
〈問題 IV-1：共通基礎技術〉

1. 

2. 

3. 

4. 

縮尺1/500の平面図において 2点聞の長さが4cm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のなかから選ぴなさい。

a.2.0m 

b.8.0m 

c.20m 

d.80m 

標高の表記において、

さい。

「TP+15mJの解釈として、正しいものをa～dのなかから選ぴな

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。

右図の片持ち梁全長（A-B)Iこ等分布荷重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のなかから選ぴなさい。

a. 

b. 

c. 

d. 
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右図に示すように単純梁に鉛直荷重が作用している。左闘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)
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5. 右図のように下端ピンの門型ラーメンの柱上端に水平力が作用している場合、曲げモー

メント図として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。

a. rR r 
b. 

c. 

d. 

6. JISに規定されている鉄筋の種類として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。

a. SD295A,B 

b. SD345 

c. SD385 

d. SD490 

7. 鉄筋コンクリート梁におけるスターラップの役目として、正しいものをa～dのなかから

選びなさい。

a.曲げによる引張応力に抵抗させる。

b.せん断破壊による斜めひび割れに対するせん断補強。

c.応力を主鉄筋に有効に分布させる。

d.荷重による応力集中、温度や乾燥収縮によるひび割れに対する用心のための補助。



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のなかから選ぴな

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のなかから選ぴ

なさい。

a. SC杭

b. リパ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のなかから選ぴなさい。

「質量63.Skgのハンマーを高さ75cmから落下させ、サンプラーを30cm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.標準貫入訴験

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闘し、考慮

すべき条件として、誤っているものをa～dのなかから選ぴなさい。

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D,=Scm、02=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
p 20kg 

b. 5.0 kg超

c. 10.0 kg超
D2=10cm 

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o

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.パーチカルドレーン工法

c.中層混合処理工法

d.サンドコンパクシヨンパイル工法



16.右園の円周角 8として、正しいものをa～dのなかから還ぴなさい。

a.36度

b.38度

c. 40度

d.42度

支議：証言：5支器3:2:4

。

皇室

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.Bm

b. 1ヤード ＝約9lcm

c. 1インチ ＝約5.0cm

d. 1マイル ＝約l,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J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.シエールガスは頁岩（シエール）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

し、。

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- (1) ：共通基礎技術〉

1. 縮尺1/500の平面図において面積が400cm2ある場合、実際の面積は何m2になるか、正し

いものをa～dのなかから遺ぴなさい。

a. 200m2 

b. 2,000m2 

c. lO,OOOm2 

d. l,OOO,OOOm2 

2. 等高線の一般的性質についてのE述として、誤っているものをa～dのなかから運びなさ

い。

a.等高線とは、「等しい高きを結んだ線」である。

b.傾斜が一様な所では、等高線間隔は等しい。

c. 1本の等高線は、一般には閉合する場合が多い。

d.緩傾斜の所は、急傾斜の所に路べて等高線間隔は狭くなる。

3. 右園の柱の上端（A点）に水平力Pが作用する場合、柱下端（B点）でのせん断力を表す式と

して正しいものをa～dのなかから選ぴなさい。

a. S=P 

b. S=PL 

c. S = PL2 

d. S＝豆
2 

p A 

」

B 

＜平成26年度＞



4. 円形断面の中立軸（X・X）に閲する断面二次モーメントを衰す式として、正しいものをa

～dのなかから運びなさい。

， πd3 
a. 1 ＝一一一一

32 

b. l＝豆1
64 

- 7rd4 
c. 1 ＝一一一一

32 

d. l＝豆1
64 

IA I 
x V////////l X 

5. 下回のような単純梁に荷量Pが作用した場合に、作用点Cに生じる曲げモーメントとして

正しいものをa～dのなかから選ぴなさい。

P=10kN 

b. 200kN・皿 cl 4 日

d. 400kN・m 唖E L」om 旨凶

6. 鋼材の種類を表す記号。IS規格）のうち、溶接構造用圧延鋼材を表すものとして、正し

いものをa～dのなかから運びなさい。

a. SS 

b. SM 

c. STK 

d. SD 

7. 常時状態の一般の設計における、鉄筋コンクリートの計算上の基本的な仮定として、明

らかに誤っているものをa～dのなかから運びなさい。

a.コンクリートと鉄筋は一体として働くものとする。

b.曲げモーメントを受ける部材を設計する場合、コンクリートの引張応力は無視する。

c.部材に曲げモーメントを受けた場合、ある断面に起こるひずみは中立軸からの距離に

比例する。

d.鉄筋コンクリートの部材の断面決定および応力計算は、部材を弾塑性体として取り扱

つ。



8. プレストレストコンクリートに閲するE述として、誤っているものをa～dのなかから遺

ぴなさい。

a.コンクリートにプレストレスを与える程度によって、フルプレストレッシングとパー

シャルプレストレッシングがある。

b.コンクリートの乾燥収縮・クリープ、鋼材のレラクセーションなどが終わった後に、

コンクリートに生じているプレストレスを有効プレストレスという。

c.コンクリートが硬化した後に、PC鋼材の緊張をゆるめてコンクリートにプレストレス

を与える方式をポストテンション方式という。

d.ポストテンション方式においては、 PC鋼材を配置する鋼製の筒状のものをシースとい

つ。

9. 抗土圧構造物が背面地盤から離れる方向に変位するとき、背面地盤の土圧は減少し一定

値に落ち着くが、このときの土圧のうち、正しいものをa～dのなかから遺ぴなさい。

a.主働土圧

b.受働土圧

c.鉛直土圧

d.静止土圧

10.土の原位置試験に闘して、誤っているものをa～dのなかから遺ぴなさい。

a.ベーン試験

b.スウェーデン式サウンディング試験

c.一軸圧縮試験

d.平板載荷試験

, , .周辺地盤の沈下により、杭に下向きの摩撮力が作用する現象として、正しいものをa～d

のなかから運びなさい。

a.ポイリング

b.パイピング

c.ヒーピング

d.ネガティプフリクシヨン



12.レイノルズ数に閲する記述として、誤っているものをa～dのなかから遺ぴなさい。

a.レイノルズ数は、無次元量である。

b.レイノルズ数は、流体の密度に比例する。

c.レイノルズ数は、流体の速度に比例する。

d.レイノルズ数は、流体の粘性係数に比例する。

, 3.水槽に3.0mの高さまで水を入れ、その上！こ1.0mの高さまで油を入れた。油面から深さ

3.0mの位置での静水圧として、正しいものをa～dのなかから遺ぴなさい。ただし、重力

加速度を9.8m/s2、水の密度を1000kg/m3、油の密度を800kg/m3とし、油面の圧力はゼ

口とする。

a. 13.7 kPa 

b. 18.6 kPa 

c. 27.4 kPa 

d. 37.2 kPa 

14.河川堤防の堤体材料として、不適当なものをa～dのなかから還ぴなさい。

a.高有機質土

b.粘性土

c.砂質土

d.礁質土

15.建設榔械に使用されるディーゼルエンジンとガソリンエンジンを出較した記述につい

て、誤っているものをa～dのなかから選ぴなさい。

a.排出ガス中の粒子状物質（PM）の発生は，ディーゼルエンジンの方が多い。

b.熱効率は，ディーゼルエンジンの方が低い。

c.騒音は，ディーゼルエンジンの方が高い。

d.耐久性は，ディーゼルエンジンの方が高い。

16. 3辺の畏さが5, 5, 6である2等辺三角形の面積として、正しいものをa～dのなかか

ら運びなさい。

a. 15 

b. 9J2 
c.12 

d. 6../3 



, 7.漉度の分からない食塩水が200gある。これに10%の食塩水を300g混ぜたら8%の食塩水

になった。はじめの食塩水の温度として、正しいものをa～dのなかから遺ぴなさい。

a. 4 % 

b. 5% 

c. 6 % 

d. 7% 

18.仕事を通じて行われる人材育成の1つの手法としてOJ T (On the Job Training）があ

る。 1人の社員に対して実施するOJ Tの畏所として、誤っているものをa～dのなかか

ら運びなさい。

a.指導者が1人の場合、一貫した指導を与えやすい。

b.指導者が1人の場合、指導者の個人的能力や意欲に左右きれにくい。

c.指導者が複数の場合、指導者同士で検討や相談しながら指導できる。

d.指導者が複数の場合、指導者の1人が不在でも常に指導する者がいる。

19.対策の検討が進められている南海トラフの太規模地震として、誤っているものをa～dの

なかから選ぴなさい。

a.東海地震

b.東南海地震

c.南海地震

d.西海地震

20.リスクマネジメントにおいて、リスクへの対応方法として、誤っているものをa～dのな

かから運びなさい。

a.リスクの拡散

b.リスクの回避

c.リスクの低減

d.リスクの移転



  

＜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。 
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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）：道路＞ 
 
 
1. 国土交通大臣が道路管理者である一般国道（指定区間）で整備すべき道路橋に関する法
令台帳等で、必要のないものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 道路台帳（橋調書）  
b. 橋梁台帳 
c. 材料調書 
d. 橋梁管理カルテ 

 
 
2. 横断面構成要素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. 車道は自動車の通行機能、アクセス機能等の交通機能に必要な空間である。 
b. 中央帯は交通機能に必要な空間であるとともに、市街地形成、防災、環境および収容
の空間機能を提供する空間である。 

c. 路肩は側方余裕の確保等の交通機能とともに、沿道施設利用のための停車スペース等、
市街地形成の空間機能を提供する空間である。 

d. 植樹帯は、交通安全性の向上等の交通機能とともに、市街地形成、防災および環境の
空間機能を提供する。 

 
 

3. 道路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. 多車線道路の基本交通容量は、１車線当り 2000pcu／ｈとする。 
b. ２方向２車線の基本交通容量は、往復合計で 2500pcu／ｈとする。 
c. 可能交通容量は、基本交通容量に対象とする道路の道路条件、交通条件の影響による
補正を行ったものである。 

d. 交通容量の面から必要かつ十分と考えられる車線幅員は 3.5ｍといわれている。 
 
 
4. 不完全立体交差型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. 高速道路と一般道のインターチェンジや一般道相互のインターチェンジに比較的適合
性が高い。 

b. 平面交差部が隘路となり、交通量が多い場合の適合性は低い。 
c. 不完全立体交差型、完全立体交差型及び織り込み型のインターチェンジのなかで、一
般的にはもっとも工事費が安い立体交差形式である。  

d. ダイヤモンド型、準直結Ｙ型、集約ダイヤモンド型等が代表的な形式である。 
 
 

＜平成26年度＞



5. ランプ接続端間の距離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. ランプ接続端間の距離は、運転者が標識を視認し反応を起こす時間、車線シフトに必
要な時間を10～20秒として標準値を定めている。 

b. 流入の先に流出がある場合は、変速車線長および標識間の距離を勘案し決定する。 
c. 流出または流入が連続する場合には、織り込み区間の交通容量から必要な距離を勘案
し決定する。 

d. 織り込み交通量および本線交通が多い場合には、集散路を設けると有利な場合がある。 
 
 

6. 信号制御の評価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. 「遅れ時間」は、信号が無かったと仮定した場合の旅行時間と実際の旅行時間との差
で表す。 

b. 「停止回数」は、一つの交差点について、ある車両がその交差点を通過するまでに、
その通行方向に表示された赤信号表示の回数をいう。 

c. 「停止回数」はオフセットの適否によって変化するので、路線系統制御効果の尺度と
なる。 

d. 「交通処理量」は一定時間内に流入路の停止線を通過することができる車両数であり、
その最大値は過飽和交差点の評価指標として有用である。 

 
 

7. 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. 原則として車道および側帯の舗装の新設、改築および大規模な修繕に適用する。 
b. 性能指標およびその値は、舗装が置かれている状況ごとに、道路管理者が任意に設定
する。 

c. 性能指標の値は施工直後の値とするが、必要に応じ供用後一定期間を経た時点の値を
設定する。 

d. 疲労破壊輪数、塑性変形輪数、すり減り量および平たん性は、路肩全体やバス停など
を除き必ず設定する。 

 
 

8. 平面交差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. 信号現示とは、交差点においてある交通流に対して同時に与えられる通行権またはそ
の通行権が割り当てられている時間帯のことをいう。 

b. 平面交差点のサービス水準は、平面交差点の混雑の程度を総合的に表す量として信号
サイクル長を用いる。 

c. スプリットは、複数の交差点の信号機を同期させて制御するためのパラメータである。 
d. 交差点の流入部の交通容量は、飽和交通流率の値に青時間の割合を乗じて算出する。 
 



9. 積宮地域の道路幅員構成に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから遺ぴな

さい。

a.幹線道路の計画対象降・積雪深さは、 10年間再現確率値によることを標準とする。

b.冬期交通確保幅は、冬期側帯、冬期車道、冬期路肩で構成する。

c.冬期路肩は0.25m以上確保することを標準とする。

d.冬期歩道は、傘をきした人がすれ違えるように2.0m以上を確保することが望ましい。

10.道路トンネルにおける、一般的な定期点検の実施要領に閲する記述として、誤っている

ものをa～dのなかから還ぴなさい。

a.定期点検の結果で、応急対策が必要と判断された場合は、遅滞なく応急対策を行う。

b.点検員は専門的な判断が求められるので、大学卒業者においては4年以上の実務経験

を有することが望ましい。

c.新設トンネルの初固定期点検は、建設後1年から2年以内に実施することが望ましい。

d.近接目視点検は、特に日常点検では発見しづらい変状があるアーチの上部や、坑門の

上部に対して高所作業車等により点検個所に接近し入念に観察する必要がある。

11.次の用車の説明のうち、誤っているものをa～dのなかから選ぴなさい。

a.付加追越車線とは、低速車に迫随する車両（高速車）を分離して走行させることを目

的として設ける車線である。

b.減速車線とは、高速走行している自動車が減速して他の道路へ流出する場合に本線上

の他の高速車の走行を乱さないよう安全に加速するために設ける車線である。

c.登坂車線とは、速度の低下する車両を分離して走行させるために本線に付加する車線

である。

d.屈折車線とは、右折または左折しようとする自動車のために、直進する自動車のため

の車線とは別に設ける車線である。

12.車線の幅員に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから遺ぴなさい。

a.第1種道路の標準的な車線幅員は、第1級、第2級および第3級の道路に対して3.50

m、第4級の道路に対して3.25mである。

b.第2種第1級の道路の車線幅員は、 3.SOmと規定しているが、やむを得ない場合にお

いては、 3.25mに縮小することができることとしている。

c.第3種の道路の車線の幅員は、第1級については3.SOm、第2級については3.25m、

第3級については3.00m、第4級については2.75mである。

d.第4種の道路の車線の幅員は、第1級については3.25m、第2級および第4種第3級

については2.75mである。



	 	 

13. 付加追越車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. 第１種の片側１車線の道路では、適切な走行速度を確保し、高い速度サービスを提供
するために、登坂車線設置区間以外の区間において、原則として付加追越車線を設置
するものとする。 

b. 第１種の片側１車線の道路に設ける付加追越車線の設置延長は0.5～1.0㎞を標準とす
る。 

c. 第１種の片側１車線の道路に設ける付加追越車線の設置間隔は6～10㎞を標準とする。 
d. 付加追越車線の設置方法は、上下線対称位置に設ける場合と上下線交互位置に設ける
場合の２つに大別される。 

 
 

14. 道路の平面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. 長い直線はできるだけ避ける。 
b. 道路交角が小さい場合には曲線長が短い円曲線を入れる。 
c. 連続した円曲線相互の曲線半径の比を適切なものとする。  
d. 緩和曲線（クロソイド）は、前後の円曲線の半径とバランスしたものとする。 
 
 

15. 立体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. ランプの種別は、インターチェンジにより連結される道路のうち、上級の道路の区分
に応じ適用するものとする。 

b. 加速車線長は、合流端からテーパ先端までを指すものとし、合流端から所定の加速車
線幅が確保されている点までの長さとする。 

c. 減速車線とはテーパ先端から分流端までを指すものとし、本線車道縁の外側に所定の
減速車線幅が確保された点から分流端までの長さとする。 

d. 減速車線における勾配区間の補正は、上り勾配にのみ適用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. 「道路土工 擁壁工指針」の維持管理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. 斜面上や軟弱地盤上の擁壁は変状が生じやすいので、周辺の状況等と合わせ十分注意

する。 
b. 補強土壁は、壁面に軽微な倒れやはらみ出しが観測された場合でも、その構造特性か

ら直ちに補修・補強対策を講じる必要がある。 
c. 擁壁基礎に洗掘が発生しているか否かは、重要な点検項目の一つである。 
d. 擁壁には裏込め排水工が施工されているが、壁面から直接点検ができないので、水抜

き孔や目地等からの漏水に十分注意することで、機能が担保されていることを確認す
る。 

 
 

17. 道路の移動等円滑化ガイドライン(歩道等)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. 歩道等の縦断勾配は、５％以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別

な理由によりやむを得ない場合においては、８％以下とすることができる。 
b. 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に

対する高さは15㎝以上を基本とする。 
c. 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、５㎝を標準とするものとする。 
d. 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、そ

の段差は１㎝を標準とする。 
 
 

18. 道路の移動等円滑化ガイドライン(立体横断施設)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. 立体横断施設を移動円滑化するためには、いかなる場合においても階段とともに傾斜

路を設けるものとする。 
b. 立体横断施設に設けられる傾斜路について、高さ75㎝以内ごとに踏み幅1.5ｍ以上の

踊場を設ける。 
c. 立体横断施設に設ける通路は、横断勾配を設けないことを基本とする。 
d. 立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む)は、有効幅員を1.5ｍ以上とする。 
 
 
 
 
 
 
 



19. 横断歩道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. 横断歩道の配置計画は可能な限り、歩行者の自然な流れに合致させることが必要であ

る。 
b. 横断歩道はできるだけ車道に直角に設置する。 
c. 横断歩道はできるだけ交差点の中心部に寄せる。 
d. 横断歩道の幅員は、原則として幹線道路相互の交差では３ｍ、細街路相互の交差では

２ｍを最小とする。 
 
 

20. 鉄筋コンクリートの劣化と補修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. 中性化に対する補修方針：中性化した部分の除去、二酸化炭素や水の侵入防止、アル

カリ性の回復 
b. 塩害に対する補修方針：侵入した塩化物イオンの除去、塩分・水・酸素の侵入防止、

鉄筋の電位制御 
c. 凍害に対する補修方針：劣化部分の除去、水の侵入抑制、凍結融解抵抗性の向上 
d. アルカリシリカ反応に対する補修方針：劣化部分の除去、有害化学物質の侵入抑制 

 



  

＜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。 
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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－Ⅳ－（２）：河川、砂防及び海岸･海洋＞	 
 
１. 河口部の計画高水位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. 洪水時の河口地形の変動を考慮する。 
b. 既往高潮時の最高潮位を考慮する。 
c. 海水塩分濃度の影響による水位上昇を考慮する。 
d. 既往洪水時の最大痕跡水位を考慮する。 
 

 
２. 河道の縦断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. 縦断方向の動植物の生息・生育環境の連続性を考慮する。 
b. 堤内地盤高、河床の安定、経済性を考慮する。 
c. 地下水位、河口部の潮位、既設の重要構造物の敷高などにも配慮する。 
d. 現況河道の縦断形を重視する。 

	 

 
３. 河口処理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. 舟航等に支障を与えない。 
b. 河口周辺海域および堤内地の動植物の良好な生息・生育環境、良好な景観、人と河川
との豊かな触れ合い活動の場を損なわない。 

c. 河口閉塞等に対して洪水を安全に流下させる。 
d. 将来の維持ができるだけ容易である。 

	 

 
４. 内水処理施設規模の決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. 内水区域の重要度を考慮する。 
b. 既往内水による被害の実態を考慮する。 
c. 近接内水地域の計画規模とのバランスを考慮する。 
d. 本川の現況の治水安全度を考慮する。 

	 

 
５. 流量観測所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. 本川および支川の管理区間の最上流端付近に配置する。 
b. 重要支川の合流後および同支川の下流端に配置する。 
c. 水面勾配や河道幅・セグメント等の河道条件が変化する地点の前後に配置する。 
d. 遊水地・湖沼・貯水池の出口、狭窄部、河口部等に配置する。 
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6.河川環境経済闇査の便益の算定に閲する記述として、誤っているものをa～dのなかから

遺ぴなさい。

a.環境便益の推定方法には、直接的手法と間接的手法の両手法を用いる。

b.環境整備による便益を全て正確に計測することは現状では不可能である。

c.便益の計測は、「計測対象とする便益の特定化」、「手法の選定」、「便益の計測」、「妥当

性の検証」というステップで行う。

d.仮想市場評価法は、アンケートによって価格を直接的に質問するため、適切な手順・

アンケート内容にしなければバイアスが発生する。

7.計画高水流置の決定に閲する記述として、誤っているものをa～dのなかから還ぴなさい。

a.ダム、調節池、遊水池といった洪水調節施設の設置の可能性を考慮すること

b.河川の重要度を重視するとともに、既往洪水による被害の実態を総合的に考慮するこ

と

c.河道は、現河道改修、捷水路、放水路、派川への分流等についての技術的、経済的、

社会的及び環境保全の見地から検討すること

d.著しく市街化の予想される区域については、将来における計画高水流量の増大に対す

る見通しの対応方針を考慮すること

8. 土堤の浸透に対する堤防強化方法の記述として、誤っているものをa～dのなかから選ぴ

なさい。

a.堤体の川裏のり尻を透水性の大きい材料で置き換えることにより、堤体内浸潤面の上

昇を抑え、堤体のせん断抵抗力の低下を抑制する。

b.堤防断面を拡大することにより浸透路長の延長を図り、平均動水勾配を減じて堤体の

安全性を増加させる。

c.表のり面を難透水性材料で被覆する工法は、磯質土や砂質土の堤体で効果が期待され

る。

d.川表のり尻に遮水壁を設置することにより、基礎地盤の浸透水量を半減させるために

は、止水壁を透水層厚の50%程度まで貫入させる必要がある。



 
 

9. 河川堤防の記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 一般に、河川の流水が河川外に流出することを防止するために設けられるものであり、

越流堤、囲繞堤、背割堤、導流堤も含めて同一の構造基準が定められている。 
b. 堤防高と堤内地盤高との差が0.6ｍ未満の堤防については、特別な取り扱いとなり、天

端幅や盛土による堤防の法面勾配等の特別の定めがある。 
c. 計画高水位あるいは計画高潮位以下の水位の流水の通常の作用に対し、安全な構造と

する。 
d. 高規格堤防の基礎地盤は、予想される荷重によってすべり破壊、浸透破壊または液状

化破壊が生じないものとする。 
 
 
10. 河川護岸における被災の事例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. 基礎工前面の河床洗掘を契機として被災を受ける事例が最も顕著である。 
b. のり覆工は自重によって流体力に抵抗するが、流体力が卓越して被災を受ける事例が

ある。 
c. 護岸裏面の堤体土が吸い出され護岸全体が破壊に至ることがあるが、これは、吸い出

し防止材の機能不足にあることが多い。 
d. 洪水が高水敷から低水路部分に落ち込んだり、低水路部分から高水敷に乗り上げたり

する現象により、低水護岸の基礎部が被災する事例がある。 
 

11. 堰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. 河川の流水を制御するために、河川を横断して設けられるダム以外の施設であって、

堤防の機能を有するものである。 
b. 河川の分派部付近に設け、水位を調節または制御して洪水または低水を計画的に分流

させるものを分流堰という。 
c. 感潮区間に設け、塩水遡上を防止し、流水の正常な機能を維持するために設置される

堰を潮止堰という。 
d. 基礎地盤から固定部天端までの高さは15m未満である。 



 
 

12. 排水機場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. 排水機場のポンプ室（ポンプを据え付ける床及びその下部の室に限る）や吸水槽、吐

出水槽は、鉄筋コンクリート構造またはこれに準じる構造とする。 
b. 排水機場の吐出水槽等振動が堤防に伝わるおそれのある工作物は、堤防ののり尻から

５ｍ以上の離隔、あるいは「２Ｈルール」を適用する。 
c. ポンプの台数は、運転の効率、不測の故障等を考慮して、2台以上の台数分割を行うこ

とが望ましい。 
d. 内水の湛水によって運転に支障をきたすことのないように、湛水位に対して余裕をも

った高さまでポンプ場自体を水密構造にする、あるいは床面を高くする。 

13. 堤防開削を伴う河川工事において必要となる仮締切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. 出水期間を対象とする場合には、鋼矢板二重式工法を原則とする。 
b. 仮締切を土堤とする場合には、法覆工等による十分な補強を施し、川裏に設けるもの

とするが、流下能力阻害がなく流勢を受けない箇所についてはこの限りではない。 
c. 出水期の場合、設計対象水位は計画高水位または計画高潮位とする。 
d. 非出水期の場合、仮締切の高さは設計対象水位とし余裕高は加えないことを標準とす

る。 

14. 河川構造物の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. 堤防にクラック、わだち、裸地化、湿潤状態の変状が見られた場合は、点検等による

当該箇所の状態把握を継続するとともに、必要に応じて原因調査を行う。 
b. 護岸は生物環境と河川景観に重要な水際部に設置されることが多いが、維持管理にあ

たっては、経済性を考慮するものとし、各河川における多自然川づくりの目標は考慮
しなくてよい。 

c. 護岸背面の空洞化が疑われる場合は、丁寧に目視を行うとともに、必要に応じ打音調
査、物理探査等により目に見えない部分の状態の把握に努める。 

d. 柔構造樋門は、函軸方向の地盤沈下・変位に追随するように沈下量を大きく許容して
いるため、継手部の変位量が許容値内にあるかを把握するよう努める。 



 
 

15. 土砂生産抑制計画の説明として、適切でないものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 土砂生産抑制計画は、土砂生産域の荒廃を復旧し、さらに、新規荒廃の発生を防止し、

有害な土砂の生産を抑制するための計画である。 
b. 土砂生産抑制計画は、土砂生産域の状況、土砂の生産形態、保全対象を考慮し、計画

生産抑制土砂量を砂防堰堤、山腹工などに合理的に配分する。 
c. 土砂生産抑制計画は、土砂の１次生産源である山地及び２次生産源である河道を対象

に策定する。 
d. 砂防設備による計画生産抑制土砂量は、砂防設備の規模及び地形・地質・植生の状況

並びに地盤の安定状況等により定める。 
 
 
16. 山腹工の説明として、適切でないものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 山腹基礎工は、山腹斜面の安定化や表面流による斜面の侵食防止を目的として、谷止
工、のり切工、土留工、山腹排水路工等の構造物を設置する。 

b. 山腹緑化工は、施工対象地に植生を導入して緑化を図ることを目的として、山腹階段
工、伏工、実播工、植栽工等を設置する。 

c. 山腹階段工には、コンクリート擁壁工、コンクリートブロック積工等がある。 
d. 山腹排水路工には、水路工、暗渠工がある。 

 
 
17. 砂防基本計画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. 土石流による災害を防止・軽減するための土石流対策計画 
b. 土砂とともに流出する流木によりもたらされる災害を防止・軽減するための流木対策

計画 
c. 火山砂防地域において火山活動に起因して発生する災害を防止・軽減するための火山

砂防計画 
d. 水系を対象として土砂生産域である山地の山腹や斜面、渓流から河川、海岸までの有

害な土砂移動を制御し土砂災害を防止・軽減するための水系砂防計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

18. 下記の各砂防構造物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. 水制工は、流水の流向を制御したり、流路幅を限定することにより、渓岸の侵食・崩
壊を防止する施設である。 

b. 帯工は、縦侵食を防止するための施設であり、その高さは通常河床から5ｍ程度以下
である。 

c. 護岸工は、渓岸の侵食・崩壊などの防止及び渓床の縦侵食などの防止を目的とした施
設である。 

d. 床固工は、渓床の縦侵食防止及び渓床堆積物の安定化、渓岸の侵食や崩壊の防止・軽
減を目的としており、渓岸の侵食、崩壊及び地すべりなどの箇所では、原則としてそ
の上流に計画する。 

 
 
19. 砂防堰堤の形式選定について、適切なものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 砂防堰堤形式は地形条件に左右される場合が多く、谷幅が広く上流にポケットのある
ところは一般に砂防堰堤の適地と考えられる。 

b. 土石流の頻発するおそれのある箇所では、地形・地質的に問題がなくてもアーチ式コ
ンクリート砂防堰堤は避けることが望ましい。 

c. 砂礫基礎は、せん断摩擦抵抗や支持力及び侵食や透水に対する抵抗が比較的高いため
砂防堰堤形式についての制約が少ない。 

d. アーチ式コンクリート砂防堰堤は、谷幅が広いほど有利である。また、側方の岩盤よ
り堤底の岩盤が重要視される型式である。 

  
 
20. 急傾斜地の崩壊危険度を把握することを目的とした危険個所点検調査の項目として、適
切でないものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 地形調査 
b. 地質・土質調査 
c. 保全対象調査 
d. 警戒避難体制調査 

 
 
	 



＜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。 
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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）：鋼構造及びコンクリート＞ 
 
 
1. 鋼橋の設計図等に記載すべき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. 使用材料に関する記述として、冷間曲げ加工において内側半径を板厚の７倍以上とす
る場合には－7Hと標記する。 

b. 熱加工制御鋼を使用する場合には、鋼材の名称の後に“TMC”の記号を付記する。 
c. 設計上の前提条件である架設手順や加工方法及び溶接継手部の仕上げ程度等について
は、設計図に記述する。 

d. 将来の維持管理を想定した補強部材や吊り金具等、設計上考慮した事項については記
述する。 

 
 
2. 鋼橋の許容応力度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. 許容軸方向引張応力度及び許容曲げ引張応力度は、鋼種と板厚によって示されている。 
b. 局部座屈を考慮しない許容軸方向圧縮応力度を求める際には、設計の簡略から部材の
断面形状は考慮せず一つの基準耐荷力曲線だけを用いている。 

c. 許容曲げ圧縮応力度は、桁の横倒れ座屈強度を基本に定められている。 
d. 許容せん断応力度は、基準降伏点についてvon Misesの降伏条件を適用し、安全率約
1.7を取っている。 

 
 
3. 鋼橋のたわみの規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. たわみ量は、衝撃を含まない活荷重に対して、部材の総断面積を用いて算出する。 
b. 鋼桁形式の場合は、コンクリート床版を有する場合と、それ以外の床版を有する場合
では許容値が異なる。 

c. 方杖ラーメン橋の許容たわみ量を求める支間長Lは、隅角部間の長さを用いる。 
d. ゲルバー桁の片持部では、単純桁の約2倍のたわみを許容している。 

 
 
4. 鋼材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. 一般構造用圧延鋼材の記号はSSで示され、記号の最初のSはSteel、二番目のSは
Structure（構造）を意味する。 

b. 溶接構造用圧延鋼材の記号はSMで示され、記号の最初のSはSteel、二番目のMは
Manganese（マンガン）を意味する。 

c. 鉄筋コンクリート用棒鋼には丸鋼のSR材と異形棒鋼のSD材があり、床版の鉄筋には
SD材を用いる。 

d. 一般構造用炭素鋼管の記号はSTKで示され、二番目の記号のTはTube、三番目の記号
のKは構造を意味する。 

 

＜平成26年度＞



5. 溶接部及び接合用鋼材の許容応力度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. 溶接部の許容応力度で、部分溶け込み開先溶接はすみ肉溶接と同じ扱いである。 
b. 摩擦接合用高力ボルトの許容力を求める際のすべりに対する安全率は、鋼材の降伏点
に対する安全率と同じく1.7としている。 

c. 支圧接合用高力ボルトの許容せん断応力度は、ボルトの等級の他に母材の材質、板厚
によっても定めている。 

d. 引張接合用高力ボルトの許容力は、降伏ボルト軸力を安全率1.7で除した値としてい
る。 

 
 
6. 二次応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. 二次応力とは、構造解析上の仮定と実際との相違により、実際には生じるが構造解析
では直接には考慮されない付加的な応力を言う。 

b. 構造の各部材は、二次応力ができる限り小さくなるように設計しなければならない。 
c. 応力計算においては、二次応力は無視するのが一般的である。 
d. 格点に発生する二次応力の対応策として、格点の剛性を格点に集まる各部材の剛性よ
り大きくして対処する事が有効である。 

 
 
7. 鋼橋の疲労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. 近年の疲労損傷の要因として、重車両の増加があげられる。 
b. 道路橋に軌道又は鉄道を併用する場合の疲労設計は、道路橋の設計基準を用いると良
い。 

c. 設計計算によって算出した応力度と部材に発生する実応力度との関係が明確な部材に
ついては、疲労耐久性の照査を行わなければならない。 

d. 溶接部の品質は、継手の疲労耐久性に大きく影響するため、施工が容易で非破壊検査
が行える構造とするのが良い。 

	 

	 

8. 鋼トラス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. 材片の組み合わせにあたっては、溶接部が左右、上下になるべく対称な位置となるよ
うに設計する。 

b. 圧縮力を受ける部材の断面形状は、原則として箱形又はπ形断面とする。 
c. 圧縮力を受ける部材の垂直軸まわりの断面二次半径に関する細長比は、水平軸まわり
のものよりも大きくなるようにする。 

d. 箱形断面部材のウェブの断面積は部材総断面積の40％以上とする。 
 
	 

	 

	 



9. 鋼橋の架設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. ベント工法で用いられる自走クレーンは、トラッククレーン、ラフテレーンクレーン、
オールテレーンクレーン、クローラクレーンに区別される。 

b. 送出し工法で用いられる手延べ機は、断面力低減のために自重の軽いトラス形式が多
く使用される。 

c. トラベラークレーンには固定ジブクレーンと全旋回ジブクレーンがあり、一般的には
安定性が良い固定ジブクレーンが主流である。 

d. ケーブルエレクションで用いられる設備としては、鉄塔、ワイヤロープ、キャリア等
のケーブルクレーン設備の他に、直吊り設備や斜吊り設備も用いられる。 

 
 
10. 鋼橋の疲労損傷部材の補修・補強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. 補修方法の一つであるストップホールは、亀裂先端に孔を明け応力集中を低減させる
方法であり、恒久的な対策として有効である。 

b. 亀裂発生部に添接板を用いた補修は、母材と同等以上の強度を確保できる鋼材を使用
しなければならない。 

c. 損傷部の補強方法として、溶接部のビード形状の改良による疲労強度の改善がある。 
d. 損傷部の補強方法として、応力の伝達がスムーズになるように構造ディテールを改良
する方法がある。	 

 
 
11. プレストレストコンクリート（ＰＣ）橋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. PCコンポ橋は、場所打ち床版の型枠として使用するプレキャスト板が場所打ち床版と
一体となり合成床版として抵抗する。 

b. エクストラドーズド橋は、主桁剛性が高いため、通常のけた橋と同様なたわみ管理方
法で片持ち施工が可能である。 

c. プレキャストセグメント構造は、Ｔ桁など比較的中小規模な橋梁だけでなく、箱桁な
ど施工規模の大きな橋梁にも積極的に採用されている。 

d. 波型鋼板ウェブ箱桁橋は、箱桁のウェブを波形の鋼板に置き換えたもので、鋼板が抵
抗するためプレストレス導入力は劣るが、主桁の軽量化が図れ、下部工への負荷が少
ない。 

	 

 

 

 

 

 

 

 



12. 免震橋の採用にあたり、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 

a. 活荷重及び衝撃を除く主荷重により、ゴム製の支承本体に引張力が生じる場合は、原
則として免震橋が適していない。 

b. 上部構造の端部に設計上の変位を確保できる遊間を設ける必要がある。 
c. 基礎周辺の地盤が耐震設計上土質定数を零にする土層を有する地盤の場合、原則とし
て免震橋を採用してはならない。 

d. 高橋脚でたわみ性が大きく、支承条件を全て固定とした場合の固有周期が1.0秒以上の
橋梁は免震支承とすることにより免震効果が高まるため、免震支承が適している。 

	 

 

13. プレキャストセグメント構造の設計に関し、誤っているものをa～dのなかから選びなさ
い。 
a. プレキャストセグメント構造の主桁に用いるコンクリートの設計基準強度はポステン
ション方式によるＰＣ部材と同様に30N/mm2以上とする。 

b. プレキャストセグメントの接合面は、主桁の部材軸線に直角に設ける。 
c プレキャストセグメント構造の設計にあたっては、継目部がない桁として安全に設計
するほか、継目部の応力度及び耐力について照査する。 

d. 継目部にエポキシ樹脂系接着剤を塗布することで耐久性上の弱点とならない配慮をし
たとみなせる。 

	 

 

14. 下部工の常時、暴風時及びレベル１地震時における部材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. 常時、暴風時及びレベル１地震時における部材の照査にあっては、部材断面に生じる
断面力は弾性理論により算出する。 

b. 部材設計において、コンクリートの引張強度は無視する。 
c. 維ひずみは中立軸からの距離に比例する。 
d. コンクリート部材の曲げ剛性、せん断剛性及びねじり剛性は、コンクリートの全断面
および鋼材を考慮した値を用いる。 

 
 

15. フーチング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. フーチングは、片持ばり、単純ばり、連続ばり等のはり部材として設計してよい。必
要に応じて、版としての挙動を考慮して設計するものとする。 

b. フーチングは、基礎の安定計算の前提として剛体と仮定する場合は、剛体とみなせる
厚さを有するものとする。 

c. フーチング部材の曲げモーメントに対する設計は、円形断面の柱の場合はその前面、
長方形断面の場合は、断面の1/10内側へ入った位置を照査断面とする。 

d. フーチングは、自重、土砂等の上載荷重、浮力の有無、地盤反力、基礎からの反力等
により、設計上最も不利となる荷重状態を考慮して設計するものとする。 

	 



16. p C鋼材のグラウト施工に関する記述として、誤っているものをa～dのなかから遅ぴな

さい。

a.グラウトは、ノンプリーディング型を使用する。

b.グラウトのプリーディング率は、 24時間後0.5%以下とする。

c.グラウトの体積変化率は±0.5%の範囲内とする。

d.グラウトの材齢28日おける圧縮強度は、 30N/mm2以上とする。

17.アルカリシリカ反応の劣化の特徴的な形態として、誤っているものをa～dのなかから遺

ぴなさい。

a.反応性骨材周囲に白色ゲルが生成され、骨材の膨張に伴いゲルが渉出する。

b.ひび割れは、鉄筋量が少なく部材の拘束を受けにくい無筋コンクリートでは網目状、

亀甲状となる。

c.コンクリートのヤング係数が低下する。

d.軸方向鉄筋量が多いコンクリート部材では、軸方向に対する拘束が卓越し、拘束直角

方向にひび割れが発生する。

18.劣化した鉄筋コンクリートの補修工法に関する記述として、誤っているものをa～dのな

かから遺ぴなさい。

a.ひび割れ被覆工法は、微細なひび割れである0.2mm以下のひび割れの上に、ひび割れ

迫従佐に優れた表面被覆材や目地材などを塗布する工法である。

b.充填工法は、 O.Smm以上のひび割れの補修に適する工法である。

c.注入工法は、エポキシ樹脂系注入材や注入用ポリマーセメントが材料として用いられ

0.05mmでも注入できる工法である。

d.モルタル注入工法は、補修面積が比較的大面積に用いられ、補修断面にあわせ型枠を

組み、流動性に優れた材料にて充填する工法である。

19.鉄筋コンクリートの劣化と補修工法に関する記述として、誤っているものをa～dのなか

から遺ぴなさい。

a.中性化に対する補修方針：中性化した部分の除去、二酸化炭素や水の侵入防止、アル

カリ性の回復

b.塩害に対する補修方針：侵入した塩化物イオンの除去、塩分・水・酸素の侵入防止、

鉄筋の電位制御

c.凍害に対する補修方針：劣化部分の除去、水の侵入抑制、凍結融解抵抗性の向上

d.アルカリシリカ反応に対する補修方針：劣化部分の除去、有害化学物質の侵入抑制



20. コンクリート構造物の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. 鋼板接着工法は、引張応力作用面に鋼板を接着することで曲げ及びせん断補強に適用
が可能である。 

b. 連続繊維シート接着工法は、コンクリート橋の曲げモーメント作用方向に適用するこ
とにより、鉄筋の応力低減および応力分散の効果がある。 

c. 上面増厚工法は、既設床版上面に鋼繊維補強コンクリートを打ち込み、床版を増厚す
ることで、主に押し抜きせん断に対する向上に寄与し曲げ耐力の向上も図ることがで
きる。 

d. 下面増厚工法は、既設床版下面にポリマーセメントモルタルにより増厚し、主にせん
断力に対する向上に寄与し曲げ耐力の向上も図ることができる。 

 



＜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。 

＜平成25年度＞



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）：土質及び基礎＞ 
 
 
1. 現場密度試験の説明として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 砂置換法による土の密度試験の適用は、JISの規格では最大粒径が53mmまでである。 
b. 水置換法による土の密度試験は岩石質材料からなる地盤に用いられる。 
c. 突き砂法による土の密度試験は、迅速性に優れ、良く用いられているので、置換砂（試
験用砂）の密度の校正が省略できる。 

d. RI計器による土の密度試験は、非破壊試験法で、技巧や熟練度による影響が少ない。 
 
 
2. 地盤の平板載荷試験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. 載荷時の沈下量を測定するための基準点は、載荷板中心から1.0m程度とする。 
b. 直径300ｍｍの載荷板を用いた平板載荷試験の結果は、そのまま実物大規模の構造物
基礎の支持力や沈下に関する設計に適用しても良い。 

c. 平板載荷試験の結果から許容支持力を求める場合に利用される『建築基礎構造設計指
針』の算定式は、試験結果をそのまま適用する方法で、住宅の支持力確認などに広く
利用されている。 

d. 載荷終了の判断基準は載荷板直径の10％程度以上の沈下量が得られていること、ある
いは載荷圧力～沈下量曲線が急激な変曲点を示していることなどを目安としてよい。 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

＜平成26年度＞



3. 『道路楯示施・同解説 IV下部構造編」の地下水調査の一覧表に関して、困～固に

入る組み合わせとして、正しいものをa～dのなかから遺ぴなさい。

種別 調査項目 調査方法

地 地下水位の測定 井戸，ポーリングを利用した水位測定

下水 ｜ァ ｜の測定 ｜ ァ ｜測定、湧水圧測定
の

査調 流れの方向と速度の現IJ定 水温，｜ィ ｜、トレーサーによる測定、流速測定

水質鼠験 硬度，｜ィ ｜、各種化学分析、 pH 

滞水 分布範囲，厚さ ボーリング、電気探査、｜ゥ除層、地下水検層
層
の ｜エ惟 揚水試験、｜エ陣験

査調
物理的性質 粒度試験、間隙比測定、｜ゥ除層

a.ア：間隙水圧イ：濁度 ウ：電気エ：流動

b.ア：間隙水圧イ：比抵抗ウ：電気エ：透水

c.ア：動水勾配イ：濁度 ウ：密度エ： i垂水

d.ア：動水勾配イ：比抵抗ウ：密度エ：流動

4. 「河川砂防技術基準｛案）同解説」の盛土による堤防の材料の選定に閲する記述として、

適切でないものをa～dのなかから選ぴなさい。

a.原則として近隣において得られる土の中から適当なものを選定する。

b.堤体材料として浸潤、乾燥等の環境変化に対して安定していることが望ましい。

c.施工時に締固めが容易である材料が良い。

d.浸透しにくい粒径の小さい材料を最優先に選定する。



5. 「道路土工 切土工・斜面安定工指針」の切土工における『注意が必要な現地条件』と
して、適切でないものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 割れ目の多い岩の場合、のり面の安定を左右する条件は、割れ目の発達度合い、破砕
の程度で、この度合いを評価するためにはボーリング調査を必ず行う必要がある。 

b. 長大のり面となる場合、のり面全体の地質が均質で堅硬であることは稀で、しかも切
土が進行してからの変更(切直し)は経済的にも施工性からみても不利な面が多い。 

c. 崖錐、崩積土、強風化斜面の場合、固結度が低い土砂等が堆積し、斜面の傾斜が地山
の限界斜面勾配を示していることもあり、切土により不安定となり、崩壊することが
ある。 

d. 砂質土等、特に浸食に弱い土質の場合、表流水による浸食に特に弱く、落石や崩壊、
土砂流失が起こることが多く、硬さと浸食されやすさを重点として調査する必要があ
る。 

	 

	 

6. 「道路土工 盛土工指針」の盛土の要求性能の記述として、正しいものをa～dのなかか
ら選びなさい。 
a. 盛土の設計で考慮する要求性能は、想定する作用と盛土の重要度に応じて、要求性能
の水準から適切に選定する。 

b. 常時の作用に対する盛土については、重要度にかかわらず性能１を要求することとし
ている。ただし、自重・載荷重等の常時の作用による沈下や変形は、盛土構築中や構
築直後に生じるものに対して盛土及び基礎地盤に損傷が生じず安定している必要があ
るものの、供用中に生じるものに対しては対象外としても良い。 

c. 降雨の作用に対する盛土については、想定する降雨により盛土のり面にガリ侵食や浅
い崩壊が生じることを防止するため、重要度にかかわらず性能１を要求する。 

d. 重要度1の盛土については、レベル２地震動に対して性能３を要求することとした。 
	 

	 

7. 「道路土工 軟弱地盤対策工指針」における深層混合処理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. 深層混合処理工法は、軟弱な粘土地盤の圧密沈下促進や緩い砂地盤の液状化防止に用
いられる。 

b. 設計では、改良範囲や改良深度等の改良仕様の決定と、設計強度を得るための固化材
の種類と量についての配合を決定する。 

c. 品質管理として、採取コアの強度試験やサウンディングによる改良体の強度の確認を
行う。 

d. 固化材としてセメント及びセメント系固化材を用いる場合は、pHとともに六価クロム
の溶出に留意する必要がある。 

 



8. 「道路土工 軟弱地盤対策工指針」の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. 軟弱地盤上における道路の日常点検は、舗装及び土構造物の変状を早期に発見し、適
切な処置及び補修等の要否を判断するために実施する。 

b. 地震等の災害発生時に行う緊急点検は、変状箇所の見落としがないようできるだけ時
間をかけて詳細に実施しなければならない。 

c. 杭で支持された構造物と盛土との取付部の路面は、供用後に継続する沈下量の大きさ
の違いから、特に段差が生じやすい。 

d. 道路面の不同沈下により段差が発生した場合、パッチングやオーバーレイを実施する
場合が多い。 

	 

	 

9. 土留め壁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. 鋼管矢板壁は本体構造物として利用されることがある。 
b. 地中連続壁は剛性が大きいため、地盤変形が問題となる場合に適する。 
c. 鋼矢板壁は引抜きに伴う周辺地盤の沈下の影響が大きい場合に、残置を検討する。 
d. ソイルセメント柱列壁の適用地盤は広く、軟弱粘性土や有機質土にも適している。 

	 

	 

10. 既設構造物に近接して新設構造物を施工する場合、近接施工に着目した調査・検討内容
として、適切でないものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 周辺地盤の地盤変形を推定する場合、地盤変形は、地盤条件や掘削規模、施工法等の
多くの要因に影響され、その推定方法は確立されていないので、適切な施工計画と計
測管理が重要である。 

b. 建設当時の設計図書が十分整っている場合は、現地調査を行わず設計図書から既設構
造物の現状の応力状態を推定し、許容変位量を設定してもよい。 

c. 圧密層がある場合、圧密沈下の程度を把握する。 
d. 一般の基礎工事よりも、特に十分な地盤調査が必要である。 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



11. 「道路土工仮霞構造物工指針」において規定されている切ばりの座屈畏の取り方とし

て、誤っているものをa～dのなかから遺ぴなさい。

切ばりの 座屈長

固定部材条件 検討方向 （ただし、 Lは 備考

右端 左端 固定点間距離）

中間杭 中間杭
強軸

a l.OXL 
（鉛直方向）

弱軸
中間杭と切ばりの交点には直

b 中間杭 中間杭 1. 5×L 交切ばりまたは水平継材（［ー
（水平方向）

150×70以上）が存在する。

腹起し
直交 弱軸

c 1. 5×L 
切ばり （水平方向）

直交
火打ち

弱軸
d 1. 5×L 

切ばり （水平方向）

12. 「温路土工擁壁工指針」の維持管理に闘する記述として、適切でないものをa～dのな

かから運びなさい。

a.斜面上や軟弱地盤上の擁壁は変状が生じやすいので、周辺の状況等と合わせ十分注意

する。

b.補強土壁は、壁面に軽微な倒れやはらみ出しが観測された場合でも、その構造特性か

ら直ちに補修・補強対策を講じる必要がある。

c.擁壁基礎に洗掘が発生しているか否かは、重要な点検項目の一つである。

d.擁壁には裏込め排水工が施工されているが、壁面から直接点検ができないので、水抜

き孔や目地等からの漏水に十分注意することで、機能が担保されていることを確認す

る。



13. 地震時土圧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. 土木構造物に作用する地震時土圧として古くから用いられてきた物部・岡部式は、設
計震度ｋｈ＝0.25～0.30程度までが適用限界であり、それ以上の地震動では過大な土
圧を与える。 

b. 古関らにより提案された修正
．．
物部・岡部式は、主働破壊面の算定では地盤のピーク強

度を用いることとし、主働土圧の算定では地盤の残留強度を用いるものである。 
c. 一定勾配ののり面を有する地盤の地震時土圧は、物部・岡部式で算定可能であるが、
のり面勾配が急になると過大な値となる。 

d. 修正
．．
物部・岡部式では、裏込め土地盤中の破壊領域が従来の物部・岡部式よりも大き

くなり、実現象とよく一致する。 
	 

	 

14. 下記の説明文は、直接基礎の極限支持力の算定における支持力係数の寸法効果に関する
記述である。  ア  に当てはまる語句として、正しいものをa～dのなかから選びな
さい。 

	 

想定したすべり面上で全般せん断破壊しないことや、基礎幅に比例してすべり線の長
さが変化するため、発現される  ア  が異なることから寸法効果が生じる。 

	 

a. 粘着力 
b. せん断抵抗角  
c. 土かぶり厚による拘束効果 
d. 残留強度 

	 

	 

15. 橋梁基礎構造の損傷度調査手法と適用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. インティグリティ試験は、クラックの面積的な評価はできるが、クラック幅は特定で
きない。 

b. 衝撃振動試験は、損傷の有無を確認できるが、損傷程度は特定できない。 
c. ＡＥ法は、載荷が必要であるが、定量的な評価が可能である。 
d. ボアホールカメラは、観測孔が必要である。 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



16. 「道路橋示方書・同解説 IV下部構造緬」における地盤反力係数および変形係数に闘す

る記述として、誤っているものをa～dのなかから遺ぴなさい。

a.地盤の変形係数は、基礎からの荷重によって地盤内に生じるひずみの大きさや地盤内

の圧力、また、載荷時間に依存する物性値である。

b.鉛直方向地盤反力係数は、一軸圧縮誠験により求めた変形係数から推定することがで

きる。

c.変位量が大きくなるほど地盤反力係数は大きくなる。

d. N・値が5未満である場合には、 N値から変形係数や地盤反カ係数を推定することは適

切ではない。

17. 「温路橋示方書・同解説 IV下部構造緬」の個荷重を受ける基礎に対する側方移動の判

定式として、空欄〔A〕に当てはまるものをa～dのなかから還ぴなさい。

r rh 
二」di2/J 3、一一一一一一

［λ］ 

ただし、 I：側方移動判定値

μ， ・軟弱層厚に関する補正係数

μ， ・基礎の抵抗幅に関する補正係数

μ， ・橋台の長さに関する補E係数

γ ：盛土材料の単位体積重量

h：地盤高の高低差

a.軟弱層の粘着力の平均値

b.軟弱層の変形係数の平均値

c.軟弱層の厚き

d.基礎の根入れ長



18. 「道路橋示方書・同解醜 V 耐震霞計緬」の液状化に対する揺抗率の算定式として、空

欄〔A〕および〔B〕に当てはまるものをa～dのなかから還ぴなさい。

率抗抵るす対b
L
 

一

状

〕
一
〕
液

A

一B一

F

＝

し

凡

だ
た

a. A：動的せん断強度比 B：地震時せん断応力比

b. A：地震時せん断応力比 B：動的せん断強度路

c. A：地震時せん断応力比 B：くり返し三軸強度比

d. A：くり返し三軸強度比 B：動的せん断強度防

19. 『道路橋示方膏・同解説 V耐震設計緬』における耐震設計上ご〈軟弱な土居に関する

記述文の亡Eおよび亡己lこ当てはまる値として、正しいものを刊のな柏崎ぴ

なさい。

地表面か紅白m以内の深さにある粘性土周及びシJI,ト貧土れ一軸圧縮鼠取

は原位置鼠験により推定される一軸圧縮強度由仁:i:]kN/m2以下の土層l孟、耐麗設計上

ごく軟弱な土層として判定する。

a.ア： 3 イ： 20

b.ア： 5 イ： 20

c.ア： 5 イ： 25

d.ア： 10 イ： 25

20.液状化対策工法とその効果の組合せとして、正しいものをa～dのなかから選ぴなさい。

a.パイプロフローテーション工法・・・・・飽和度の低下

b.深層混合処理工法・・・・・・・・・・・ 密度の増大

c.石灰パイル工法・・・・・・・・・・・・粒度の改良

d.地下水位低下工法・・・・・・・・・・・有効応力の増大



＜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。 

＜平成25年度＞



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）：都市計画及び地方計画＞ 
 
 
1. 次に示す都市計画思想とその提唱者について、誤っているものをa～dのなかから選

びなさい。 
a. 工業都市：トニーガルニエ（Tony Garnier） 
b. 田園都市：エベネザー・ハワード（Sir Ebenezer Howard） 
c. 都市のイメージ：ル・コルビジェ（Le Corbusier） 
d. 近隣住区単位：C.アーサー・ペリー（Clarence Arthur Perry） 

2. 次の①から④の日本の都市計画に関する事項を、年代順に正しく並べたものをa～d
のなかから選びなさい。 
① 都市計画法並びに市街地建築物法の制定 
② 銀座煉瓦街建設 
③ 東京市区改正条例 
④ 帝都復興計画制定 

a. ①－②－③－④ 
b. ②－④－①－③ 
c. ②－③－①－④ 
d. ④－③－②－① 

3. 日本における国土づくりの基本となる計画として位置付けられていた全国総合開発
計画（全総）に代わり、平成17年の国土総合開発法の抜本的改正により、新たに位
置付けられた計画の名称をa～dのなかから選びなさい。 
a. 全国総合計画 
b. 国土総合計画 
c. 国土の保全及び開発に関する計画 
d. 国土形成計画 

＜平成26年度＞



4. 地方自治法で定められている政令指定都市において、指定都市になるための人口要
件の記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 100万人以上 
b. 80万人以上 
c. 50万人以上 
d. 30万人以上 

	 

	 

5. 都市計画法において指定する地域地区の記述として、誤っているものをa～dのなか
から選びなさい。 
a. 用途地域 
b. 宅地造成工事規制区域 
c. 防火地域及び準防火地域 
d. 風致地区 

	 

	 

6. 特定用途制限地域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. 用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、
環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定
める。 

b. 用途地域が定められていない土地の区域（市街化調整区域を除く）内において、
その良好な環境の形成または保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地
利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める。 

c. 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
とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最
高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める。 

d. 用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建
築物の高さの最高限度又は最低限度を定める。 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



7. 都市計画法第６条で規定されている「都市計画に関する基礎調査」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. 都道府県は、都市計画区域について、おおむね五年ごとに、都市計画に関する基
礎調査として、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利
用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しにつ
いての調査を行うものとする。 

b. 都道府県は、都市計画に関する基礎調査を行うため必要があると認めるときは、
関係市町村に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 

c. 市町村は、準都市計画区域について、おおむね五年ごとに、都市計画に関する基
礎調査として、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利
用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しにつ
いての調査を行うものとする。 

d. 国土交通大臣は、都道府県に対し、都市計画基礎調査の結果について必要な報告
を求めることができる。 

	 

	 

8. 都市計画法第６条の２で規定されている「都市計画区域の整備、開発及び保全の方
針」において定めるものとして、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 都市計画の目標 
b. 区域区分の有無及びその方針 
c. 将来の人口 
d. 土地利用に関する方針 

	 

	 

9. 全国都市交通特性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. 全国都市交通特性調査は、標本調査をもとに全国値を推計している調査である。 
b. 全国の都市の交通特性を同一年に平日のみ把握できる。 
c. 都市圏パーソントリップ調査が実施されていない地方の小規模都市の交通手段特
性を経年的に把握できる。 

d. これまでに昭和62年、平成4年、平成11年、平成17年、平成22年の計5回実施さ
れている。 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



10. 地区レベルの交通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. 計画の作成にあたっては、統計による事故件数だけでなく、ヒヤリとする事故未
遂状況についても把握することが望ましい。 

b. 良好な生活環境を実現するため、地区内への通過交通は極力排除すべきである。 
c. 路上駐車の適正化を図るため、長時間駐車のためのスペースを街路内に設けるこ
とも必要である。 

d. 街路の設計や植栽における工夫など、地区環境の総合的な改善につながるような
配慮も必要である。 

	 

	 

11. 踏切道改良促進法に基づき指定する踏切の改良方法として、誤っているものをa～d
のなかから選びなさい。 
a. 立体交差化 
b. 歩行者等立体横断施設の整備 
c. 保安設備の整備 
d. 列車の高速化 

	 

	 

12. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第７条
に基づく総合計画（以下、総合計画という）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. 総合計画の目標及び期間 
b. 自転車等駐車場の整備の目標量及び主要な自転車等駐車場の配置、規模、設置主
体等その整備に関する事業の概要 

c. 総合計画策定の際の住民参加のあり方に関する事項 
d. 自転車等の正しい駐車方法の啓発に関する事項 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



13.都市計画法第 7条の 2に規定する都市再開発方針等について、方針とその根拠法の

組み合わせとして、誤っているものをa～dのなかから運びなさい。

（方針） （根拠法）

a. 都市再開発の方針 都市再開発法

b. 拠点業務市街地の開発整備の方針 都市再生特別措置法

c. 防災街区整備方針 密集市街地における防災街区の整

備の促進に関する法律

d. 住宅市街地の開発整備の方針 大都市地域における住宅及び住宅

地の供給の促進に関する特別措置

法

14.土地区画董理組合の定款に記載しなければならない事項に関する記述として、誤っ

ているものをa～dのなかから還ぴなさい。

a.参加組合員に関する事項

b.役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項

c.費用の分担に関する事項

d.土地区画整理審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項

15.都市計画法に定める開発行為に関する記述として、都道府県知事の許可を受けなけ

ればならないものをa～dのなかから還ぴなさい。

a.市街化区域内の開発面積250m2の開発行為

b.住宅街区整備事業の施行として行う開発行為

c.都市計画区域及び準都市計画区域外の区域における15,000m2の開発行為

d.車庫など附属建築物の用に供する目的で行う開発行為



16. 「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」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. 都道府県知事は、マンションの建替えの円滑化等に関する基本的な方針を定めな
ければならない。 

b. マンションの区分所有者又はその同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、
当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。 

c. マンション建替組合の設立には、建替え合意者の3/4以上の同意を得なければな
らない。 

d. 権利変換計画及びその変更の決議は、組合員の議決権及び持分割合の各4/5以上
で決する。 

 
	 

17. 「都市緑地法に基づく緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」（以下、「緑
の基本計画」という）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. 緑の基本計画の策定主体は市町村である。 
b. 緑の基本計画は、都市公園の整備の方針を定めることができない。 
c. 緑の基本計画には、緑地の保全及び緑化の目標を定めることができる。 
d. 緑の基本計画を定めようとするときには、住民の意見を反映させるための必要な
措置を講ずるよう努める。 

	 

	 

18. 都市公園法による都市公園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. 都市公園法では、都市公園の区域を空間又は地下について下限を定めることを認
めている。 

b. 公園管理者は都市公園台帳を作成し、保管しなければならない。 
c. 都市公園の機能の増進に資する場合、ＮＰＯや民間事業者も公園施設を設置・管
理できる。 

d. 国営公園は都市公園ではない。 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



19. 都市公園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. 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都市公園(街区公
園)は、面積４haを標準として定める。 

b. 主として近隣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（近隣公園）
は、面積２haを標準として配置する。 

c. 災害時に広域的な災害救援活動の拠点となるものとして国が設置する都市公園
は、大規模な災害により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがある区域として、
国土交通省令で定める都道府県の区域ごとに一箇所配置すること。 

d. 国が設置するその他の都市公園は、おおむね300ha以上とすること。 
	 

	 

20. 風致地区の記述として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 風致地区は、都市計画区域・準都市計画区域内において良好な自然的景観を形成
している区域のうち、都市における土地利用計画上、都市環境の保全を図るため
風致の維持が必要な区域に定める。 

b. 20ha以上の風致地区については都道府県が、20ha未満の場合は市町村が風致地
区を決定する。 

c. 風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為につい
て、条例で都市の風致を維持するために必要な規制をすることができる。 

d. 風致地区制度は、都市環境の保全を図るため風致が必要な区域について風致地区
を定め、「風致地区における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める
政令」で定める基準に従い、地方公共団体が定める条例で建築物の建築等に対す
る規制を行う。 

	 

	 

	 



＜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。 

＜平成25年度＞



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）：建設環境＞ 
 
 
1. 平成23年4月に改正され、平成25年4月に全面施行となった環境影響評価法について、誤
っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 電子縦覧の義務化 
b. 評価書段階における説明会開催の義務化 
c. 戦略的環境アセスメントの手続きの新設 
d. 風力発電事業を対象事業に追加 

	 

	 

2. 環境基本法に規定されている環境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. 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境基準が定められている。 
b. 「大気汚染に係る環境基準」は、二酸化窒素（NO2）、浮遊粒子状物質（SPM）、光化
学オキシダント（OX）等の項目毎に、基準値が設定されている。 

c. 「土壌汚染に係る環境基準」は、カドミウムや六価クロム等の項目ごとに基準値が定
められているが、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる
場所には適用されない。 

d. 「水質汚濁に係る環境基準」は、公共用水域の基準として、人の健康の保護に関する
基準と水生生物の保全に関する基準が定められている。 

 
	 

3. 循環型社会形成推進基本法で定められている廃棄物等の対策の優先順位として、正しい
ものをa～dのなかから選びなさい。 
a. ［1］発生抑制 ［2］再使用 ［3］再生利用 ［4］熱回収 ［5］適正処分 
b. ［1］熱回収 ［2］再生利用 ［3］再使用 ［4］適正処分 ［5］発生抑制 
c. ［1］再使用 ［2］再生利用 ［3］発生抑制 ［4］熱回収 ［5］適正処分 
d. ［1］再生利用 ［2］再使用 ［3］発生抑制 ［4］適正処分 ［5］熱回収 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

＜平成26年度＞



4. 微小粒子状物質に係る環境基準として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 環境基準は、1年平均値が15μg/m3以下または１日平均値が35μg/ m3以下であるこ
と。 

b. 環境基準は、微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができる
と認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって
測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法により
測定した場合における測定値によるものとする。 

c. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所
については、適用しない。 

d. 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μｍの粒子を
50％の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採
取される粒子をいう。 

	 

	 

5. 東日本大震災の被災地における環境保全を織り込んだ「三陸復興国立公園の創設を核と
したグリーン復興」の取組として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 持続可能な社会を担う人づくりの推進 
b. 里山・里海フィールドミュージアムと施設整備 
c. みちのく潮風トレイル 
d. 三陸ジオパーク 

	 

	 

6. 再生可能エネルギーとして、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. メタンハイドレート 
b. バイオマスエネルギー 
c. 地熱発電 
d. 水力発電 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



7. 我が固における騒音関連の環境基準に関する記述として、誤っているものをa～dのなか

から遺ぴなさい。

a.騒音に係る環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに設定されている。

b.騒音に係る環境基準達成状況の評価は、「個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによ

ることを基本」とされている。

c.新幹線鉄道騒音に係る環境基準は、午前6時から午後12時までの聞について、地域の

類型ごとに環境基準が定められている。

d.航空機騒音に係る環境基準は、地域の類型及ぴ時間の区分ごとに基準値が設定されて

いる。

8. 平成25年5月に見直しが行われた『ヒートアイランド対策大鋼」におけるヒートアイラン

ド対策として、誤っているものをa～dのなかから還ぴなさい。

a.地表面被覆の改善

b.バリアフリー化の推進

c.ライフスタイルの改善

d.人工排熱の低減

9. 環境マネジメントシステム（EMS）のPOCAサイクルの記述として、誤っているものを

a～dのなかから運びなさい。

a. 「P」は、方針・計画（Plan)

b. 「D」は、実施（Do)

c. 「C」は、制御（Control)

d. 「A」は、是正・見直し（Act)

10.東京電力福島第一原子力発電所事故に係る区域及び地域指定として、誤っているものをa
～dのなかから遺ぴなさい。

a.警戒区域：東京電力福島第一原子力発電所から20km以内の地域

b.計画的避難区域：事故発生から 1年の期間内に積算線量が20ミリシーベルトに達する

おそれがある地域

c.除染特別地域：国が除染の計画を策定し、除染事業を進める地域

d.汚染状況重点調査地域：放射線量が1時間当たり20マイクロシーベルト以上の地域



11. 国内希少野生動植物種の説明として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. その存続に支障を来す程度に個体数が著しく少ないか、又は著しく滅少しつつあり、
その存続に支障を来す事情がある種 

b. 全国の分布域の相当部分で生息地又は生育地が消滅しつつあることにより、その存続
に支障を来す事情がある種 

c. 我が国が締結している渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関
する条約又は協定に基づき、相手国から絶滅のおそれのある鳥類として通報のあった
種 

d. 分布域が限定されており、かつ、生息地等の生育・生育環境の悪化により、その存続
に支障を来す事情がある種	 

	 

	 

12. アオコ現象の説明として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 富栄養化の進んだ湖沼で、初夏から秋にかけて藻類が異常増殖して、湖沼水を緑色に
変色させる現象をいう。 

b. 異常発生する藻類はミクロキスティス属やアナベナ属等の微小の珪藻類である。 
c. アオコが発生すると、透明度が低下するばかりでなく、藻類が死滅してカビ臭が発生
し、更には肝臓毒、神経毒などの有害な化学物質が作られることがあり上水道への利
用が不適当となる。 

d. 水中の溶存酸素が奪われるため、水生生物や魚類が死亡するなど、水産や観光上の被
害をもたらす。 

	 

	 

13. 生物多様性基本法の基本原則に示される「生物の多様性の保全や持続可能な利用に際し
ての考え方」の説明として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 予防的、順応的取組方法により対応する。 
b. 長期的な観点から生態系等の保全及び再生に努める。 
c. 国、自治体、国民の役割分担のもと、多様な主体の参加により行う。 
d. 生物の多様性の保全及び持続可能な利用は、地球温暖化の防止等に資するとの認識の
下に行う。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



14. 河川空間利用実態調査に係る調査項目として、誤っているものをa～dのなかから選びな
さい。 
a. 有料施設調査（商業ベースにのっている有料施設の利用者について、調査日の利用者
数を施設管理者に問い合わせて調査する） 

b. 区間観測調査（調査対象ブロックの一般区域全体における利用者数を調査員が移動し
ながら観測し、利用者数カウントを行う） 

c. イベント調査（河川の利用状況を把握するために、イベント調査を行う。本調査は河
川管理者や河川利用施設の運営主体などへの聞き取りによって行う） 

d. 水面利用状況調査（水面利用が活発なエリアに定点を設定し、日の出から日没までの
間で２時間毎に河川水面の利用者数のカウントを行う） 

	 

	 

15. 浮遊植物の説明として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. ムジナモやマツモのように水面上を浮遊する種はガス交換や光合成の方法が浮葉植物
と共通している。 

b. ウキクサやホテイアオイのように水面下に浮遊している種はガス交換や光合成の方法
が沈水植物と共通している。 

c. 植物プランクトンは維管束植物ではないため、浮遊植物には含まれない。 
d. 外来の浮遊植物としては、富栄養化した各地の水域で大繁茂するホテイアオイや、南
西諸島から関東地方にかけて定着しつつある亜熱帯原産のボタンウキクサなどがある。 

	 

	 

16. 河道内の樹林化に係わる課題についての説明として、誤っているものをa～dのなかから
選びなさい。 
a. 河道内の樹林化は、ヤナギ、ハリエンジュ等、旺盛な種子繁殖能力を持つ種の拡大が
原因となっている。 

b. 河道内の樹林化は、河積を減少させ出水時の流下能力の低下をもたらす。 
c. 河道内の樹林化は、偏流や高速流を発生させ堤防や護岸の損失を引き起こす場合があ
る。 

d. 河道内の樹林化は、礫河原や出水攪乱に適応した河川環境に固有の生物種の減少につ
ながる。 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



17. 国土交通省が2014年3月に策定した「環境行動計画2014～2020」で示されている、「今
後推進すべき環境政策の7つの柱」として誤っているものを、a～dのなかから選びなさい。 
a. 社会インフラを活用した再生可能エネルギー等の利活用の推進 
b. 自然共生社会の形成に向けた取組の推進 
c. 少子高齢化社会に対応した社会基盤整備の推進 
d. 循環型社会の形成に向けた取組の推進 

	 

	 

18. 底生動物の生活型による分類についての説明として、誤っているものをa～dのなかから
選びなさい。 
a. 遊泳型は、細かい河床材料によるチューブ状の巣に入り、流れに乗って遊泳する。 
b. 匍匐型は、よく発達した脚部で、様々な基質上を中程度のスピードで歩いて移動する。 
c. 滑行掘潜型は、はまり石の表面を伝って細かい河床材料中に潜り込んで生活する。 
d. 造網型は、基質表面上に採餌用の捕獲網と巣を固着させ、その巣の中に生息する。 

	 

	 

19. 魚類の調査方法を説明した次の記述として、正しいものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 投網は、流れが緩やかで比較的水深の深い場所に適している。 
b. 刺網は、流れが比較的早く水深の浅い平瀬等の開けた場所に適している。 
c. セルびんは、流れの緩やかな場所や、特に異形ブロックの隙間に適し、幼稚魚の捕獲
にも利用できる。 

d. サデ網は、流れが緩やかで、魚類の通り道となるような場所に適している。 
 
	 

20. 水質指標の１つであるDOの説明として、誤っているものをa～dのなかから選びなさい。 
a. 水中に溶けている酸素量のことで、主として有機物による水質汚濁の指標として用い
られる。 

b. 水中に溶ける酸素量は、水温に反比例し、水温15度の時に約9mg/lで飽和状態となる。 
c. 常に酸欠状態が続くと、嫌気性微生物が増殖するようになり、有機物の腐敗（還元）
が起こり、メタンやアンモニア、硫化水素が発生し、悪臭の原因になる。 

d. DOが低下すると、魚類等の生息が困難となり、生物相は非常に貧弱になる。 
	 

	 

	 


