
実地試験模擬問題（解答試案） 

 

問題１  

 

工事概要 解答省略 

1.  施工にあたり建設副産物の発生抑制、再使用、再生利用、熱回収、適正処分などの対策について、施

工計画の段階から検討し、実施した内用を記述する。 

 

工事内容 対策方法 計画・実施した内容 結果と波及効果 

工事全般 

（仕上げ、内

装工事） 

適正処分 

・工事で発生した産業廃棄物は分別

収集を行った。 

・廃棄物は処理業者に委託しマニフ

ェストにより適正に処分されたこと

を確認した。 

・分別することにより再生利用が

可能となる。 

・排出した廃棄物がどのようにリ

サイクルされたかを記入すると、

より具体的な記述となる（コンク

リート→砕石、木材→木質ボード

等） 

内装工事 

(内装工事全

般） 

発生抑制 

・下請けとの協議会で提案し、資材搬

入時の包装を使い捨てのビニールや

紙製のものから、繰り返し使用できる

布製のものに変更するよう計画した。 

・使い捨ての梱包材の不使用を徹

底することで、ゴミを軽減するこ

とができる。 

内装工事 

(せっこうボ

ード張り） 

発生抑制 

・壁のせっこうボードを天井高さま

での寸法で発注し、施工誤差分の微調

整はボード下部の巾木分で行う。 

・現場での定尺物の切断加工を無

くすことで、切断辺材の発生を抑

制 

・作業効率も向上(合理化） 

内装工事 

(プラスター

ボード張り） 

再生利用 

・間仕切りで使用したプラスターボ

ードの端材を廃棄せず、収集し納入業

者に引き取らせた。 

・メーカーで再びプラスターボー

ドとして再生された。 

大工工事 熱回収 
・木材加工に伴う木くずを集積し、燃

料化施設へ持ち込んだ。 

・廃棄せず、燃料として利用する

ことで廃棄物の低減につながり、

循環型社会への貢献となる。 

杭工事 

(杭頭処理） 
再生利用 

・杭頭処理材を砕石地業（工事用道

路・資材置き場・クレーンの設置ヤー

ド）等に利用 

・コンクリート塊の搬出に係る手

間が不要となる 

・砕石の購入が不要となる 

型枠工事 発生抑制 ・木製の型枠を鋼製型枠に変更 
・型枠加工時の木くず・加工片等

の廃棄物を削減できる。 

土工事 再使用 
・場外排出処分となっていた発生土

を植栽部として再利用した 

・場外処分の量が大幅に減少し

た。 

工事全般 再使用 

廃材となったベニヤ板や、梱包材を、

階段や廊下、エレベーター内の養生材

として再使用した。 

・廃棄物の量が減少し、購入予定

の養生材を減らすことができた。 

 



 

2. 以下の環境問題に対して、建築施工工事現場において行った取り組み、実施した内用を記述する。 

 

環境問題 工事現場での取り組み内容 

地球温暖化 

・通勤での車両の使用を制限し、公共交通機関の使用を促す。 

・冷暖房負荷の低減を図るため、現場事務所や作業員詰所は，断熱効果のある構造と

する。 

・建設重機や工事用車両には低燃費型のものを使用する。 

・建設重機・および工事用車両のアイドリングを防止し，二酸化炭素の発生を抑制す

る。 

・建設重機の作業中は，急発進、急停止の禁止等省エネ運転を心掛けるように指導を

徹底する。 

熱帯林の減少 

・側壁のコンクリート用型枠を合板から鋼製に変更する。 

・床面のコンクリート用型枠を合板からフラットデッキに変更する。 

・基礎側面のコンクリート用型枠を合板からメッシュシートに変更する。 

・現場に即したプレカットで材料を搬入することで、材料の無駄を減らす。 

・発生した端材を分別回収し、再生利用を図る。 

水質汚染 

・根切り工事で発生した湧水の排水は、ノッチタンク（沈砂層）を用いて、土粒子を

沈殿させて上澄み水を排水する。 

・左官工事後や、コンクリートミキサー車の洗浄等によって、モルタル分を含む排水

が発生する場合は、セメントを沈殿・濾過した上、ph 値が基準値以下であることを確

認してから排水する。 

 

 

※実地試験の正解、配点等は試験団体からは公表されません。 

ここにのせている解答はあくまで、試案です。 

解答試案を参考に、自身の経験を踏まえ解答してください 

 

問題 2  

〇 墜落災害 

・足場の組立・解体時の作業員の墜落を防止するため，手すり先行工法を採用する。 

・材料等の荷揚げ用の床開口部には、墜落を防止するため，囲い、巾木等の安全対策を講じるとともに，

安全ネットの設置を計画する。 

・開口部の蓋のずれによる墜落を防止するため，蓋裏にずれ防止のさん木を設ける。 

・作業床からの作業員の墜落を防止するために，単管足場に高さ 85 cm の手すりと中桟を取り付けた。 

・枠組足場からの転落を防止するため，交差筋交いの下に高さ 15 cm 以上の幅木を設ける。 

・高所作業時（鉄骨の建方・足場の組立等）は墜落を防止するため，親綱等の安全帯の取付設備を設ける。 

・朝礼時、KY 活動を行い、その日行う作業における危険箇所・作業環境の周知徹底を行う。 

・各職長を含めたパトロールを行い、現場内に潜在する墜落危険箇所の是正を行う。 

〇 重機関連災害 

・建設機械の作業開始前には始業前点検を確実に実施する。 

・作業計画書を作成し、機械の配置、立ち入り禁止区画の明示等の措置について関係作業員と入念に打ち

合わせを行い、確実に実施されているか巡視確認を行う。 

・路肩での重機の転倒を防止するため，転倒のおそれがある箇所は鉄板での養生や、明示を行い重機が近



寄らないようにする。 

・やむを得ず、路肩付近で作業を行う場合は，誘導員を配置し誘導させる。 

・クレーン使用時に作業員の巻き込みによる災害を防止するため，作業動線がクレーンの作業半径内を避

けるように計画する。 

・クレーン車の作業中の転倒を防止するため，作業場所の広さ・地形を検討し，埋戻し箇所にアウトリガ

ーがかからないように計画する。 

・クレーン設置個所が軟弱な場合は、地盤改良や鉄板を用いて養生し、アウトリガーを最大に張り出す。 

〇 飛来・落下災害 

・足場上の資材等の落下を防止するため，足場上に資機材を置かない作業手順にするとともに，作業終了

後点検パトロールをする。 

・作業終了後の外部足場上の清掃を確実に実施する。足場上に材料を仮置きする場合は整理整頓し結束す

る。 

・屋上の資材の飛散防止のため，シート掛けし固定した。 

・工事現場からの落下物により，周辺の通行人や隣家への危害を防止するため，外部足場に防護棚を設け

る。 

・外部足場の架設，解体時の工具の落下を防止するため，工具にワイヤーを付け，腰ベルトに結束する。 

・作業員の上下作業は禁止とする。また、楊重作業中は、吊り荷下への立ち入りを禁止する措置を講じる。 

 

問題 3  

 

 最も不適当な箇所番号 適当な語句又は数値 

1. ③ 80 

2. ① 30 

3. ③ 盤ぶくれ 

4. ① 
ドリリングバケット 

（回転バケット） 

5. ③ 25 

6. ② 砂 

7. ② 1/2 

8. ③ ブローホール 

 

問題 4  

 

1.【解答例】 

・下地コンクリート面は，平たんで凹凸がない状態にする。 

・下地の乾燥状態を，経過日数，目視，高周波水分計等により確認する。 

・屋上パラペット部の下地の形状は，出隅・入隅の面取りを確実に成形する。 

・（改質アスファルト防水の場合）入り隅は直角に、出隅面の仕上げは 45 度に成形する。 

・結束線、番線、鉄筋等の突起物の処理及びコンクリートの平滑性の確保 

・排水させるための勾配を確保する。 

 

2.【解答例】 



・下地モルタルは 3～4mm 程度塗りつけ、粗面状態にする。 

・タイル裏面全面に張付けモルタルを平らに塗り付けて張り付け，タイル周辺からモルタルがはみ出すま

でたたき締め，通りよく平らに張り付ける。 

・タイルの張付けは，上から下へと張り進める。 

・張付けモルタルの１回に塗り付ける面積２㎡以下としは，60 分以内に夕イルを張り終える面積とする。 

・化粧目地詰めは，タイル張付け後 24 時間以上経過した後に行う。 

 

3. 【解答例】 

・吊りボルトは、周辺部は端から 150ｍｍ以内とし、間隔は 900ｍｍ程度とする。 

・部屋の中央を若干高く、むくりをつけて組み立てる。 

・壁際の野縁はダブル野縁とする。 

・野縁の継ぎ手位置は、千鳥状になるよう配置する。 

・下地張りのある場合（2 枚張りの場合）、野縁間隔は 360ｍｍ程度とする。 

・下地張りのない場合（1 枚張りの場合）、野縁間隔は 300ｍｍ程度とする。 

・天井のふところが 1.5ｍ以上の場合は、吊りボルトの水平補強と斜め補強を行なう。 

・野縁と野縁受けの留付けクリップは交互に向きを変えて留付ける。 

 

4.【解答例】 

・床シートは，施工に先立って 20℃以上の室温にて敷きのばし，24 時間以上放置して巻きぐせをとる。 

・シート張り時の山たわみは壁から遠い部分で取るようにする。 

・床シートは，目通りよく，目違い，空気だまりのないように張り付け，ローラーなどで圧着する。 

・接着剤は，所定のくし目ごてを用いて下地面に均一に塗布する。 

・所定のオープンタイムが経過した後，溶剤の揮発を適切に行って張り付ける。 

・床シートの接合部を溶接工法で処理する場合，溶接作業は床シートを張り付けた後，接着剤が硬化して

から行う。 

・熱溶接工法における溝は，Ｖ字形又はＵ字形とし，均一な幅にシート厚さの 2/3 程度まで溝切りする。 

・熱溶接完了後，溶接部が完全に冷却したのち，余盛りを削り取り，平滑にする。 

・寒冷期に施工する場合は，採暖を行って，床シート及び下地とも５℃以下にならないようにする。 

 

 

問題 5  

 

1. 
A に該当する作業名 マット基礎 

B に該当する作業名 伸縮目地取付け 

2. 
最も不適当な作業名 タイル張り 

適当な工程となる終了日 9 月次下旬（9 月次下中旬） 

3. 
内装工事の外壁室内側 

現場発泡断熱材吹付け 

開始日 7 月次上旬 

終了日 ８月次下旬（９月次上旬） 

※前後の工程に差しさわりのない場合は、多少の旬日のずれは正解とする。 

 



 

問題 6  

 

1. 建設業法 

1-1 会社名；A 社,C 社 

1-2 会社名；D 社,E 社,I 社 

1-3 会社名；J 社,L 社,M 社,O 社 

2. 労働安全衛生法 

① 元方 

② 関係請負人 

③ 技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         


