、確実にコンクリートを締め固め

られるように鉄筋のあきを設けなければならない。 
c. コンクリートと鉄筋が充分に付着し、両者が一体となって働くために必要な鉄筋のあ

きを確保しなければならない。 
d. 鉄筋のあきは、40㎜以上かつ、粗骨材の最大寸法の4/3倍以上とする。 

18. ＰＣ鋼材の施工に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度は、プレストレッシング直後にコンク

リートに生じる最大圧縮応力度の1.7倍以上とする。 
b. ＰＣ鋼は、緊張後の生じる損失を考慮して、初期の引張力を定める。 
c. プレストレッシングの定着部付近のコンクリートは、定着による支圧応力に耐える強

度以上とする。 
d. ＰＣ鋼材のプレストレッシングの管理に用いる摩擦係数は、設計値に準ずる。 

19. 落橋防止システムに関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 桁かかり長とは、支承部が破壊したときに、上部構造が下部構造の頂部から逸脱する

ことを防止する機能である。 
b. 落橋防止構造とは、支承部が破壊したときに、橋軸方向の上下部構造間の絶対変位が

桁かかり長を超えないようにする機能である。 
c. 横変位拘束構造とは、支承部が破壊したときに、橋の構造的要因等によって上部構造

が橋軸直角方向に変位することを拘束する機能である。 
d. 下部構造の頂部幅が狭い橋では、上部構造の橋軸直角方向への移動により、落橋する

可能性があるので、横変位拘束構造を設ける必要がある。 

20. 非破壊検査技術に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 「打音法」とは主にコンクリート表面をハンマーなどで打撃した際の音から欠陥の有

無を判断する方法でコンクリート中の鉄筋腐食が推定できる。 
b. 「フェノールフタレイン法」とはアルカリに接すると赤色するフェノールフタレイン

を対象面に吹き付け、中性化を測定する方法である。 
c. 「インピーダンス測定」とは塗膜の絶縁性能を電気的に測定することによって塗膜の

劣化状態を定量的に判断する方法である。 
d. 「自然電位法」とはコンクリート中の鉄筋表面の電位をコンクリート表面から測定し、

鉄筋の腐食程度を推定する方法である。 



＜問題－Ⅳ－（２）：トンネル＞ 

1.  トンネルの主な出来事に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. わが国に初めてNATMが導入されたのは、上越新幹線の中山トンネルで、1970年のことで

ある。 
b. 道路トンネルでの大規模な火災事故としては、1990年に発生した日本坂トンネルでの火災

事故が有名である。 
c. 「トンネル標準示方書（山岳編）・同解説」(土木学会)の改訂で、NATMが標準とされたの

は1986年である。 
d. JRの鉄道トンネル（山陽新幹線福岡トンネル、北九州トンネル、室蘭本線礼文浜トンネル）

で覆工コンクリートのはく落事故が発生したのは2005年のことである。 

2.  大断面道路トンネル（内空幅12.5～14.0ｍ程度）の標準的な支保構造に関する記述として、誤
っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 地山等級ＤⅠパターンにおけるロックボルトは長さ６ｍ、周方向間隔１ｍ、延長方向間隔１

ｍである。 
b. 地山等級ＤⅡパターンにおける鋼アーチ支保工は、Ｈ－150である。 
c. 地山等級がＤⅠパターンであっても、下半部に堅岩が現れるなど岩の長期的支持力が十分で

あり、側圧による押し出しなどもない場合はインバートを省略できる。 
d. 吹付けコンクリートによるインバートはインバート厚さに含めることはできるが、現場打ち

コンクリートによるインバート部分の厚さがアーチ・側壁の覆工コンクリート厚さを下回っ
てはならない。 

3.  道路トンネルの換気設備に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. ジェットファンの設置方法には、吊り下げる方法と固定する方法があるが、吊り下げるのが

一般的であり、設計にあたっては、吊り金具を含めアンカーの強度は、ジェットファン本体
の静荷重の15倍以上をとることが望ましい。なお、アンカーに対しては、ジェットファン
の取付前に強度試験を行う必要がある。 

b. ジェットファンの標準的な仕様において、高風速ジェットファンの噴流風速は、30m/sが
標準である。 

c. 連絡ダクトの圧力損失は、ダクト長に比例する摩擦損失によるものの他、ダクトの変形（曲
がり、拡大、縮小、分岐、合流など）によるものがあり、ダクト内風速は、山岳トンネルの
事例では、約15m/sが経済的であると言われている。 

d. 送・排風機をトンネル火災時に排煙用として運転するときには、送・排風機保護上ダクト内
に排煙温度を50℃まで下げるダクト冷却装置を設ける必要がある。 

 



4.  山岳工法における層状地盤に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 付加体と呼ばれる地質体中の堆積岩類には、層理面や断層、へき開面などの弱面が発達する

ことが多い。 
b. 地表付近に比較的硬質で風化に対して抵抗力の大きなチャート・砂岩・石灰岩などの岩塊が

露出している場合は、これらがキャップロックとなり、弾性波探査結果に影響を与える場合
がある。 

c. メランジュ（混在岩）中に含有される石灰岩岩塊は、炭酸カルシウムを主成分とすることか
ら、砂岩など他の岩種に比べ水との反応性（溶解）に富み、鍾乳洞のような空洞が生じるこ
とがある。 

d. メランジュ（混在岩）は層状岩塊が泥岩や頁岩に散在する連続性のある地層である。 

5.  山岳工法における膨張性地山に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. 粘土鉱物を含む地山がトンネル掘削による水の供給をうけ、強度低下や粘土鉱物自体の体積

膨張でトンネル内に押し出す場合がある。 
b. 極まれな現象であるが、地質によって高圧のガスを内在する場合に、トンネル掘削による圧

力の低下でガスが膨張し、地圧となってトンネル内に押し出す場合がある。 
c. 断面を分割して掘削すると、地山の応力の再配分が複雑となって、変形がなかなか収束しな

い場合がある。 
d. 膨張性が大きい場合には、円形支保が有利となり、施工性も良いが、特別な場合を除いて採

用は少ない。 

6.  山岳工法における主な計測項目に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. ロックボルトの軸力測定では、ロックボルトに生じたひずみから、ロックボルト軸力を算出

し、効果の確認やロックボルト長、ロックボルト径の適否を判断することができる。 
b. ロックボルトの引抜き試験では、ロックボルトの定着効果を確認し、引抜き耐力から適正な

定着方式や、ベアリングプレートの面積の適否を判断することができる。 
c. ＡＥ測定結果から、インバートの必要性、効果を判断することができる。 
d. 坑内地中変位測定では、トンネル周辺の緩み領域、変位量を知り、ロックボルト長、鋼製支

保工の大きさ、ピッチの適否を判断することができる。 



7.  山岳工法における鋼製支保工の機能および効果の概念に関する記述として、誤っているものを
a～dのなかから選びなさい。 
a. 鋼製支保工は、吹付けコンクリートと同様に軸圧縮抵抗、せん断抵抗、曲げ抵抗により外力

に抵抗することができる。 
b. 開口亀裂や規模の小さい弱層等の地山の弱点となる個所を鋼製支保工が支持することによ

り、地山内の不連続面や弱層の影響を低減する効果を内圧付与効果という。 
c. 鋼製支保工を地山と密着させることにより、部材の曲げ抵抗やせん断抵抗により局部的な岩

塊の崩落を防止する効果を岩塊保持効果という。 
d. 支保工に作用する荷重を、鋼製支保工が底板やウイングリブを介して、地山（脚部）に伝達

させる効果を荷重伝達効果という。 

8.  シールドトンネルの計画に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. トンネル内空は、用途に応じた形状と大きさを有するとともに、施工上の要件も考慮して決

定する。 
b. トンネルの平面線形は、できるだけ直線あるいは緩やかな曲線とし、小さい曲線半径を用い

る場合は、設計、施工に関して十分な検討を行う。 
c. トンネルの土被りは、地表や地下構造物の状況、地山の条件、掘削断面の大きさ、施工方法

等を考慮して決定する。必要な最小土被りは、一般には1.0Ｄ～1.5Ｄ（Ｄ：シールド外径）
と言われているが、これより小さい土被りでの施工例も多い。 

d. トンネルを２本以上併設する場合は、後続トンネルの施工を安全に行うために適切な離隔が
必要であり、トンネルの相互の離隔距離は、一般にトンネル内径以上を確保することが望ま
しい。 

9.  シールド工法のセグメントに関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. セグメントリングの横断方向の断面力は、完成後のみに対する荷重の作用状態やセグメント

の構造特性を考慮して計算するものとする。 
b. コンクリート系セグメントを用いたトンネルの構造計算では、不静定力または弾性変形の計

算において、一般に鉄筋を考慮し引張鉄筋側のかぶりを控除したコンクリート断面で計算す
る。 

c. 鉄鋼製セグメントのスキンプレートおよび背板の有効幅は、主断面の曲げ剛性、軸剛性およ
び曲げ応力度の計算にあたっては、主桁1枚あたり片側25ｔ（ｔ：スキンプレートの板厚）
とする。 

d. セグメントの継手の断面力は、セグメントリングの断面力の算定方法によらず最大の発生断
面力に対し60％としてよい。 



10. シールド工法の施工設備に関する記述として、正しいものをａ～ｄのなかから選びなさい。 
a. 坑内の作業場においては、安全で衛生的な作業環境を作るために安全通路や昇降設備を設置

する必要があるが、換気については自然換気で十分対応できるため換気設備は不要である。 
b. ストックヤードは、工程の進捗に支障ないよう、２日分程度のセグメント等の覆工材料、仮

設備材料、施工用機械器具等を貯蔵できる面積を計画する。 
c. 泥水式シールド工法に用いられる送排泥管設備の管径は、シールド径、土質等によらず250

Ａを使用する。 
d. 土圧式シールド工法に用いられる坑内掘削土砂搬出方法には、軌道方式、パイプライン方式、

コンベヤー方式があり、このうちパイプライン方式が最も一般的である。 

11. 道路トンネルの定期点検に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 「判定区分Ａ」は、「変状が著しく通行車輌の安全を確保できないと判断され、応急対策を

実施した上で補修・補強対策の要否を検討する標準調査が必要な場合。」である。 
b. 「判定区分Ｂ」は、「変状があり、応急対策は必要としないが補修・補強対策の要否を検討

する標準調査が必要な場合。」である。 
c. 「判定区分Ｓ」は、「変状はないか、あっても軽微で応急対策や標準調査の必要がない場合。」

である。 
d. 覆工のひび割れ、段差の変状の「判定区分Ｂ」は、「天端や肩部で幅３㎜以上、延長方向に

２ｍ以上の規模を有する場合、または、ひび割れが多い場合。」である。 

12. トンネル変状に関する坑内調査項目の組み合わせとして、誤っているものをa～dのなかから選
びなさい。 

 状態 調査項目 調査方法 

a ひび割れ 
位置、形態、規模、パターン、進行性、
目地切れ、材質、剥離・剥落の有無等 

目視観察、打音検査、写真撮影、
ボーリング、超音波、ひび割れ計、 
スケール・ノギス等 

b 変  形 
断面形状、内空変位量、地中変位量、
盤膨れ、沈下量等 

断面測定器、内空変位計、地中変
位計、水準測量等 

c 漏  水 
位置、濁り、漏水量、水温、水質、土
砂流入、つらら、側氷等 

ボーリング、電磁波法、目視検査 
打音検査等 

d 材料劣化 位置、強度、中性化深さ、材質等 
目視観察、打音検査、写真撮影、
非破壊検査、強度試験、ｐH試験、
中性化試験、化学分析等 



13. 覆工コンクリートの締固めに関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. コンクリートの締固めには内部振動機を用いることを原則とし、打込み後すみやかに締固め

なければならない。 
b. 締固めにあたっては、防水工、ひび割れ抑制工や裏面排水工を破損したり移動させないよう

にしなければならない。 
c. 内部振動機をかけ過ぎるとコンクリートの材料分離を引き起こすことがあるので、振動時間

の設定に注意を要する。 
d. 内部振動機は打設したコンクリートのなかを横移動させ締固める必要がある。 
 

14. 施工時の支保工変更に関する組み合わせとして、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
【変更項目】         【変更内容】 

a. 吹付けコンクリート･････････厚さ、材質等の変更 
b. ロックボルト･･･････････････長さ、本数、耐力、定着材、定着方式等の変更 
c. 鋼製支保工･････････････････有無、寸法、建込み間隔、材質等の変更 
d. インバート･････････････････有無、形状、裏込め注入、施工時期、材質等の変更 
 

15. 吹付けコンクリートの配合に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 一般に水セメント比は、湿式では50～65％、乾式では45～55％の範囲である。 
b. 高強度吹付けコンクリートの水セメント比は、30～40％（水結合材比30～40％程度）であ

る。 
c. 単位セメント量は、通常強度では360kg/m3程度である。 
d. 単位セメント量は、高強度吹付けコンクリートや液体急結剤を使用する場合は400～

500kg/m3程度であることが多い。 

16. 施工時の坑内安全点検項目・内容に関する組み合わせとして、誤っているものをa～dのなかか
ら選びなさい。 
   【点検項目】       【点検内容】 
a. 地山･･･････････切羽における浮石や亀裂等の有無、未覆工区間の変状の有無、可燃性ガス

や有毒ガスの発生の有無、および湧水の状態、地表面の変状の有無等 
b. 支保工･････････吹付けコンクリートのひび割れ、および剥離の有無、ロックボルトの定着

状態、プレートの変形、ボルトの破断、鋼製支保工の沈下および変形等 
c. 作業環境･･･････温度、炭酸ガス、視界、通気量、排ガス、粉じん濃度、積算温度等 
d. 機械、設備･････通路、運搬路、軌道、走行車両、換気設備、照明設備、排水設備、連絡通

報設備、緊急避難設備および救護用具等の整備状況等 



17．道路トンネルの付属施設に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 道路トンネルでは、特に換気施設、非常用施設等のトンネル付属施設の計画が道路の交通量、

トンネルの延長および平面線形と密接な関係がある。 
b. トンネルの坑口位置、縦断線形を決めるときには、換気所、換気坑の位置、規模を含めた換

気ならびに非常用施設の概略設計を行い、工費、施工性、維持管理費等についての総合的な
比較検討を行わなければならない。 

c. 長大トンネルでは、経済的な換気を行うために、換気所や換気坑等の配置が、トンネルの線
形を決定するような場合もある。 

d. 照明施設計画では、出入口部の緩和照明に関する費用が大きな比重を占めるため、あまりに
短いトンネル群にするとかえって不経済になることもある。 

18. 設計、施工計画段階の地質調査の目的に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから
選びなさい。 
a. トンネル区間の全体的な地質構造、地質分布およびその性状の把握 
b. 特殊地山の分布や性状および問題となる現象の発生予測と対策工検討のための基礎資料の

取得 
c. 坑口位置の地形、地質条件および問題となる事項とその対策の設計に必要な基礎資料の取得 
d. 切羽の安定性評価、支保工の設計、補助工法の選定、掘削工法および覆工コンクリート打設

方式の選定のための基礎資料の取得 

19. 計測管理基準と安全管理体制に関する組み合わせとして、誤っているものをa～dのなかから選
びなさい。 
a. 通常体制･･････････定時計測 
b. 注意体制･･････････計測頻度強化、現場点検、作業員への注意強化 
c. 要注意体制････････計測体制の強化、軽微な対策工の実施 
d. 厳重注意体制･･････施工の停止、変状要因・傾向の解析、遠望目視点検 

20. TBM工法の構成要素と機能の組み合わせとして、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
構成要素 構成機器 機 能 

a 掘削部 ディスクカッター 岩を圧砕する 
b 駆動部 カッターヘッド駆動装置 カッターヘッドを回転させる 
c 推進部 スラストジャッキ 推進力を発生させる 
d 掘削反力支持部 メインビーム 掘削反力を確保する 

 



＜問題－Ⅳ－（２）：施工計画、施工設備及び積算＞ 

1.  労働安全衛生管理に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 建設業での労働災害死亡者の事故のタイプ別では墜落・転落が全体の約半分近くを占

めている。 
b. 労働安全衛生マネジメントシステムでは、事業者による安全衛生方針の表明と関係者

への周知および安全衛生方針、各管理者の役割、安全衛生目標、安全衛生計画の手順
を定めるとともに、この手順に基づき、当該文書を管理すること等を求めている。 

c. 労働災害のリスクアセスメントにおけるリスク低減措置は、法令に定められた事項が
ある場合にはそれを必ず実施することを前提とした上で、①本質的対策、②管理的対
策、③個人用保護具の使用、④工学的対策の優先順位で、可能な限り高い優先順位の
ものを実施する。 

d. 日常的な安全衛生活動としては、危険予知活動、５Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔、し
つけ）、ヒヤリハット報告活動、安全衛生改善提案活動、安全衛生パトロールなどが挙
げられる。 

2.  工程管理に使われる代表的な工程表の種類と特徴に関する記述として、誤っているもの
をa～dのなかから選びなさい。 
a. 横線式工程表（バーチャート、ガントチャート）は、作成に手間がかからず、工種毎

の手順及び所要日数が一目で分かり、全体の工程把握が容易であるためよく使われる。 
b. 工程管理曲線は、計画工程と実施工程との比較を行い、工事全体の出来高をつかむの

によいが、これのみでの工程管理は難しく、横線式工程表を組み合せて用いる。 
c. 座標式工程表は、横線式工程表に比べ、施工個所が記入できるためより具体的な工程

を把握できる。道路工事のように帯状に長い工事では、特に有効である。 
d. ネットワーク工程表（PERT工程表等）は、記入情報が最も多く、順序関係、着手完

了日時の検討等の点で優れた工程表であり、土工で最も利用される。 



3.  道路土工を行う際の軟弱地盤対策工の選定に関する記述として、誤っているものをa～d
のなかから選びなさい。 
a. 軟弱地盤対策工の目的には、沈下の促進・抑制、安定の確保、周辺地盤の変形の抑制、

液状化による被害の抑制及びトラフィカビリティーの確保がある  
b. 対策工法の選定に当たって考慮すべき条件の主たるものは、対策工法の原理と効果、

道路条件、地盤条件、施工条件及び経済性等である  
c. 軟弱地盤対策工法の選定手順としては、圧密による強度増加等の地盤が有する特性を

利用する盛土載荷重工法や掘削置換工法の適用を優先的に検討する  
d. 検討の結果、土木構造物の安定性が確保できない場合は、締固め工法、固結工法等の

適用を検討する

4.  道路盛土の代表的な締固め規定における試験・測定方法に関する記述として、誤ってい
るものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 品質規定のうち密度の試験・測定方法には、ブロックサンプリング、砂置換法、水置

換法、プルーフローリング、RI法等がある。 
b. 品質規定のうち含水量の試験・測定方法には、炉乾燥法、急速乾燥法、RI法等がある。 
c. 品質規定のうち強度・変形の試験・測定方法には、平板載荷試験、現場CBR試験、ポ

ータブルコーン貫入等がある。 
d. 工法規定の試験・測定方法には、タスクメータ、トータルステーション・衛星測位シ

ステムを用いる管理等がある。 

5.  道路切土工の工法選定に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. 基本的な掘削工法としては、ベンチカット工法（階段式掘削）とダウンヒルカット工

法（傾斜面掘削）がある。 
b. ベンチカット工法は、工事規模が小さい場合に適する。ダウンヒルカット工法は、勾

配を出来るだけ急にする。 
c. ベンチカット工法は、ショベル系掘削機やトラクタショベルによって掘削積込みが行

われ、地山が硬いときは発破を使用して掘削する。 
d. ダウンヒルカット工法は、ブルドーザ、スクレープドーザ、スクレーパ等を用いて傾

斜面の下り勾配を利用して掘削し運搬する工法である。 



6.  コンクリートの施工計画に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びな
さい。 
a. 施工計画では、構造物の構造条件、現場の環境条件および施工条件を勘案し、作業の

安全性および環境負荷に対する配慮を含め、全体工程、施工方法、コンクリートの製
造方法、施工性能、配合、品質管理、検査および環境・安全等の計画について検討す
る。 

b. 要求されるコンクリートの品質を確保するには、現場内での運搬、打込み、締固め、
仕上げ、および養生等の施工方法に十分考慮し、適切な方法を選択する  

c. コンクリートの施工性能としては、充てん性、ポンプ圧送性、凝結特性などのワーカ
ビリティーおよび強度発現特性がある。 

d. コンクリート標準示方書（土木学会）では、練混ぜてから打ち終わるまでの時間は、
原則として外気温が25℃を超えるときで２時間以内、25℃以下のときで３時間以内を
標準として計画するものとしている。 

7.  コンクリート打設において留意すべき点に関する記述として、誤っているものをa～dの
なかから選びなさい。 
a. コンクリート打込みの１層の高さは、使用する内部振動機の性能を考慮して50～

80cm以下を標準とする。 
b. 許容打重ね時間間隔は、外気温が25℃以下の場合は2.5時間、25℃を超える場合は2

時間を標準とする。 
c. 型枠の高さが大きい場合は、型枠に投入口を設けるか、縦シュートあるいはポンプ配

管の吐出口を打込み面近くまで下げてコンクリートを打ち込まなければならない。こ
の場合、シュート、ポンプ配管、バケット、ホッパ等の吐出口と打込み面までの高さ
は、1.5ｍ以下を標準とする。 

d. 打上り速度は、一般の場合には30分当たり1.0～1.5ｍ程度を標準とする。 

8.  舗装の性能指標に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 必須の性能指標は、疲労破壊輪数、塑性変形輪数、平たん性、すべり抵抗値等である。 
b. 雨水浸透に関する必須の性能指標として浸透水量がある。 
c. 必要に応じて定める性能指標として、騒音値がある。 
d. その他の舗装の要求性能としては、トンネル内等における路面の明るさ向上、積雪寒

冷地域における路面の凍結抑制、タイヤチェーンによる摩耗抑制などがある。 



9.  アスファルト舗装の基層および表層の標準的締固め（初転圧、二次転圧）の記述として、
誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 初転圧は、一般に10～12ｔのロードローラで２回（１往復）程度行う。 
b. 初転圧は、ヘアクラックの生じない限りできるだけ高い温度で行うが、一般には150

～170℃である。 
c. 二次転圧は、一般に8～20ｔのタイヤローラで行うが、6～10ｔの振動ローラを用い

ることもある。 
d. 二次転圧の終了温度は一般に70～90℃である。 

10. 国土交通省の発注する工事における、再生資源活用の当面の運用上に関する記述として、
誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 建設工事に伴い発生したコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を廃棄物と

して工事現場から搬出する場合は、再資源化施設へ搬出する。 
b. 建設工事に伴い発生した木材を廃棄物として工事現場から搬出する場合は、原則とし

て再資源化施設へ搬出する。ただし、工事現場から50㎞の範囲内に再資源化施設が無
い場合で、縮減をするために行う運搬に要する費用の額が再資源化施設までの運搬に
要する費用の額より低い場合には再資源化に代えて縮減（焼却）とすることができる。 

c. 工事現場から建設発生土が発生する場合は、原則として、50㎞の範囲内の他の工事現
場（民間建設工事を含む）へ搬出する。 

d. 工事現場から50㎞及び運搬時間２時間の範囲内に再生加熱アスファルト混合物を製
造する再資源化施設がある場合、工事目的物に要求される品質等を考慮したうえで、
原則として、再生加熱アスファルト混合物を利用する。 

 
11. 鋼管・既製コンクリート杭を油圧パイルハンマで標準的な施工計画をする場合の説明に

関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 杭打機の標準としてクローラ式杭打で、規格としては油圧ハンマ直結三点支持式とし

た。 
b. ヤットコを使用して杭打ちする場合は、穴埋め作業用としてバックホウを用意する。 
c. 施工条件、杭径が同じであれば、一般的に油圧パイルハンマの重量は鋼管杭の場合よ

り既製コンクリート杭の場合の方が重くなる。 
d. 既製コンクリート杭の10本当りの施工日数Tdは、次式により求められる。 
   Td = α・Ta・β 
     α：肉厚係数 
     Ta：杭種、杭種別施工日数（ヤットコ打ちを含む）（日／10本） 
     β：作業係数 

 
 



12. 片押し延長2,500ｍ以下、設計掘削断面50ｍ2以上95ｍ2以下のトンネル工（NATM）の
工事用仮設備に関する土木工事積算基準上の記述として、誤っているものをa～dのなか
から選びなさい。 
a. 電力設備は、電力会社の供給設備を調査し、負荷設備容量に応じて受電設備を設ける。 
b. 坑内照明設備は、40W蛍光灯を５m間隔で両側に設置するのを積算上標準とする。 
c. 坑内の換気は、掘削断面、長さ、自然条件等を考慮して、自然換気に期待し得る場合

でもこれに依存することなく換気設備を設置することを標準とする。 
d. 小型多段遠心ポンプは給水設備の一つであり、その設置期間は掘削期間とする。 

13. 土木工事共通仕様書で示す用語の定義に関する記述として、誤っているものをa～dのな
かから選びなさい。 
a. 指示とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が請負者に対し、工事の施工上必要な

事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 
b. 承諾とは、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請負者

が口頭または書面により同意することをいう。 
c. 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と請負者が

対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 
d. 報告とは、請負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をもって知

らせることをいう。 

14. 土木請負工事工事費積算基準による直接工事費の積算に関する記述として、誤っている
ものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 材料の数量は、標準使用量に運搬、貯蔵及び施工中の損失量を見込んではならない。 
b. 労務賃金は、労働者に支払われる賃金であって、直接作業に従事した時間の労務費の

基本給をいい、基本給は、「公共工事設計労務単価」等を使用するものとする。 
c. 直接経費である特許使用料は、契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術

者等に要する費用の合計額とするものとする。 
d. 機械経費は、工事を施工するに必要な機械の使用に要する経費（材料費、労務費を除

く）である。 



15. 土木工事標準歩掛に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。  
a. 建設機械の運転・操作にかかる職種区分には運転手（特殊）と運転手（一般）がある。 
b. 運転手の機械運転１時間当り労務歩掛は次式により算出できる。 
    歩掛 ＝ １/T（人/ｈ） 
         Tは、運転日当り運転時間で、４～７時間について適用する 
c. 原動機燃料消費量の時間当たり燃料消費量は、次式で算出できる。 
    時間当り燃料消費量 ＝ 機関出力 × 時間当り燃料消費率 
d. ブルドーザの運転1時間当り燃料消費率（日常保守点検等に必要な油脂類及び消耗品

等を含む）の標準は、17.5(ℓ/kW-h)である。  

16. 鋼矢板を使用した仮設工の積算基準上に関する記述として、誤っているものをa～dのな
かから選びなさい。 
a. 電動式バイブロハンマをＮ値50以上で打込む場合はウォータージェット併用が標準

である。 
b. 対象地盤の最大Ｎ値が50を超えるようなものについては、次式により換算N値を求め、

打込み機の機種の選定を行う。 
   換算Ｎ値 ＝ 1,500/（落下50回当り貫入量(cm)） 
c. 25ｍ以下の引抜作業に電動式バイブロハンマを使用する場合は、Ｎ値にかかわらず、

規格として60kWを使用する。 
d. Ｎ値50未満で、打込長20ｍのⅣ型の鋼矢板を電動式バイブロハンマで打込む場合の

日当り施工枚数は38枚である。 

17. 施工パッケージ型積算方式の試行に関する記述として、誤っているものをa～dのなかか
ら選びなさい。 
a. 施工パッケージ型積算方式の目的は、発注者が施工パッケージ単価（請負代金の総額

を構成する基本区分毎のデータベース化された単価をいう）を用いて積算を行うもの
であり、積算業務の合理化等を図ることを目指すものである。 

b. 本方式は、基本的には積算方法の変更と同時に入札・契約方法の変更をするものであ
る。 

c. 施工機械の変更において、土木工事標準積算基準書に記載の適用範囲及び積算条件区
分に含まれる範囲は、設計変更の対象とはならない。 

d. 打設量、掘削量等の施工数量の変更等に伴う請負代金額の変更は次式により算出する。 
   積算単価（合意単価）×変更施工量 



18. 建設工事公衆災害防止対策要綱を適用する土木工事に関する記述として、誤っているも
のをa～dのなかから選びなさい。 
a. 施工者は、複数の請負関係のもとで工事を行う場合においても、特に全体を統括する

組織は必要なく、各請負者が安全施工の実現に努めればよい。 
b．起業者及び施工者は、他の建設工事に隣接輻輳して土木工事を施工する場合には、公

衆災害に係わる事項について、連絡調整を行うものとする。 
c．起業者及び施工者は、土木工事の施工に当たっては、あらかじめその工事の概要を付

近の居住者等に周知させ、その協力を求めなければならない。 
d．施工者は、道路上に作業場を設ける場合は、原則として、交通流に対する背面から車

両を出入りさせなければならない。ただし、周囲の状況等によりやむを得ない場合に
おいては、交通流に平行する部分から車両を出入りさせることができる。この場合に
おいては、交通誘導員を配置し、できるだけ一般車両の通行を優先するとともに公衆
の通行に支障を与えないようにしなければならない。 

 
19. 経済的な工程計画を立案する場合の記述として、誤っているものをa～dのなかから選び

なさい。 
a. 仮設備工事、現場諸経費が合理的な範囲で最小限であること。 
b. 施工用機械設備、仮設用材料、工具等を合理的最小限とし、できるだけ反復使用する

こと。 
c. 合理的に最大限の一定数の作業員をもって、全工事期間を通じて稼動作業員数の不均

衡をできるだけ少なくすること。 
d. 施工の段取り待ち、材料待ち、機械設備の損失をできるだけ少なくすること。 

20. 鋼橋の架設工法（トラッククレーン以外）の橋種別適応性に関する記述として、誤って
いるものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 単純トラス橋は直吊工法に適する橋種である。 
b. 上中路アーチ（ローゼ）は、直吊工法に適する橋種である。 
c. 箱桁橋は送出工法に適した橋種である。 
d. 連続箱桁は片持工法に適した橋種である。 



＜問題－Ⅳ－（２）：建設環境＞  

1.  環境影響評価法に基づく環境影響評価手続きの流れとして、正しいものをa～dのなかか
ら選びなさい。 
a. 準備書作成－方法書作成－評価書作成－配慮書作成－報告書作成 
b. 配慮書作成－方法書作成－準備書作成－評価書作成－報告書作成 
c. 方法書作成－準備書作成－評価書作成－配慮書作成－報告書作成 
d. 準備書作成－配慮書作成－方法書作成－評価書作成－報告書作成 

2.  PM2.5に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. PM 2.5とは直径2.5μm以下の微小粒子状物質を指す。浮遊粒子状物質（SPM）が直

径10μm以下でPM10と呼ばれるのに対してさらに微小な粒子状物質である。 
b. ＰＭ2.5は、粒径が小さいため気管を通過し易く、肺胞など気道より奥に付着して、

ぜんそくや気管支炎を引き起こす等、健康への影響も大きいと考えられている。 
c. 我が国では平成21年９月９日に環境基準告示された。環境基準では、年平均値と日平

均値の基準値が設定されている。 
d. ＰＭ2.5は、主に光化学反応等により二次的に生成される粒子が該当する。ディーゼ

ル排気粒子は粒径が大きくほとんど含まれない。 

3.  平成21年4月に改正された土壌汚染対策法に関する記述として、誤っているものをa～d
のなかから選びなさい。 
a. 面積に関わらず土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあるときの都道府

県知事からの命令に基づく調査の実施を規定している。 
b. 自主調査において土壌汚染が判明した場合の土地所有者等による都道府県知事への

区域指定の申請について規定している。 
c. 土地の形質変更時に届出が必要な区域と対策が必要な区域の指定と必要な対策内容に

ついて規定している。 
d. 汚染土壌処理業の許可制度の新設による汚染土壌への適正処理の確保などを規定し

ている。 
 

4.  拡散式を用いた自動車の走行に係る大気汚染の予測に関する記述として、誤っているも
のをa～dのなかから選びなさい。 
a. 発生源の原単位として、車種及び速度、縦断勾配に応じた排出係数を設定する。 
b. 気象条件として、年間を通した各月の平均風速及び風向の出現割合を設定する。 
c. 拡散式として、有風時にはプルーム式、弱風時にはパフ式を適用する。 
d. 拡散式を用いて算出した寄与濃度にバックグラウンド濃度を足し合わせて沿道の大

気汚染濃度を算出する。 



5.  周辺に人家が存在する路線において、道路構造を盛土構造から高架構造に変更した場合
に、環境影響が新たに生じる可能性がある項目として、最も相応しいものをa～dのなか
から選びなさい。 
a. 大気汚染 
b. 騒音 
c. 低周波音 
d. 地盤 

6.  揮発性有機化合物（ＶＯＣ）に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選
びなさい。 
a. 常温常圧で蒸発し空気中で容易に揮発する有機化合物の総称で、トルエン、キシレン、

酢酸エチルなどが該当する。 
b. 平成23年8月に大気汚染防止法が改正され、自動車からの排出が規制されている。 
c. 地下に浸透して土壌や地下水を汚染したり、大気中では光化学反応によりオキシダン

トや浮遊粒子状物質の発生に関与していると考えられている。 
d. 処理の方法としては、回収したＶＯＣガスをそのまま燃焼させたり、活性炭等の吸着

ろ過材による吸着回収で浄化する方法等がある。 

7.  環境影響評価における人と自然との触れ合いの活動の場への影響のうち、誤っているも
のをa～dのなかから選びなさい。 
a. キャンプ場へのアプローチが分断されることによる到達時間への影響 
b. スターウォッチングの名所での夜間照明の影響 
c. 子供たちの水遊び場への水質の影響 
d. ゴルフ場への騒音の影響 
 

8.  地球温暖化に伴う我が国の気候変動に関する記述として、誤っているものをa～dのなか
から選びなさい。 
a. 日本の年平均気温は､世界の年平均気温とほぼ同様に、100年当たり約0.68℃上昇して

いる。 
b. １時間降水量50㎜を越える大雨の発生回数は長期的に増加傾向にある。 
c. 年平均の土砂災害発生件数はここ30年間で約1.3倍に増加している。 
d. １時間降水量100㎜を越える大雨の発生回数は増加傾向にある。 



9.  大震災からの円滑かつ迅速な復興を推進するため平成23年12月に成立した「東日本大震
災復興特別区域法」の特例措置として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 公営住宅の入居基準の緩和 
b. 東北地方の高速道路の無料開放 
c. 許認可やゾーニングに係る手続きの簡素化や許可基準の緩和 
d. 宅地と農地の一体的な交換・整備のための新たな事業手法の活用 

10. 三陸沿岸道路等の復興道路の新規事業区間で導入されている事業促進PPPに関する記述
として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. PPPは「官民連携、公民協働」を意味する。 
b. 従来、発注者が行ってきた施工前段階の業務を発注者と一体となり、検討・実施する。 
c. 新規事業区間毎に民間技術者チームが配置されている。 
d. 発注者と連携し、建設コンサルタントや施工会社との調整を行う。 

11. 平成19年４月より本格運用されている、「国土交通省所管公共事業における景観検討の
基本方針（案）」に基づく同省所管公共事業の景観評価システムの骨子として、誤って
いるものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 対象事業の景観検討区分を、①重点検討事業、②一般検討事業、③対象外事業の３つ

に分類している。 
b. 環境影響評価法における「景観」の影響評価手法との連携、役割分担が明確化されて

いる。 
c. 景観アドバイザーを「景観施策アドバイザー」と「事業景観アドバイザー」に区分し、

それぞれの役割が明確化されている。 
d. 景観検討に関するPDCAサイクルが明確化されている。 

12. 生物学的水質判定法における水質階級と、その判定基準となる指標生物についての記述
として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. きれいな水(水質階級Ⅰ)   （ヒラタカゲロウ類、ミズムシなどが優先する） 
b. ややきれいな水(水質階級Ⅱ) （カワニナ類、サカマキガイなどが優先する） 
c. きたない水(水質階級Ⅲ)   （シマイシビル、タニシ類などが優先する） 
d. とてもきたない水(水質階級Ⅳ)（ユスリカ類、ヨコエビ類などが優先する） 



13. 生物多様性基本法に示される「基本的施策」のうち、「保全に重点を置いた施策」とし
て挙げられている事項として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 地域の生物多様性の保全 
b. 野生生物の種の多様性の保全 
c. 外来生物等による被害の防止 
d. 遺伝子の多様性の保全 

 
14. ラムサール条約に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 条約の対象となる湿地のタイプは天然のものを基本とするが、永続的なものか一時的
なものかは問わず、更に滞水・流水、淡水・汽水・海水を問わないとしている。 

b. 国際的な登録基準のうち鳥類に関する基準として「定期的に２千羽以上の水鳥を支え
る湿地」が示されている。 

c. 国際的な登録基準のうち魚類に関する基準として「固有な魚類の亜種、種、科の相当
な割合を支えている湿地」が示されている。 

d. 日本での登録条件として「地元住民から登録への賛意が得られること」が挙げられて
いるが、国内法による規制等の必要性は定められていない。 

15. 絶滅危惧種に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 国際的な自然保護機関である国際自然保護連合(IUCN)では、絶滅した種や絶滅のお

それのある動植物種を「レッドリスト」にまとめ、保護を訴えている。 
b. 絶滅危惧Ⅰ類は、ごく近い将来絶滅の危険性が極めて高い種である「絶滅危惧ⅠA類」

と、ⅠA類ほどでないが、近い将来に絶滅の危険性の高い種である「絶滅危惧ⅠB類」
に分けられる。 

c. 絶滅危惧Ⅱ類は、絶滅の危機が増大している種と定義される。 
d. 絶滅の危険度は小さいが、継続的な監視が必要な種を「準絶滅危惧種」としている。 

16. 陸上昆虫類の調査方法のうち「平たい容器に水を張り徘徊性の陸上昆虫類やハエ等を採
集する方法」の名称として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. パントラップ法 
b. ライトトラップ法 
c. ピットホールトラップ法 
d. マレーズトラップ法 
 

 
 
 
 
 



17. 国土交通省および海上保安庁が、地方自治体等と連携して実施している『全国海の再生
プロジェクト』における主な取組みとして、誤っているものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. 陸域からの汚濁負荷の削減（合流式下水道の改善、下水道の高度処理の推進、湿地や

河口干潟の再生など） 
b. 海域環境の改善（干潟・藻場等の再生・創出、汚泥の除去や底質の改善など） 
c. 環境モニタリング（水質測定､人工衛星を利用した赤潮等の常時監視など） 
d. 海洋不法投棄の撲滅（巡回監視、罰則の強化など） 

18. 外来生物法に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 特定外来生物は生きているものに限られるが、個体だけでなく、卵や種子、器官など

も含まれる。 
b. 特定外来生物に指定されると、飼育、栽培、保管及び運搬が原則禁止される。 
c. 特定外来生物を野外で捕まえて持ち帰ってはいけないが、釣りのキャッチアンドリリ

ースのようにその場ですぐに放せば問題はない。 
d. 外来生物法では違反に対する罰則（懲役や罰金）は定められておらず、各自治体の条

例に準ずることとしている。 
 

19. モニタリングサイト1000に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 国土交通省が第三次生物多様性国家戦略の一環として2003年度から行っている、重要

生態系監視地域モニタリング推進事業のこと。 
b. 日本の代表的な生態系の状態や動植物の生育生息状況などを、1000年という長い期

間にわたり定量的にモニタリングすることによって、種の減少や種の組成など生物多
様性の変化を把握し、自然環境を保全する施策に役立てようというプロジェクト。 

c. 2011年7月時点で、高山帯、森林・草原、里地里山、湖沼・湿原、砂浜、磯、干潟、
アマモ場、藻場、サンゴ礁、小島嶼など全国の約1013カ所にモニタリングサイト（調
査地点）が設置されている。 

d. これまで実施されてきた「自然環境保全基礎調査」に替わる環境モニタリングとして
期待されている。 

20. 環境省が所管する「国民公園」として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 新宿御苑 
b. 皇居外苑 
c. 浜離宮恩賜庭園 
d. 京都御苑 



＜問題―Ⅳ―（２）：機械＞ 

1.  非破壊試験法に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 超音波探傷試験は、割れや溶込み不良などの内部きずの検出に適している。 
b. 磁粉探傷試験は、銅、アルミニュウムにおける表面きずの検出に適している。 
c. 放射線透過試験は、ブローホールやスラグ巻込みなどの内部きずの検出に適してい

る。 
d. 浸透探傷試験は、きずの方向とは関係なく、表面きずの検出に適している。 

2.  歯車に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. ウォームギヤは、一般の歯車減速機に比べ高い減速比が得られ、騒音が少なく、

効率も良い。 
b. 平歯車の歯形は、一般的にサイクロイド曲線が用いられている。 
c. かさ歯車は、動力及び回転が伝わる２軸が平行な場合に用いられる。 
d. はすば歯車は、かみ合いが円滑で騒音が少なく、なめらかなトルク伝達特性を持つ。 

3.  ブルドーザの性能を表す主な項目として、誤っているものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. 車体長 
b. 運転質量 
c. けん引出力 
d. 接地圧 

4.  騒音規制法における特定建設作業に関する記述として、誤っているものをa～dのなか
から選びなさい。 
a. アスファルトフィニッシャを使用する作業（一日における当該作業に関わる二地

点間の最大距離が200mを超えない） 
b. くい打機（もんけんを除く）、くい抜機又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜

機を除く）を使用する作業 
c. バックホウ(原動機の定格出力80kW以上のものに限る)を用いた作業 
d. ブルドーザ(原動機の定格出力40kW以上のものに限る)を用いた作業 



5.  ダムの小容量放流設備用主ゲート・バルブに関する記述として、誤っているものをa
～dのなかから選びなさい。 
a. ジェットフローゲートはローラ形式とし、ゲート下流部には必要に応じて口径の1.2

倍以上の整流管を設ける。 
b. ホロージェットバルブのバルブ本体およびニードルは、有害な負圧などが発生し

ないような形状とする。 
c. フィックストコーンバルブは、拡散放流状態が好ましくない場合には、バルブ下流

側にフード管を設ける。 
d. コーンスリーブバルブは使用条件によって外スリーブ形式または内スリーブ形式

を選定する。 

6.  システムの高信頼化手法に関連する手法・概念、目的および内容の組み合わせとして、
誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

 手法・概念 目的 内容 
a フォールトアボイダンス 故障を少なくする 部品の高信頼化、品質管理等 
b フォールトトレランス 故障の影響を抑える 冗長設計、異常検出、異常救済等 
c フェールセーフ 故障を抑える 冗長性技術、自己故障診断等 
d フールプルーフ 人間のミスの影響を抑える ― 

7.  内水排水ポンプ設備における主ポンプの選定に関する記述として、正しいものをa～d
のなかから選びなさい。 
a. 主ポンプの軸形式は、非常用設備としての始動性を重視し横軸形を採用すること

が多い。 
b. 揚程が低い場合には軸流形または斜流形、揚程が高い場合には渦巻形が採用され

る。 
c. チューブラポンプは、構造上、地上式揚排水機場に設置するポンプに適している。 
d. 計画吐き出し量が毎秒５m3を超える設備では、土木構造と一体としたコンクリー

トケーシングを用いることが多い。 



8.  救急排水ポンプ設備計画に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. ポンプ台数の計画範囲は、運搬設置作業を考慮して概ね３台までとする。 
b. ポンプ本体電源は、一般的に経済性を考慮して商用電源を使用し、予備電源とし

て可搬式発電機を保持する。 
c. ポンプ形式は、排水高さを考慮して渦巻ポンプを標準とする。 
d. 堤防には排水用の樋管を設けずに鋼管またはホースにより堤防を乗り越えて排水

を行う。 

9.  水門設備における防食方法に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びな
さい。 
a. 金属溶射は、溶射金属が犠牲となって耐久性が期待できるため、水没箇所に使用

すると経済的である。 
b. ステンレス鋼（SUS304）は耐食性に優れているので、海水･汽水箇所で使用して

も問題がない。 
c. 高力ボルト摩擦面について、摩擦力を向上させる目的でプライマーを塗装すること

が一般的となっている。 
d. 異種金属の組合せによるマクロセル腐食（局部腐食）が想定されるときは、電気

防食を併用する。 

10. 濁水処理装置および脱水処理機械に関する記述として、正しいものをa～dのなかから
選びなさい。 
a. スクリュデカンタは、遠心力を利用して液より比重の重い固形物を泥水から分離

する方式である。 
b. 炭酸ガスによる中和はドライアイスと液体との反応であり、反応時間は10分程度

である。 
c. スパイラル分級機は、振動スクリーンと液体サイクロンとをスパイラル状に組み合

わせて土塊、れき分、砂分を分離脱水する装置である。 
d. フィルタプレスは、土質条件やスラリ濃度で異なるが１サイクルの脱水時間が数

分と短い特長がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. 建設機械に使用する潤滑油に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選
びなさい。 
a. 潤滑油には、摩擦低減作用および磨耗防止作用のほか冷却作用、洗浄作用および

防錆防食作用がある。 
b. SAE粘度グレードの番号にＷがついたエンジンオイルは、冬季(Winter)用の意味

を表している。 
c. 添加剤が配合された潤滑油は、泡が生じにくく酸化劣化しにくい強靭な油膜を形成

する性質を持つ。 
d. グリースは各種銘柄のグリースを混合して、給油脂箇所に合致した稠度（ちょう

ど）に調整して使用する。 

12. 建設機械用ディーゼルエンジンに関する記述として、正しいものをa～dのなかから選
びなさい。 
a. 建設機械用として、高速回転域におけるトルク増加の特性が必要である。 
b. エンジンの作動サイクルは、複合サイクル(サバテサイクル)である。 
c. 燃焼方式は、空気と混合した霧状燃料に電気点火装置により強制着火する。 
d. 予燃焼室式は燃焼音が小さい利点から、現在では小型機関に多く採用される。 

13. ショベル系掘削機の特徴と主な用途に関する記述として、誤っているものをa～dのな
かから選びなさい。 
a. クラムシェルは、一般土砂の孔掘り、ウェル等の基礎掘削、河床・海底の浚渫お

よびビル基礎の根切りに使用される。 
b. バックホウは、機械が設置された地盤より低い所の掘削に使用され、機械の質量

に見合った掘削力が得られる。 
c. ローディングショベルは、掘削力の大きい特長を生かして機械が設置された地盤よ

り高い地山の切崩しに使用される。 
d. ドラグラインは、掘削半径が大きくて水中掘削も可能であるため、河川や軟弱地

の改修工事の掘削に使用される。 

14. 工事費に係る機械経費に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びな
さい。 
a. 建設機械の効用を維持するための整備および修理の費用は、機械損料に含まれる。 
b. 建設機械施工に付随する補助作業の労力の費用は、運転経費に含まれない。 
c. 建設機械の保有に伴い必要となる租税公課や保険料の費用は、機械損料に含まれな

い。 
d. 建設機械の運転作業に必要な燃料・油脂の費用は、運転経費に含まれる。 

 
 



15. ダムの小容量放流設備用ゲート・バルブに関する記述として、正しいものをa～dのな
かから選びなさい。 
a. ホロージェットバルブは、主バルブとして放流管の下流端に設置され、一般的に

水中放流で使用される。 
b. リングホロワゲートは、開度0～100%にて使用可能な主ゲートであり、減勢工は

リターンフロー形が多い。 
c. コーンスリーブバルブは、全開時放流時の流量係数が0.95を超え、主として空中

放流で使用される。 
d. スルースバルブは、もっぱら副バルブとして使用され、ケーシング底部にはドレ

ーン設備を設ける。 
 

16. ゲート水密部のゴム水密に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. 水密ゴムには合成ゴムと天然ゴムとがあり、合成ゴムは特に強さ・耐摩耗性の点

で優れている。  
b. 水密ゴム押え板の材質には、取付けボルトおよびナットともにステンレス鋼を使

用することが多い。 
c. ゴム形式のＬ形は、一般的に低水圧で使用するゲートの底部箇所または上部箇所の

水密に使用される。 
d. 水密ゴムのコーナ部は一般的に現地接合を行い、直線部については工場にて一体

成形する。 

17. 内水排水ポンプ設備の計画・設計に関する記述として、誤っているものをa～dのなか
から選びなさい。 
a. 水位変動に対する主ポンプの流量制御は、吐出し弁制御を標準とする。 
b. 主ポンプの設置台数は、危険分散を考慮して２台以上とする。 
c. 緊急時においても遅滞なく、設備の確実な始動性が確保される。 
d. 出水時の粗大流下物に対し設備機能を保護する除塵設備を設置する。 



18. 揚排水ポンプ設備における主ポンプ駆動用原動機に関する記述として、誤っているも
のをa～dのなかから選びなさい。 
a. ディーゼルエンジンは本体荷重および運転時の動荷重が大きいため、強固な土木

基礎が必要である。  
b. 横軸ガスタービンは１軸式と２軸式とに分類され、１軸式はクラッチが無くても

主ポンプを始動できる。 
c. 立軸ガスタービンは、横軸ガスタービンと比較して設備の設置面積は小さいが設置

高さは高くなる。 
d. 電動機には操作性、保守性および経済性に優れた三相誘導電動機が使用され、一

般にかご形が優先選定される。 

19. 道路トンネル換気設備に使用される軸流送風機に関する記述として、誤っているもの
をa～dのなかから選びなさい。 
a. 軸流送風機の性能特性は、トンネル換気に必要な大風量・低風圧に適している。 
b. 小型であって形状がコンパクトであるため、据付けスペースが狭くても良い。 
c. 運転騒音が小さいので、一般的に換気機に対する消音装置の設置が不要である。 
d. 必要に応じて逆転運転も可能であるので、送風方向を逆転することができる。 

20. コンクリートプラントに関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. サイロからのセメント輸送は、スクリュコンベヤとバケットエレベータの組み合

わせ方式から空気輸送方式に移行してきた。 
b. 材料の計量は、近年の傾向としてロードセル計量方式よりも機械秤と電気制御と

の組合せ方式が主流である。 
c. コンクリートプラントの標準製造能力は、一般に1時間あたりに製造されるコンク

リート質量（t/h）で表示される。 
d. バッチ式ミキサには重力式ミキサと強制練りミキサとがあり、現在では重力式ミ

キサが主流になっている。 



 

 

＜問題－Ⅳ－（２）：水産土木＞ 

1.  漁港・漁場の施設の設計にあたって考慮すべき事項として、誤っているものをa～dのな
かから選びなさい。 
a. 施設整備の社会的条件を踏まえるために、施設の建設費及び維持管理費を総合的に考

慮して、適切に設計条件を定める必要がある。 
b. 沿岸域における動植物の生態系、漁場環境、自然及び漁村の景観、海浜変形、水質、

底質等の周辺環境への影響を考慮して、適切に設計条件を定める必要がある。 
c. 港内水質の浄化や岸壁周辺の衛生環境の改善など、漁港における陸揚げから流通まで

の間の水産物の品質・衛生管理に配慮して、適切に設計条件を定める必要がある。 
d. 漁村は都市部に比べていまだに生活環境の整備が立ち遅れ、高齢化の進展も早いこと

から、利用者の利便性に配慮し、漁村の生活環境の向上にも資するよう、適切に設計
条件を定める必要がある。 

2.  波浪に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 1/10最大波とは、ある波群中で波高の大きい方から数えて、波群全体の波の数の1/10

に相当する波を言う。 
b. 有義波高とは、ある波群中で波高の大きい方から数えて、波群全体の波の数の1/3を

抽出し、これらの波高の平均値を言う。 
c. 最大波とは、ある波群中で最も周期の大きい波を言う。 
d. エネルギー平均波とは、ある波群中の全波高を算術平均した波を言う。 

3.  防食に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 漁港の施設については、平均干潮面付近で集中腐食が生じる恐れがあることから、平

均干潮面よりも下の部分においては電気防食工法、「朔望平均干潮面以下１ｍ」よりも
上の部分においては被覆防食工法によることが望ましい。 

b. 被覆防食工法とは、被防食体を環境遮断することにより防食する方法で、塗装、有機
ライディング、無機ライディング、金属ライディングがある。 

c. 鋼材の腐食は多種多様であるが、一般に漁港構造物が設置される海洋、淡水、土壌等
pHがほぼ中性とみなせる環境では、水と酸素量が鋼材の腐食に重要な役割を果たす。 

d. 土壌中では、液体（海水、淡水等）、個体（土壌）、気体（空気、ガス等）が共存して
いるため、自然環境の中では最も複雑な腐食現象を示し、淡水、海水、大気中に比べ
て腐食速度が大きい。 



 

 

4.  漁港における軟弱地盤対策工法のうち、固結・熱処理において、適用土質として砂質土
に適用できない工法をa～dのなかから選びなさい。 
a. 表層混合処理工法 
b. 深層混合処理工法 
c. 薬液注入工法 
d. 凍結工法 

5.  「漁業地域の減災計画策定マニュアル」には漁村の減災計画策定手順が示されているが、
最初に行なう手順として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 地域の災害に対する問題点を整理し、検討する。 
b. 減災対策を検討し、減災計画としてとりまとめる。 
c. 地域の関係者が集まり、災害に対する地域の現状を把握・分析する。 
d. 減災計画を避難訓練や啓発普及活動により普及し、活動の改善点を点検・確認する。 

6.  漁港の防波堤の特徴に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 直立堤は反射波が大きく、配置によっては波の収斂がおこることがあるが、係船を兼

ねる場合には適している。 
b. 混成堤は直立堤や傾斜堤の長所を備えており、捨石部が洗掘しにくく水深の大なる箇

所に多く用いられる。 
c. 傾斜堤は、堤敷きが大きいので、港口の幅や利用水域が狭くなるが、反射波は少ない。 
d. 傾斜堤は、地盤の凹凸、軟弱度合いにさほど関係なく施工できるが、ある程度以上強

大な波力を受ける箇所では、材料の制約により適さなくなることがある。 

7.  外郭施設の配置に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 最も波高の大きい波浪や発生頻度の高い波浪など港内静穏度に悪影響を及ぼす波浪

の方向について考慮する。 
b. 航路や泊地に反射波や沿い波による悪影響が及ばないように配慮するとともに、畜

養・中間育成・養殖施設への影響も考慮する。 
c. 海底勾配の急な所で、その直背後に等深線に平行に防波堤を配置すると、衝撃砕波力

や基礎部の堆積が発生するので注意を要する。 
d. 屈曲部を設けると、波の集中を招き強大な波力を受ける恐れがあることから、防波堤

の屈曲部はなるべく設けないように留意する。 



 

 

8.  航路の設計における記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 航路の水深を定める際に、荒天時に小型船が出入港を必要とする場合の余裕水深とし

て、出漁限界波高の3/4程度を見込んでもよい。 
b. 航路の幅員は、波浪の港内への進入を極力防止できるよう、代表的な利用漁船の幅Ｂ

を基準とし、すれ違いを考慮して３Ｂ以下とする。 
c. 航路上の屈曲部の交角は、漁船の最大舵角が通常25°程度であるため、概ね25°を超え

ないことが望ましい。 
d. 航路の形状は漁場の位置の時期的変化、風、波等の影響から、一定の幅員を持つ帯状

の形として決められない場合がある。 

9.  係船岸の構造形式別の特徴に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選び
なさい。 
a. 浮体式係船岸は漁船等の衝撃、けん引力に対する抵抗力が小さく、載荷力が小さい。 
b. 重力式係船岸は、軟弱地盤の場合及び耐震構造として適当な場合が多いが、水深が大

きくなると壁体の自重が増大し不経済となる。 
c. 矢板式係船岸は、硬質地盤または玉石混じり層の場合に矢板の打ち込みが困難となり、

地質が極端に軟弱で矢板の抵抗土圧が不足する場合には適用不可能となる。 
d. 桟橋形式の係船岸は、軟弱地盤の場合または耐震構造とする場合に適するが、硬質地

盤または玉石混じり層の場合は杭の打ち込みが困難となる。 
 

10. 磯根増殖場の設計に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 着定基質上の波浪流速が、天然磯根漁場の条件を満足するか検討し、満足されるよう

に天端水深を決定する。 
b. 事前調査で得られた天然漁場の形成条件である水深、砂面からの高さから着定基質の

天端水深を仮定する。 
c. 良好な天然磯根漁場が成立している場所について、水深、砂面からの高さ、平均的に

その場に作用する潮流について、季節ごとに情報を収集し、設計条件の抽出と設定を
行う。 

d. 着定基質の安定質量については、流れの力または波力に対する施設の安定性及び機能
等を考慮して、適切に検討する。 



 

 

11. 漁港施設の地震・津波対策に関する設計方針の記述として、誤っているものをa～dのな
かから選びなさい。 
a. 津波については、漁業活動の安定化や効率的な生産・流通拠点の確保の観点から、施

設が被災した場合の社会経済的な影響の大きさと施設の耐用年数の関係、波浪や地震
等の他の外力における設計の考え方等を考慮して、発生頻度の高い津波を設計の対象
とする。 

b. 地震については、再現期間が概ね75 年の中規模地震動（レベル１地震動）及び再現
期間が数百年以上の大規模地震動（レベル２地震動）の二つの地震動を設計の対象と
する。 

c. 地震・津波対策を行うにあたっては、地方公共団体が行うハザードマップ作成といっ
たソフト施策、水産関係施設等の地震・津波対策の実施状況を把握し、それらと独立
した個別の対策を検討し、これを通じて設計の適正化・効率化を図ることが重要であ
る。 

d. 被災後の施設の早期復旧、周辺の漁場環境の早期回復等を図る観点から、被災した施
設を有効に活用する、水産資源の生育環境に配慮した構造にするなど、環境に配慮し
た設計とすることが望まれる。 

12. 外郭施設に関する記述として、適切でないものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 港内静穏度の向上を目的とする主な施設としては、防波堤、突堤などがある。 
b. 漁港海岸の侵食を防止するために離岸堤などを整備する。 
c. 航路及び泊地の水深の維持を目的とする主な施設としては、防砂堤、導流堤などがあ

る。 
d. 海水侵入を防止するために突堤を計画する。 

13. 海水交換施設に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 海水交流施設・工法の設計にあたっては、養殖場における物質収支、特にDO収支に

留意する必要がある。 
b. DOは、水温や塩分とは異なり、自家汚染が進行しても悪化する傾向はない。 
c. 海水交換量の検討に際しては、ボックスモデルやメッシュモデルによる数値計算を用

いることが多い。 
d. 漁場におけるDOの物理的変動要因としては、海水の流動に基づく移流、拡散による
輸送、海面からの溶入などがあげられる。 



 

 

14. ノリ養殖業に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. ノリ養殖の効率化と品質管理のため種苗生産施設を整備した。 
b. ノリ養殖は気象、海象(気温、水温、海水比重、栄養塩、水質、流れ、潮汐、地形等）

によって左右される。 
c. 敷き網はノリ養殖に使用する網で、ノリ胞子を着生させ育成させるために、海水の表

面に水平に浮遊させる。 
d. ノリの色落ちを防ぐためには、海水中の窒素の変動に注意し、窒素が少なくなった場

合は、柵数を減らし、海水の交換を良くする。 
 

15. 岩礁性藻場の造成に関する記述として、適切でないものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 海藻草類の生育は光条件によって制限されるため、基盤の断面を設計する場合には対

象種の生育や成熟に要する光条件を把握して、生育に十分な水深を設計する必要があ
る。 

b. 適度な波は海藻類にとって好適条件の一つであるが、必要以上に大きな波は海藻類の
着生を妨げたり、着生しているものを剥離させたりする場合があるため、海藻類の生
長段階ごとで制限となる波が異なることを考慮するとともに、波浪に伴う砂の変動に
ついても留意する必要がある。 

c. 流れは、海藻への栄養塩の補給・代謝老廃物の排除、懸濁物質の藻体への付着・生育
基盤への堆積防除、胞子などの移流拡散等に寄与しているため、流れが強い開放的な
場所で造成を計画しなければならない。 

d. 藻場の生育環境を改善する主な技術としては、海藻類の生育に適した水深の確保を目
的とした海底地盤の水深調整、潜堤・防波堤等による静穏化、生育基盤となる石やブ
ロックなど基質の設置、不適合地盤の改善などがある。 

16. 水域環境改良保全工法に関する記述として、適切でないものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. 閉鎖性の深い湾における工法には、湾口改良や新水道の開削、鉛直混合がある。 
b. 閉鎖性の浅い湾における工法には、作れい、湾口改良、新水道の開削、潮流制御工が

ある。 
c. 開放性の深い湾における工法には、潮流制御工、内部潮汐利用、鉛直混合がある。 
d. 開放性の浅い湾における工法には、湾口改良、潮流制御工がある。 



 

 

17. 我が国周辺水域の水産資源の状況に関する記述として、誤っているものをa～dのなかか
ら選びなさい。 
a. 我が国の漁業・養殖業生産量は、昭和59年にピーク（1,282万トン）に達した後、沖

合漁業におけるマイワシの漁獲量減少や遠洋漁業の縮小（海外漁場からの撤退等）に
より昭和63年頃から平成7年頃にかけて急速に減少した。 

b. 平成23年には、東日本大震災の被害を受けた地域の生産量が大幅に減少したこと等に
より、漁業及び養殖業の総生産量は前年に比べ、20％の減少となった。 

c. マイワシを除いた沿岸・沖合漁業の漁獲量は、この数年は横ばいから緩やかな減少傾
向で推移していたが、平成23年は前年比10％減となった。 

d. 我が国周辺水域の水産資源に関する平成24年度の評価結果では、資源評価対象（52
魚種・84系群）のうち、資源水準が高位のものが15系群（17.9％）、中位のものが34
系群（40.5％）、低位のものが35系群（41.7％）となっており、近年は低位水準の割
合が減少し、中位水準の割合が増加する傾向にある。 

18. 平成23年の我が国の海面漁業について、生産量の多い順に並べたものとして、正しいも
のをa～dのなかから選びなさい。 
a. 沖合漁業＞沿岸漁業＞遠洋漁業 
b. 遠洋漁業＞沖合漁業＞沿岸漁業 
c. 沿岸漁業＞遠洋漁業＞沖合漁業 
d. 沖合漁業＞遠洋漁業＞沿岸漁業 

19. 平成24年度から平成28年度までの漁港漁場整備長期計画に関する記述として、誤ってい
るものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 漁港漁場整備長期計画において重点的に取り組むべき課題は、「災害に強く安全な地

域づくりの推進」、「水産物の安定的な提供・国際化に対応できる力強い水産業づくり
の推進」、「豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進」の３課題である。 

b. 「災害に強く安全な地域づくりの推進」において目指す主な成果は、『水産物の流通
拠点となる漁港のうち、産地市場前面の陸揚げ用の岸壁が耐震化された漁港の割合を、
20％（平成21年度）からおおむね90％に向上させる。』などである。 

c. 「水産物の安定的な提供・国際化に対応できる力強い水産業づくりの推進」において
目指す主な成果は、『水産物の流通拠点となる漁港で取り扱われる水産物のうち、漁港
漁場整備事業を通じた高度な衛生管理対策の下で出荷される水産物の割合を、29％
（平成21年度）からおおむね70％に向上させる。』などである。 

d. 「豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進」において目指す主な成果は、『水産
生物の生活史に対応した良好な生息環境空間を創出するための漁場再生及び新規漁場
整備により、おおむね11万トンの水産物を新たに提供する。』である。 



 

 

20. 漁港における衛生管理基準に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. 安全性確保、取組の持続性確保、品質管理等の重要性にかんがみ、一層の衛生管理体

制の向上を図る際の目安とすべく、レベル１から５までの５段階で基準を設定する。 
b. レベル１については、水産物を陸揚げするすべての漁港で順次対策を講じることが重

要である。 
c. 衛生管理の評価にあたり、「水環境」、「水産物の品質管理」及び「作業環境」の３つの

視点から基準を設定する。 
d. 同一漁港であっても、多様な魚種・取扱形態での作業が存在することから、漁港単位

ではなく、取り扱う水産物ごとに評価する。 



＜問題－Ⅳ－（２）：電気電子＞ 

1.  36極の同期電動機で周波数60[Hz]の場合の回転数[min-1]として、正しいものをa～dの
なかから選びなさい。 
a. 100 
b. 200 
c. 300 
d. 400 

2.  火力発電所の復水器の真空度[mmHg]の概数として、正しいものをa～dのなかから選び
なさい。 
a.  40 
b.  80 
c. 680 
d. 720 

3.  電力用コンデンサの直列リアクトルは第５調波に対して回路を誘導性とするために使用
するものであるが、理論的にはコンデンサ容量の何％以上とする必要があるか。その値
として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. ２ 
b. ４ 
c. ８ 
d. 12 

4.  電灯・動力共用のＶ結線した変圧器バンクがある。動力専用相が20[kVA]、電灯・動力
共用相が50[kVA]の場合、負荷しうる最大電力[kW](電灯負荷と動力負荷の和)のおよ
その値として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。ただし、負荷の力率は電灯、
動力ともに100[％]とし、動力負荷は最大限負荷とする。 
a. 34.6 
b. 50.0 
c. 64.6 
d. 86.6 



5.  次の係数を等号で結ぶための単位記号の組み合わせとして、正しいものをa～dのなかか
ら選びなさい。１[①]＝4.186[②]＝1/860[③] 
a. ①[Ｊ] ②[cal] ③[mol] 
b. ①[cal] ②[Ｊ] ③[Wh] 
c. ①[Ｎ] ②[cal] ③[Wh] 
d. ①[ｍ] ②[Ｊ] ③[kW] 
 

6.  有効揚程225[m]、ポンプ効率88[％]、電動機効率98[％]の揚水発電所がある。下部池
から6×106[m3]の水を揚水する場合の必要電力量[kWh]の値として、正しいものをa～d
のなかから選びなさい。ただし、揚水により有効揚程および効率は変わらないものとす
る。 
a. 1.53×102 
b. 4.26×103 
c. 4.26×106 
d. 1.53×107 

7.  トルクが30[kg･m]、回転速度が180[min-1]の工作機械の駆動用三相誘導電動機の出力
[kW]の値として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。ただし、機械効率を50[％]
とする。 
a. 9.2 
b. 10.3 
c. 11.1 
d. 12.3 

8.  送電線の雷害に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 架空送電線を雷から遮へいするために架空地線を施設する。 
b. 雷撃時に架空地線から送電線に向けてせん絡することがある。 
c. がいしにせん絡が生じた場合のアークによるがいしの破損を防ぐためにダンパを取り

付ける。 
d. 中性点接地方式の場合は消弧リアクトルを設けるとせん絡防止に有効である。 



9.  次の図は自動制御系の基本構成を示したものである。各信号の組み合わせとして、正し
いものをa～dのなかから選びなさい。 

a. ①制御量、②フィードバック信号、③制御偏差、④目標値、⑤操作量、⑥外乱 
b. ①制御偏差、②外乱、③フィードバック信号、④操作量、⑤目標値、⑥制御量 
c. ①外乱、②制御量、③制御偏差、④フィードバック信号、⑤操作量、⑥目標値 
d. ①目標値、②制御偏差、③操作量、④外乱、⑤制御量、⑥フィードバック信号 

10. 対地電圧150[Ｖ] 以下の屋内電路の絶縁抵抗値[ＭΩ]の最低値として、正しいものをa
～dのなかから選びなさい。 
a. 0.1 
b. 0.2 
c. 0.4 
d. 2.0 

11. データ伝送方式に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. シリアルデータ伝送方式は直列伝送方式であり、パラレルデータ伝送方式に比べて配

線数が少なく低コストである。 
b. パラレルデータ伝送方式は並列伝送方式であり、シリアルデータ伝送方式に比べて伝

送速度は高速であり、長距離のデータ伝送にも優れている。 
c. RS-232C、RS-485はシリアルデータ伝送方式である。 
d. GP-IBは、コンピュータと計測器間のインタフェースとして開発されたパラレルデー

タ伝送方式である。 

12. 500kHzの搬送波を10kHzの信号波で振幅変調したときの上側波帯と下側波帯の組合せ
として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 上側波帯50kHz、下側波帯60kHz 
b. 上側波帯510kHz、下側波帯490kHz 
c. 上側波帯500kHz、下側波帯600kHz 
d. 上側波帯50kHz、下側波帯5,000kHz



13. インターネット通信で使われるTCP/IPおよびUDP/IPに関する記述として、正しいもの
をa～dのなかから選びなさい。 
a. TCPは、コネクション型で、OSI基本参照モデルのデータリンク層に含まれる。 
b. TCPは、コネクションレス型で、OSI基本参照モデルのトランスポート層に含まれる。 
c. UDPは、コネクション型で、OSI基本参照モデルのデータリンク層に含まれる。 
d. UDPは、コネクションレス型で、OSI基本参照モデルのトランスポート層に含まれる。 

14. 電波通路を示す次図に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a.   A  はクリアランス、  B  はフレネルゾーンと呼ばれる。 
b.   A  はフェージング、  B  はプロファイルと呼ばれる。 
c.   A  はフレネルゾーン、  B  はクリアランスと呼ばれる。 
d.   A  はプロファイル、  B  はフェージングと呼ばれる。 

 

 
 
15. 伝送系において、高周波での搬送波信号と雑音との比を表す指数として、正しいものをa

～dのなかから選びなさい。 
a. D/U 
b. C/N 
c. S/N 
d. NF 

16. 外径20㎜、径間40mのケーブルに加わる甲種風圧荷重[N]として、正しいものをa～dの
なかから選びなさい。ただし、甲種風圧荷重においてケーブルにかかる風圧は980パス
カルである。 
a. 392 
b. 490 
c. 633 
d. 784 

B

A



17. マイクロ波による通信の特徴に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選
びなさい。 
a. 周波数が高くなるほど、アンテナを小型化できる。 
b. VHF帯の電波と比較して、地形や降雨の影響を受けにくい。 
c. アンテナの指向性を鋭くできるため、混信対策が比較的容易である。 
d. 占有周波数帯域を比較的広く取れるため、多重無線回線の構成が容易である。 

18. 2進数(01011110)2を10進数に変換したものとして、正しいものをa～dのなかから選び
なさい。 
a. 94 
b. 81 
c. 65 
d. 30 

19. 電気通信施設の劣化診断に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びな
さい。 
a. 予防保全とは、設備のその時点での劣化状態を把握し、異常あるいは故障に関する原

因の推定及び将来への影響を予測することをいう。 
b. 期待寿命とは、機器・部品を標準状態で使用し、劣化又は破損した場合に修繕により

実用上支障のない程度まで回復させ、使用したい期間をいう。 
c. 一次診断とは、劣化診断の知識を有する専門技術者が、定期保全データの活用と目視・

試験測定等により、機器の劣化状況を把握し、機能維持を目的とする診断をいう。 
d. 修繕とは、劣化又は破損した部位、部品等の性能・機能を初期の水準又は実用上支障

のない状態までに回復させることをいう。 

20. 二重偏波レーダに関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 二重偏波レーダは、水平偏波と垂直偏波のパルス波を交互に発射し、降水粒子からの

反射強度の違いから降水粒子の形状や大きさを観測するものである。 
b. 二重偏波レーダは、単一偏波レーダに比べて、強降雨での観測精度向上が期待できる。 
c. 二重偏波レーダは、送信波の後方散乱波の水平偏波成分、垂直偏波成分の受信電力強

度を観測する。 
d. 二重偏波レーダは、レドームが不要である。 



＜問題－Ⅳ－（2）：廃棄物＞  

1.  廃棄物最終処分場の性能指針で示されている性能に関する事項とその性能確認に関する
記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 埋立処分容量は、埋立処分を行う期間内（原則的には15年間程度の埋立期間を目安と

する）において、生活環境保全上支障が生じない方法で埋立処分可能な容量を有する
こと。  

b. 埋立容量は、計画する埋立処分を行う期間における各年次の計画年間埋立処分容量の
総和に覆土容量を加算した容量を有することを確認すること。 

c. 保有水集排水設備の性能は、既往日降水量の最大降水月における1日平均降水量等の
計画した降水強度により埋立地内の水位が1ｍ以下になること。  

d. 浸出液調整池の容量は、近接する気象観測所から求めた既往日降水量、蒸発散量等を
用いた計算結果により埋立地に保有水が貯水されないように維持できる容量が確保さ
れていること。  

2.  汚泥再生処理センターの水処理設備の性能指針に関する記述として、誤っているものをa
～dのなかから選びなさい。   
a. 放流水質は、BODの日間平均値30㎎/L以下、CODの日間平均値50㎎/L以下、SSの日

間平均値20㎎/L以下、T Nの日間平均値20㎎/L以下、T Pの日間平均値1㎎/L以下
であること。 

b. 実証施設又は実用施設の処理能力は、1m3/日以上であること。 
c. 実証試験については試験運転期間180日以上(このうちには、過負荷及び低負荷連続試

験期間をそれぞれ30日以上含む。) の実績を有すること。 
d. 実用施設において１年間連続して安定運転を実施した実績を有すること。 

3.  埋立廃棄物の種類が、焼却残渣と不燃性廃棄物主体の最終処分場の浸出水水質の経年変
化に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. BODは、一般的には埋立開始後に急激に上昇することはなく平均では400㎎/L、埋立

後5年で100㎎/L以下になる。 
b. CODが100㎎/L以下になるために要する年数は、5年未満であり、可燃性廃棄物主体

の埋立廃棄物の場合の10年程度より短い。     
c. カルシウムイオンは焼却施設での排ガス処理における石灰の使用量でばらつきがある

が概略500㎎/L以下から2,000㎎/Lの範囲で変化している。   
d. 塩化物イオンは、初期値で500㎎/L以下から1,000㎎/L程度であり経年とともに漸減

傾向にある。 



4.  一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
において、一般廃棄物及び産業廃棄物の管理型最終処分場の廃止の基準が定められてい
る。廃止の基準に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。  
a. 地下水等の水質検査の結果、基準に適合していること。  
b. 埋立地内部の温度が、2年以上にわたり埋立地周辺の地中温度より低いこと。 
c. 保有水等の水質が定められた水質項目、頻度において2年以上の間、排水基準等に適

合していること。 
d. 埋立地からガス発生がほとんど認められない、又はガスの発生量の増加が2年間以上

にわたりないこと。 

5.  通常の最終処分場(オープン型処分場)に比べて被覆施設を設けた最終処分場の特徴に関
する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 被覆施設を設けた最終処分場では、雨水、風、積雪等の外部要因の制御が可能である。  
b. 浸出水の発生源は主として人工散水に限定されるため、浸出水の発生量をコントロー

ルできることから、浸出水の内部貯留はほとんど考える必要はない。 
c. 被覆施設を設けることで、埋立作業の粉塵、ごみの飛散等に対する埋立作業員への健

康対策が特に重要となる。 
d. 被覆施設を設けるため、通常の最終処分場に比べて跡地利用の方法・形態が限定され

る。 

6.  ごみ焼却施設に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. ガス化溶融施設は、ごみを熱分解した後、発生ガスを燃焼又は回収するとともに灰、

不燃物等を溶融する施設。 
b. 回転炉式燃焼装置は、水平よりやや傾斜した円筒形の炉を緩やかに回転させながら上

部から供給したごみを下部へ移動させつつ、前部又は後部から空気を送入し燃焼させ
る装置。 

c. ストーカ式燃焼装置は、けい砂等の粒子層の下部から加圧した空気を分散供給して、
蓄熱したけい砂等を流動させ、その中でごみを燃焼させる装置。 

d. 炭化施設は、ごみを熱分解した後、発生ガスを燃焼又は回収するとともに、熱分解後
の炭化物を再生利用の目的で回収する施設。 



7.  震災廃棄物対策指針に示されるがれきの仮置場の確保と配置計画に関する記述として、
誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 仮置場は、中継機能や分別処理を行う１次仮置場と、がれきのリサイクルや廃木材の

焼却処理を行う2次仮置場に分けて設置することも考えられる。 
b. ２次仮置場の場合は、仮置き用地とリサイクルや焼却処理等の中間処理施設の用地及

び中間処理された廃棄物の仮置き用地が必要となる。 
c. １次仮置場については、大量に発生することを考慮して仮置きする場所として未利用

空閑地、河川敷広場等の空閑地を可能な限り集中した配置により確保できるように地
震発生後速やかに検討する。 

d. ２次仮置場については、1次仮置場より広い用地が求められることと、1次仮置場の設
置状況を考慮しつつ設定する。 

8.  ごみメタン回収施設の性能事項及び性能確認に関する記述として、誤っているものをa～
dのなかから選びなさい。 
a. 性能に関する事項のうちガスの性状は、ガス中のメタン濃度が80％以上であること。 
b. 計画する実用施設の一系列当たりの処理能力に対し、実証施設又は既存実用施設の一

系列当たりの処理能力は、概ね1/10以上であること。 
c. 実証試験については、延べ試験運転時間180日間以上（このうち、過負荷及び低負荷

連続試験期間をそれぞれ30日以上、無加温の場合は12月～２月までの期間を30日以
上）の運転実績を有すること。 

d. 一系列あたり１年以上にわたり、この間の計画作業日における安定運転が可能なこと。 

9.  廃棄物再生利用施設に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. リサイクルプラザとは、不燃物処理・資源化と可燃物処理・資源化及び不用品の補修、

再生品の展示又は保管等を行う施設である。 
b. ストックヤードとは、分別収集された資源ごみ又はリサイクルセンター等の施設で選

別された資源ごみを再生利用するための保管・展示・交換する施設である。 
c. リサイクルセンターとは、不燃物処理・資源化と可燃物処理・資源化及び再生利用品

の保管等を行う施設である。 
d. 廃棄物原材料化施設とは、ごみ又は焼却残渣に選別、水洗、脱水、乾燥等の一定の処

理を行ったうえで、製品の原材料を得る施設である。 



10. し尿・浄化槽汚泥高度処理施設に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから
選びなさい。    
a. し尿・浄化槽汚泥高度処理施設は、し尿、浄化槽汚泥を処理する施設をいい、有機物、

窒素、リン等の除去機能を有する設備及び付属設備で構成される施設である。 
b. し尿・浄化槽汚泥高度処理施設の処理方式には、膜分離高負荷脱窒素処理方式、標準

活性汚泥処理方式、浄化槽汚泥対応型膜分離高負荷脱窒素処理方式がある。  
c. 施設の性能の確認方法における実証施設又は実用施設の処理能力は、1m3/日以上であ

ること。 
d. 施設の性能の確認方法における実証試験については、試験運転期間180日以上(このう

ちには、過負荷及び低負荷連続試験期間をそれぞれ30日以上含む) の運転実績を有す
ること。 

11. 平成23年度の一般廃棄物処理実態調査結果に関する記述として、正しいものをa～dのな
かから選びなさい。 
a. ごみの総排出量は、平成12年度以降、微増傾向にある。 
b. 中間処理量のうち直接焼却される量は、年々増加している。 
c. 直接最終処分される量は、年々減少している。 
d. 国民一人当たりのごみ排出量は１㎏を上回っている。 

12. 平成22年度における産業廃棄物排出実績に関する記述として、誤っているものをa～dの
なかから選びなさい。 
a. 平成19年度以降の全国の排出量は微減傾向にある。 
b. 業種別で最も排出量が多いのは建設産業である。 
c. 廃棄物の種類別では汚泥の排出量が最も多い。 
d. 最終処分量は経年的に減少傾向にあったが、平成22年度は微増に転じた。 

13. 「廃棄物処理施設建設工事等の入札･契約の手引き」に関する記述として、誤っているも
のをa～dのなかから選びなさい。 
a. 廃棄物処理施設の予定価格の算定にあたっては、プラントメーカー等の見積、多市町

村の発注実績等を収集･分析して適正に算定する必要がある。 
b. 廃棄物処理施設建設工事の発注･選定方式としては、価格及び品質が総合的に優れた

内容の契約を実現する公募型一般競争落札方式が推奨されている。 
c. 発注仕様書の記載事項は、市町村等が求める廃棄物処理施設の性能を確保する上で、

極めて重要なポイントである。 
d. 低入札価格調査制度は履行の確実性、公示の品質の低下やダンピングを防止する上で

有効であり導入することが周知されている。 
 
 



14. 「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)」に関する記述として、
誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 国は、仮置き場の設置や災害廃棄物の処理について、協議会等を通じ、市町村等との

総合調整を行い、具体的処理方法を定めた災害廃棄物処理の実行計画を作成する。 
b. 可能な限り地元雇用を考慮した処理とすることを基本としつつ、スピード及び効率性

の観点を踏まえて競争性を確保した契約方式を採用する。 
c. 発生現場において危険物、資源物を分けて集めるなど可能な限り粗選別を行った後に

仮置き場等へ搬入する。 
d. 国は県外の自治体や民間事業者の情報提供を実施し、県、市町村はこれを踏まえて広

域処理を推進する。 

15. 建設廃棄物に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 平成20年度における建設廃棄物の中で最も排出量の多いのは、コンクリート塊である。 
b. 平成20年度におけるアスファルトコンクリート塊、コンクリート塊の再資源化率は

95%を超えている。 
c. 再資源化率が最も低い品目は建設混合廃棄物である。 
d. 最終処分量が最も多い品目は建設汚泥である。 

16. 循環型社会形成推進のための施策体系に関する記述として、誤っているものをa～dのな
かから選びなさい。 
a. 循環型社会形成推進のための基本的な枠組み法として位置づけられているのは、環境

基本法である。 
b. 廃棄物の適正処理に関して廃棄物処理法が、リサイクルの推進に関して資源循環利用

促進法が位置づけられている。 
c. 個別物品の特性に応じた規正法としては、建設リサイクル法、容器包装リサイクル法、

家電リサイクル法、食品リサイクル法、自動車リサイクル法がある。 
d. 国等が率先して再生品などの調達を推進することを規定したものがグリーン購入法

である。 



17. 不法投棄廃棄物に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 平成23年度の廃棄物の不法投棄件数、投棄量ともに建設廃棄物の占める比率が最も大

きい。 
b. 新規に判明する不法投棄事案数、投棄量ともに減少傾向にある。 
c. 平成23年度末で残存する不法投棄廃棄物の中で、最も残存量が多いのは廃プラスティ

ック類である。 
d. 平成23年度末時点で残存する不法投棄廃棄物により、現に支障が生じているおよび支

障のおそれがある残存量割合は50%を超えている。 

18. し尿処理施設･汚泥再生処理センターの施設保全計画の立案に関する記述として、誤って
いるものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 各設備･機器の重要性については、故障した場合の安定運転、環境面、安全面、保全

面、コスト等への影響度をもとに総合的に検討する必要がある。 
b. 設備･機器の重要度の高いものほど、事後保全よりは予防保全を選択する必要がある。 
c. し尿処理施設における管理基準は、機器、電気計装設備、配管設備、土木建築設備の

4項目に大別して設定することが望ましい。 
d. し尿処理施設の水槽劣化は、コンクリートのアルカリ骨材反応が大きな要因となって

いる。 

19. し尿処理施設の基幹的設備改良事業に関する記述として、誤っているものをa～dのなか
から選びなさい。 
a. 交付率が1/2の要件は、基幹的設備改良事業を通じて、処理施設の稼動に必要なエネ

ルギーの消費に伴い排出されるCO2の量が20％以上削減されることとなっている。 
b. 膜分離装置を加圧型から負圧吸引型へ更新することにより、設備消費電力の削減が可

能である。 
c. 薬品使用量削減対策としては、膜分離方式への変更、省エネ型資源化施設の増設、消

毒方式の変更があげられる。 
d. 資源化設備としてリン回収設備を増設すると、凝集剤使用量が減少するとともに、回

収リンに伴うCO2排出量削減が可能となる。 
 



20. し尿処理施設･汚泥再生処理センターの延命化計画の立案に関する記述として、誤ってい
るものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 設備･機器の劣化予測から延命化の目標年数が設定される。 
b. 目標とする性能水準を設定する際の基本項目としては、省エネルギー化、信頼性向上、

安定性向上、機能向上がある。 
c. 延命化の効果を評価するためには、延命化を行う場合と施設更新する場合のLCCによ

る定量比較と必要に応じて定性比較を行い、総合的に評価する。 
d. し尿処理施設の二酸化炭素排出量の削減に係る対策としては、電力使用量節減、薬品

使用量節減、化石燃料使用量節減がある。 
 



＜問題－Ⅳ－（２）：建設情報＞ 

1.  各進法の数値を十進法に変換した場合、最も大きな数値となるものをa～dのなかか
ら選びなさい。 
a. 二進法の11101 
b. 三進法の1021 
c. 四進法の133 
d. 八進法の47 

 
2.  データベースで使用されるデータモデルとして、誤っているものをa～dのなかから

選びなさい。 
a. 関係モデル 
b. 階層モデル 
c. 商用モデル 
d. ネットワークモデル 

3.  IP通信に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. IPパケットには８bit のTTL (Time To Live) フィールドが設定されており、設

定秒数を過ぎたパケットは破棄される。 
b. TCPによる通信はUDPによる通信と比べて処理オーバーヘッドが大きいためハ

ードウェアで処理する方式もとられる。 
c. IPv6パケットのヘッダーフィールドは固定長である。 
d. IPv4のためのICMPとIPv6のためのICMPは異なる規約として定義されている。 

 
4.  JIS Q 27001において、情報セキュリティ要求事項とされているものをa～dのなか

から選びなさい。 
a. 真正性 
b. 可用性 
c. 否認防止性 
d. 信頼性 

 
 
 
 
 
 



5.  システムのテスト計画にて実施するテストの項目として、含まれないものをa～d
のなかから選びなさい。 
a. 結合テスト 
b. 単体テスト 
c. ブラックボックステスト 
d. 運用テスト 

 
6.  パターン認識の一種である独立成分分析（Independent Component Analysis：

ICA）に関する記述として、適切なものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 独立成分分析とは，複数の独立な発生源からの信号が線形に混合されて観測さ

れるとき、その観測された信号からもとの互いに独立な信号を復元する手法を
いう。 

b. ICAのアルゴリズムとしては、Infomax、FastICA、BSSなどがある。 
c. 線形独立成分分析はノイズのない場合とノイズのある場合に分けられ、非線形

ICAはノイズのある場合のことを指す。 
d. 非ガウス性（Non-Gaussianity）は成分の独立性を測る手法の1つであり、尤度

やネゲントロピーのなどの近似で測ることができる。 

7.  マークアップ言語に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. マークアップ言語とは、文字の大きさや色、レイアウトなどの装飾情報やデー

タの属性などをテキストデータの中に直接埋め込むことのできる言語をいう。 
b. XMLはSGMLのサブセットである。 
c. HTMLではXML文書をプログラム処理することはできない。 
d. XMLではユーザーが独自のタグを定義できる。 

 
8.  パソコンから汎用コンピュータまで、ネットワーク上にある複数のコンピュータに

処理を分散できるようにしたものをa～dのなかから選びなさい。 
a. デュアルシステム 
b. マルチプロセッサ 
c. マルチスレッド 
d. グリッドコンピューティング 

 
 
 
 



9.  分散データベースにおいて障害が発生した際、論理的にデータベースをトランザク
ション前の状態に戻す処理として、適切なものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 排他制御 
b. ロールバック 
c. ロールフォワード 
d. ２相コミット 

10. クライアントサーバシステムでのデータベースにおいて、クライアントとサーバ間
の通信負荷の低減策として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. ストアドプロシージャ機能 
b. 索引の見直し 
c. データベースの再編成 
d. 動的SQLの利用 

11. ERP(Enterprise Resource Planning)に関する記述として、正しいものをa～dの
なかから選びなさい。 
a. ERPは企業における全従業員の給与のみを計画するためのパッケージである。 
b. ERPは企業対企業の統合的な資源の商用取引に用いられる手段である。 
c. ERPはWeb2.0を実現するための概念である。 
d. ERPは企業全体の経営資源の有効活用の観点から統合的に管理し，経営の効率

化を図るための手法・概念である。 

12. IT サービスマネジメントにおいて、インシデント管理の対象となるものをa～dの
なかから選びなさい。 
a. ITサービスの投資対効果 
b. ITサービスの利用に関する問合せ 
c. ITサービスの事故 
d. ITサービスの要求レベル 

 
 
 
 
 
 
 



13. オブジェクト指向の概念で、上位のクラスのデータやメソッドを下位のクラスに引
き継ぐことができる性質として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. デリゲート 
b. メッセージパッシング 
c. アブストラクトクラス 
d. インヘリタンス 

14. WBSに関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 最下層レベルのWBS要素である一連の作業のかたまりのことを「ワークブック」

と呼ぶ。 
b. 最初に必要な作業の洗い出しを行い、可能な限り細分化し、それぞれの作業に

ついて必要なコストや人員配分を割り出す必要がある。 
c. プロジェクトマネジメントで計画を立てる際に用いられる手法の一つで、プロ

ジェクト全体を細かい作業に分割した構成図である。 
d. WBSとワークパッケージから作成されたプロジェクト遂行のための組織関係図

をOBS（Organization Breakdown Structure）という。 

15. 社員の不正を抑止するための内部統制に関する記述として、正しいものをa～dのな
かから選びなさい。 
a. 企業の情報セキュリティ方針をインターネットで公表する。  
b. 作業の実施者と承認者を分ける。  
c. 地域活性化に貢献するために、市町村の催しなどの後援企業となる。  
d. 発覚した不祥事によって企業イメージが悪化することを避けるために、マスコ

ミ対策をとる。 

16. グラフ理論に関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 頂点に接続する枝の数をループという。 
b. 辺eの両端の点を端点といい、端点は辺eに接合しているという。 
c. 2頂点間の最短経路における辺数を直径と呼ぶ。 
d. 任意の2頂点間に枝があるグラフのことを枝グラフという。 

 
 
 
 
 
 



17. 量子コンピュータに関する記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. 量子コンピュータは非ノイマン型である。 
b. 量子計算機特有のアルゴリズムとして、Groverのアルゴリズムは素因数分解問

題を高速に解くことができる。 
c. 古典チューリングマシンで原理的に解くことができない問題は量子チューリン

グマシンでも解くことはできない。 
d. 量子計算機では量子ビットを用いて1ビットにつき0と1の値を任意の割合で重

ね合わせて保持できる。 
 
18. データマイニングに関する記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 膨大なデータを統計的な手法等を用いて分析し、相関関係やパターン等を見出
す技術をいう。 

b. 空間データマイニング(spatial data mining)とは、ウェブページを対象にした
ものをいう。 

c. データの統計的解析の一種である決定木法（Decision Tree）のアルゴリズムと
しては、ID3などがよく知られている。 

d. データウェアハウスはデータマイニングツールとはいえない。 
 
19. LTE(Long Term Evolution)に関する記述として、誤っているものをa～dのなか

から選びなさい。 
a. LTE は俗に第3.9世代と言わていたが、最近正式に第4世代との呼び方が認可さ

れた。 
b. サポートされる通信方式はパケット通信と回線交換方式のみである。 
c. 上りと下りとで通信方式が異なる。 
d. 国内でもサービスが開始されている。 



20. 一般消費者向けに10年以上前から提供しているサービスについてのキャンペーン
を行うために、汎用JPドメイン名を取得しようとしたところ、他者が当該ドメイン
名を近年取得していたことが判明した。他者による利用実態は無いようだったが、
対応として適切なものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 所有権移転の判決を求める民事訴訟を起こした。 
b. 当該ドメインのレジストラに対してドメイン移管を行うよう請求した。 
c. 当該ドメインのレジストリに対してドメイン移管を行うよう請求した。 
d. JP-DRP手続きに則り日本知的財産仲裁センターに紛争処理の申し立てを行っ

た。
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