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R02年本試験検証講習会 「施工」

率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答

83 02011 27253 現場管理 工事監理 受注者は，設計図書等の表示が明確で
ないこと，又は設計図書等に矛盾，誤謬
又は脱漏があることを発見したときは，た
だちに書面をもって発注者又は監理者に
通知する．

国告（平31）第98号　工事監理に関する標準業務及びその他の標準
業務
受注者は，設計図書等の表示が明確でないこと，または設計図書等
に矛盾，誤謬，脱漏又は不適当な納まり等があることを発見したとき
は，ただちに書面をもって発注者又は監理者に通知する．よって正し
い．

◯

5 02012
6 02013
4 02014
6 02021 28024 現場管理 第三者等

に対する
損害防止

騒音規制法に定める特定建設作業にお
ける騒音が，敷地の境界線において，
85dB以下となるように管理した．

騒音規制法
特定建設作業に伴って発生する騒音が，特性建設作業場所の敷地境
界線において85dBを超えてはならない．ただし，当該特定建設作業が
その作業を開始した日に終わる場合は除外される．よって正しい．

◯

6 02022
4 02023

81 02024 25024 現場管理 仮設計画 枠組足場の組立て又は解体作業におい
て，枠組足場上の作業については，枠組
足場の段数が2段目までであれば，満18
歳に満たない者を就業させてもよい．

労働基準法　第62条
事業者は，満18歳未満の者を，足場の組立，解体又は変更の業務
（地上又は床上における補助業務を除く）に就かせてはならない．よっ
て誤り．

×

7 02031 28031 地業工事 既製杭・
運搬

既製コンクリート杭の積込み及び荷降し
については，杭に生じる曲げモーメントを
最小とするため，杭の両端から杭の長さ
の1/3の位置付近に2点で支持し，杭に衝
撃を与えないように仮置きさせた．

JASS4
杭には，曲げモーメントが最小となる支持点位置がある(2点支持の場
合は杭の両端から杭長の1/5の点)．積込み・荷卸しは，いずれの場
合にも必ず支持点近くの2点で支持しながら，杭に衝撃を与えることの
ないように注意して取り扱わなければならない．よって誤り．

×

11 02032 28083 鉄筋工事 鉄筋材料 日本工業規格（JIS）のD25の異形鉄筋の
受入れ検査において，搬入時に圧延マー
クを確認したところ，突起の数が2個で
あったので，SD345と判断した．

JIS G 3112　鉄筋コンクリート用棒鋼
異形棒鋼の種類を区別する表示は，SD295Aを除き「圧延マーク」によ
ることとし，寸法が呼び名の異形棒鋼及びネジ状の節をもった異形棒
鋼に限り「色別塗色」によることができる．SD295Aは「圧延マークな
し」，SD295Bは「1またはI」，SD345は「突起の数1個（・）」，SD390は
「突起の数2個（・・）」，SD490は「突起の数3個（・・・）」である．よって誤
り．（この問題は，コード「13023，20011，25033」の類似問題です．）

×

71 02033 29023 押出成形
セメント板

材料管理 外壁工事に用いる押出成形セメント板の
保管については，屋内の平坦で乾燥した
場所に，台木の上に積置きで，その高さ
が1.0m以下であることを確認した．

JASS27
押出成形セメント板の保管に当たっては，水濡れを防止し，ねじれ，反
りなどが生じないように平坦で乾燥した場所を選定し，養生を行う．枕
木は2本とし，パネルの積み置き高さは1m以下とする．よって正しい．
（この問題は，コード「22031」の類似問題です．）

◯

9 02034

【配布資料の読み方】
「率」は4選択枝の解答率（小数点四捨五入）を，「コード」は問題番号（「02123」は，R02年度12問目3番選択枝）を表します．
斜体・太字は正答枝を，グレーの網掛けは「正答率が40%以上～60%未満の正答枝（＝重要問題）」を表します．
「類似コード」から右の欄は，R02年度のコードに対する過去問の類似問題を表します．類似問題に記入の無いものは，新出問題です．
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R02年本試験検証講習会 「施工」

率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答

9 02041 26043 申請・届
出

安全上の
措置に関
する計画

病院の新築工事の施工中において，当
該建築物を使用するに当たり，「安全上
の措置等に関する計画届」を特定行政庁
あてに提出した．

建築基準法　第90条の3
建築物で政令で定めるものの新築の工事又はこれらの建築物に係る
避難施設等に関する工事の施工中において，建築物の使用に関し，
建築主はあらかじめ，工事の施工中における建築物の安全上，防火
上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出な
ければならない．
よって正しい．

◯

7 02042 23044 申請・届
出

高層建築
物等予定
工事届

伝搬障害防止区域内において，地表から
の高さが31mを超える建築物の新築に先
立ち，「高層建築物等工事届」を，総務大
臣あてに提出した．

電波法　第102条の3
電波障害防止区域内において，その最高部の地表からの高さが31m
をこえる高層建築物等を建築する場合は，「高層建築物等工事届」を
総務大臣に届け出なければならない．よって正しい．（この問題は，
コード「14024，17025，20023」の類似問題です．）

◯

15 02043 28042 申請・届
出

建設工事
計画届

高さ40mの鉄筋コンクリート造の建築物の
解体工事を行うに当たって，「建設工事計
画届」を特定行政庁あてに提出した．

労働安全衛生規則　第88条　(計画の届出等)
建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で，厚生労働省
令で定めるものを開始しようとするときは，「建設工事計画届」を当該
仕事の開始の日の14日前までに，労働基準監督署長に届け出なけれ
ばならない．　高さが31mを超える建築物の建設，改造，解体または
破壊の仕事は労働安全衛生規則第90条1により届け出が必要な仕事
とされている．特定行政庁ではなく労働基準監督署長へ提出するので
誤り．

×

67 02044 23043 申請・届
出

建築物除
却届

建築物の一部を除却するに先立ち，当該

工事の対象床面積が15m2であったので，
「建築物除却届」を建築主事を経由して
都道府県知事あてに提出した．

建築基準法　第15条
建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合
は，建築主事を経由して，その旨を都道府県知事に届け出る．ただ

し，当該建築物の床面積の合計が10m2以内である場合においては，
この限りではない．よって正しい．（この問題は，コード「15032，18044」
の類似問題です．）

◯

6 02051 20071 地盤調査 平板載荷
試験

平板載荷試験において，試験地盤面につ
いては，直径30㎝の円形の載荷板の中
心から1.2mまでの範囲を水平に整地し
た．

建築工事監理指針
載荷板は，直径30cm以上の円形とし，厚さ25mm以上の鋼板又は同
等以上の剛性を持つ板とし，試験地盤面は，載荷板の中心から1.0m
以上の範囲を水平に整地する．よって正しい．

◯

5 02052 27052 仮設工事 ベンチ
マーク

建築物の高さと位置の基準となるベンチ
マークについては、工事中に移動のおそ
れのない新設したコンクリート杭及び前面
道路の2箇所に設け，相互に確認できる
位置にあることを確認した．

建築工事監理指針
ベンチマークは，建物の高低及び位置を判定するための基準になるも
ので，既存の工作物などに高さの基準を示したものである．一般的
に，2ヶ所以上設け，相互にチェックできるようにする．よって正しい．

◯

72 02053 26051 仮設工事 仮設計画 枠組足場(妻面に係る部分を除く．)からの
墜落防止措置として，風荷重を受ける
シート類は設けず，交差筋かい及び高さ
10㎝の幅木を設けた．

労働安全衛生規則
手すり枠を設けない枠組足場の高さ2m以上の部分には，墜落防止の
ため，交差筋かい及び高さ15cm以上40cm以下の下桟もしくは高さ
15cm以上の幅木を設けなければならない．シート類は，物体の落下
による危険の防止のために設ける．よって誤り．

×

14 02054 26053 仮設工事 防護棚 防護柵(朝顔）は，地上から5mの位置に1
段目を設け，1段目から9m上部の位置に
2段目を設けた．

JASS2
足場の外側に設ける防護棚(通称朝顔)の設置高さは，1段目を地上よ
り5m以下，2段目以上は下の段より10m以内ごととする．よって正し
い．

◯
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R02年本試験検証講習会 「施工」

率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答

6 02061 29061 土工事 排水工法 砂質地盤の掘削工事において，ボイリン
グの発生する可能性が高いと判断したの
で，動水勾配を減らすため，止水性のあ
る山留め壁の根入れ長を延長した．

JASS3
ボイリング対策としては，
・動水勾配を減らすために「止水壁根入れ長さを延長」する
・地下水位を低下させる
・地下水を遮断するために「止水壁を不透水性土層（難透水層）まで
延長」する
・地盤改良を行う
がある．よって正しい．

◯

10 02062 30063 土工事 掘削地盤
の異常現
象

掘削工事において，盤ぶくれの発生が予
測されたので，止水性のあるソイルセメン
ト壁を，盤ぶくれの原因となる被圧滞水層
の砂礫層に延長して根入れした．

JASS3
盤ぶくれの発生が事前に予測された場合の対策としては，次のような
方法がある．
１．堀削底面（難透水層）下の地下水位をディープウェルなどによって
低下させる．
２．止水性の山留め壁を延長し，下部の難透水層に根入れする．
３．山留め壁先端部を薬液注入工法などにより地盤改良し，地下水を
遮断して土被り厚を増加させる．
被圧滞水層の砂礫層ではなく，下部の難透水層に根入れするため誤
り．

×

1 02063 27063 山留工事 山留工法 ソイルセメント壁の施工において，掘削対
象土がロームであったため，撹拌不良に
注意し，入念に原位置土とセメント系懸濁
液との混合撹拌を行った．

山留め設計施工指針
ソイルセメント壁の施工において，掘削対象土がロームである場合
は，撹拌不良の可能性があるため，入念に原位置土とセメント系懸濁
液との混合撹拌を行うなどの注意が必要である．よって正しい．

◯

80 02064 25013 施工計画 切張り工
事

山留め支保工において，火打材を用いな
い切ばりに作用する軸力の計測管理に当
たっては，盤圧計を腹起しと切ばりの接
合部に設置する．

建築工事監理指針
盤圧計の設置位置は，腹起しと切りばりの接合部に設置する．盤圧計
を切ばりの中央に設けると，腹起しから盤圧計までの距離が長くなり，
その間で荷重がつなぎ材や直角方向の切張り等に吸収されてしま
い，全荷重を示さない．また，山留め支保工の安全上からも望ましくな
い．よって正しい．（この問題は，コード「18071」の類似問題です．）

◯

74 02071 26073 地業工事 場所打
杭・材料

場所打ちコンクリート杭工事において，安
定液に打ち込む杭に使用するコンクリート

の単位セメント量については，310㎏/m3

とした．

JASS4
杭に使用するコンクリートの単位セメント量は，清水あるいは泥水中で

打ち込む場合は330kg/m3以上，空気中で打ち込む場合は270kg/m3

以上とする．よって誤り．（この問題は，コード「15083，18084」の類似
問題です．）

×

12 02072 25073 地業工事 場所打
杭・施工

場所打ちコンクリート杭工事において，コ
ンクリートの打込みに際し，杭頭部に余盛
りを行い，コンクリートが硬化した後，余盛
り部分を斫り取った．

建築工事監理指針
水中または泥水中でコンクリートを打ち込んだ場合には，打ち込まれ
たコンクリートの上面は，レイタンス及び泥水やスライムなどに接触し
ているためにセメント分の流失や土粒子の混入などにより強度の低い
ものとなりやすい．よって，この分を見込んで余分にコンクリートを打ち
込む余盛がが必要となる．コンクリート打設後，余盛部分や不良コンク
リート部分をはつり取り，健全なコンクリートを露出させ，所定の定着
長さを確保して鉄筋を切断する．杭頭の処理は，コンクリート打設後14
日を経過してから行う．よって正しい．（この問題は，コード「21074」の
類似問題です．）

◯

7 02073 24074 地業工事 既製杭・
施工

セメントミルク工法に用いるセメントについ
ては，地下水に硫酸塩を含む場所であっ
たので，高炉セメントを使用した．

JASS4
セメントミクル工法などの埋込み工法に用いるセメントは，通常，普通
ポルトランドセメントを用いるが，必要に応じて高炉セメント，シリカセメ
ントなどを使用することもある．高炉セメントは，化学抵抗性が大きい
ので地下水に硬化を阻害する硫酸根が含まれる場合に効果がある．
硫酸塩がとくに強い場合には，対硫酸塩セメントを用いるとよい．よっ
て正しい．

◯

5 02074 28073 施工計画 切張り工
事

山留め支保工において，火打材を用いな
い切ばりに作用する軸力の計測管理に当
たっては，盤圧計を腹起しと切ばりの接
合部に設置する．

建築工事監理指針
盤圧計の設置位置は，腹起しと切りばりの接合部に設置する．盤圧計
を切ばりの中央に設けると，腹起しから盤圧計までの距離が長くなり，
その間で荷重がつなぎ材や直角方向の切張り等に吸収されてしま
い，全荷重を示さない．また，山留め支保工の安全上からも望ましくな
い．よって正しい．（この問題は，コード「18071」の類似問題です．）

◯
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R02年本試験検証講習会 「施工」

率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答

23 02081 25084 鉄筋工事 圧接 ガス圧接継手において，圧接面のずれが
鉄筋径の1/4を超えた場合，その圧接部
については，再加熱して修正する．

JASS5
圧接部における膨らみの頂部からの圧接面のずれは鉄筋径の1/4以
下としなければならない．圧接部膨らみ・長さが規定値以下の場合，
著しい曲がりの生じた場合のみ再加熱，その他の場合は圧接部を切
り取って再圧接である．よって誤り．（この問題は，コード「14091，
19092」の類似問題です．）

×

13 02082 29083 鉄筋工事 圧接 ガス圧接継手において，圧接面のずれが
鉄筋径の1/4を超えた場合，その圧接部
については，再加熱して修正する．

JASS5
圧接部における膨らみの頂部からの圧接面のずれは鉄筋径の1/4以
下としなければならない．圧接部膨らみ・長さが規定値以下の場合，
著しい曲がりの生じた場合のみ再加熱，その他の場合は圧接部を切
り取って再圧接である．よって誤り．（この問題は，コード「14091，
19092」の類似問題です．）

×

54 02083 29083 鉄筋工事 圧接 大梁の主筋のガス圧接継手の外観検査
において，圧接部の膨らみの直径が母材
の鉄筋径の1.4倍であったが，膨らみの長
さが母材の鉄筋径の1.1倍未満であった
ので，再加熱し，圧力を加えて所定の膨
らみの長さに修正した．

JASS5
圧接部の膨らみの直径は，1.4ｄ以上としなければならない．圧接部膨
らみ・長さが規定値以下の場合，著しい曲がりの生じた場合のみ再加
熱，その他の場合は圧接部を切り取って再圧接である．よって正し
い．（この問題は，コード「15095，20084，24084」の類似問題です．）

◯

7 02084 30084 鉄筋工事 圧接 D22の主筋のガス圧接継手の外観検査
において，鉄筋中心軸の偏心量の合格
基準値を5mmとした．

JASS5
圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は鉄筋径の1/5以下（径が異な
る場合は細い方の径）としなければならない．したがって，22×
1/5=4.4mm以下を合格とする．よって誤り．

×
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R02年本試験検証講習会 「施工」

率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答

5 02091 29091 型枠工事 型枠の構
造計算

型枠の構造計算を行うに当たり，コンク
リートの打込み速さを10m/h以下，コンク
リートの打込み高さを1.5mとして予定して
いたので，柱の側圧と壁の側圧とを同じ
値とした．

JASS5
柱の型枠設計用のコンクリート側圧は，コンクリートポンプ工法の場
合，「打込み速さ」及び「側圧を求める位置から上のコンクリートの打
込み高さ」に応じて，「フレッシュコンクリートの単位容積質量に重力加
速度を乗じたもの」を用いて求める．コンクリートの打込み速さが
10m/h以下の場合，フレッシュコンクリートのヘッド(側圧を求める位置
から上のコンクリートの打込み高さ)の高さが1.5m以下の場合，柱の側
圧と壁の側圧は同じである．よって正しい．

◯

3 02092 22093 型枠工事 型枠の検
査

パイプサポートを支柱に用いる型枠支保
工において，高さが3.5mを超えるものに
ついては，高さ3.5m以内ごとに水平つな
ぎを二方向に設け，かつ，水平つなぎの
変位を防止することとした．

労働安全衛生規則　第242条1項六 号イ　(型枠支保工についての措
置等)
鋼管(パイプサポートを除く．)を支柱として用いるものにあっては，高さ
2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け，かつ，水平つなぎの変位を
防止すること．パイプサポートを支柱として用いるものにあっては，高
さが3.5mを越えるときは，高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設
け，かつ，水平つなぎの変位を防止すること．よって誤り．（この問題
は，コード「14044」の類似問題です．）

×

86 02093 23093 仮設工事 仮設計画 型枠は，一般に，コンクリート打込み時に
動かないように，外部足場にも堅固に固
定する．

建築工事監理指針
型枠に足場や遣方等の仮設物を緊結させると，足場等が動いた時に
型枠位置がずれたり，寸法が狂ったりするおそれがあるので，避けな
ければならない．よって誤り．

×

5 02094 25093 型枠工事 型枠の存
置期間

コンクリートに使用するセメントを普通ポ
ルトランドセメントから高炉セメントＢ種に
変更したので，コンクリートの材齢による
せき板の最小存置期間を，普通ポルトラ
ンドセメントの場合の最小存置期間より長
くした．

JASS5
せき板の存置期間は，施工部位等の条件が同一であれば，普通ポル
トランドセメントを使用する場合に比べて，高炉セメントB種を使用する
場合の方が長くなる．よって正しい．（この問題は，コード「14104，
17102，22094」の類似問題です．）

◯

23 02101
49 02102
11 02103
15 02104
32 02111

24 02112 28104 コンクリー
ト工事

高強度コ
ンクリート

高強度コンクリートの自己収縮を抑制す
るために，所要のワーカビリティーが得ら
れる範囲で，単位セメント量をできるだけ
大きくした．

JASS5
高強度コンクリートの水和熱や自己収縮を抑制するためには，所要の
ワーカビリティーが得られる範囲で，単位セメント量をできるだけ少なく
する．よって誤り．

×

16 02113
26 02114 25112 コンクリー

ト工事
品質管理 コンクリートの打設において，打設中のコ

ンクリートが自由落下となってしまった
が，分離が生じない高さであったので，継
続して打ち込んだ．

JASS5
コンクリートの自由落下高さ及び水平移動距離は，コンクリートが分離
しない範囲とする．自由落下高さが高すぎるとコンクリートが分離した
り，衝撃で鉄筋が動いたり，スペーサーが外れるおそれがあるので，
たて型シュートや打込み用ホースを接続して，自由落下高さを低くす
るなどの措置を行う．よって正しい．

◯
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率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答

2 02121 28123 ＰＣａ工事 圧縮強度 製造工場におけるプレキャスト部材の脱
型時のコンクリートの圧縮強度は，部材
の製造場所において採取し標準養生を
行った供試体の圧縮強度の結果により確
認した．

JASS10
部材コンクリートの圧縮強度は，部材の製造場所で採取し部材と同じ
養生を行った供試体の圧縮強度で表すものとする．標準養生ではな
いため誤り．（この問題は，コード「23122」の類似問題です．）

×

19 02122
72 02123 17201 ＰＣａ工事 接合 エンクローズ溶接継手によるプレキャスト

部材相互の接合において，溶接作業につ
いては，建築物の外周部から中央部へ順
次行った．

JASS10
梁の主筋の接合に，エンクローズ溶接を用いる場合，溶接後の冷却
により1mm程度の収縮が生じ，引張りの残留応力が発生する．接合
部の拘束を軽減するために，溶接作業は，一般に，建築物の中央か
ら外側に向かうように進める．よって誤り．（この問題は，コード
「17201」の類似問題です．）

×

4 02124
8 02131 17141 鉄骨工事 スタッド溶

接部
スタッド溶接の施工後の打撃曲げ検査に
おいて，溶接部に割れが生じた場合，さら
に同一ロットから2本のスタッドを検査し，
2本とも合格したので，そのロットについて
は合格とした．

JASS6
(2)打撃曲げ検査を下記により行う．
ⅰ)ロットの構成とサンプリング　：　スタッド打撃曲げ検査は，100本ま
たは主要部材1本または1台に溶接した本数のいずれか少ないほうを
1ロットとし，1ロットにつき1本行う．
ⅱ)合否の判定　：　曲げ角度15度で溶接部に割れその他の欠陥が生
じない場合には，そのロットを合格とする．
ⅲ)ロットの処置　：　合格ロットはそのまま受け入れる．　ⅱ)で不合格
になった場合は，同一ロットからさらに2本のスタッドを検査し2本とも合
格の場合はそのロットを合格とする．　ただし，これら2本のスタッドの
うち1本以上が不合格になった場合，そのロット全数について検査す
る．
よって正しい．

◯

45 02132
36 02133
9 02134 29143 鉄骨工事 耐火被覆 ロックウール吹付け工法による耐火被覆

の施工において，柱の耐火材の吹付け厚
さについては確認ピンを使用し，柱の1面
に各1箇所以上を差し込んで確認した．

JASS6
検査項目，方法などは特記による．特記のない場合は下記による．
(1)左官工法，吹付け工法の場合
ⅰ)施工中は施工面積5㎡当たり1箇所を単位として，ピンなどを用い
て厚さを確認しながら施工する．
ⅱ)吹付け工法の施工後における厚さとかさ比重は，コアを採取して測
定する．　その測定頻度は各階ごと，かつ床面積1500㎡ごとに各部位
1回を原則として，1回につき5個とする．ただし，延床面積1500㎡未満
の建物に対しては2回以上とする．
よって正しい．

◯
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率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答

18 02141
61 02142 17144 鉄骨工事 建方 鉄骨の建方精度の管理において，特記

がなかったので，柱の各節の倒れの管理
許容差を，節の高さの1/700 以下，か
つ，20 mm以下とした．

JASS6
柱の倒れ ： e
　　　管理許容差    e ≦ H/1,000　かつ　e ≦ 10mm
　　　限界許容差    e ≦ H/  700　かつ　e ≦ 15mm
よって誤り．（この問題は，コード「17144」の類似問題です．）

×

4 02143 22143 鉄骨工事 仮ボルト
の締付け

柱の溶接継手におけるエレクションピース
に使用する仮ボルトについては，中ボルト
を用い，ボルト一群に対して1/2程度，か
つ，2本以上をバランスよく配置して締め
付けた．

ＪＡSS6
建方作業における部材の組立てに使用し，本締めまたは溶接までの
間，予想される外力に対して架構の変形および倒壊を防ぐためのボ
ルトを仮ボルトと呼ぶ．溶接継手におけるエレクションピースなどに使
用する仮ボルトは，高力ボルトを使用して全数締め付ける．よって誤
り．（この問題は，コード「15144，18013」の類似問題です．）

×

15 02144 29131 鉄骨工事 溶接施工
一般

溶接作業において，作業場所の気温が-
2 ℃であったので，溶接線より両側約100
mmの範囲の母材部分を加熱して溶接し
た．

ＪＡSS6
(1)気温が-5℃を下回る場合は，溶接を行ってはならない．気温が-
5℃から5℃においては，接合部より100mmの範囲の母材部分を適切
に加熱すれば溶接することができる．
(2)風の強い日は，遮風して溶接を行う．雨天または特に湿度の高い
場合は，たとえ屋内であっても水分が母材の表面および裏側付近に
残っていないことを確かめてから溶接を行う．
なお，ガスシールドアーク溶接の場合，風速が2m/s以上ある場合に
は溶接を行ってはならない．ただし，適切な防風処置をした場合は，こ
の限りではない．よって正しい．（この問題は，コード「29131」の類似問
題です．）

◯

14 02151 25154 木工事 木下地 鉄筋コンクリート造の建築物における内
部工事の下地材として使用する木材につ
いて，代用樹種の使用が認められていた
ので，すぎの代わりにべいつがを使用し
た．

建築工事監理指針
鉄筋コンクリート造建築物における内部工事の間仕切軸組は杉を，壁
及び天井下地の樹種は杉又は松を標準としている．代用樹種の仕様
が認められている場合は，杉の代わりにべいつが等を用いる場合もあ
る．よって正しい．

◯

11 02152 24034 木工事 品質 木工事に用いる造作材の工事現場搬入
時の含水率は，特記がなければ，20%以
下とする．

JASS11
木工事において，工事現場搬入時の含水率は構造材20%，造作材
15%，仕上げ材13%以下となっている．よって誤り．

×

8 02153 24151 木工事 施工方法 木材の筋かいと間柱との取合い部分につ
いては，間柱を筋かいの厚さだけ欠け取
り，釘2本を平打ちした．

令45条4項
筋かいには，欠き込みをしてはならない．ただし，筋かいをたすき掛け
にするためにやむを得ない場合において，必要な補強を行った時は，
欠き込みをしてもよい．筋かいと間柱との取合い部分については，通
常は間柱を欠け取る．よって正しい．

◯

64 02154
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率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答

32 02161 15152 防水工事 ＡＳ防水
密着工法

密着工法によるアスファルト防水工事に
おいて，コンクリート打継ぎ部には，幅
100mmの絶縁テープを張り付けた後，幅
300mmのストレッチルーフィングを増張り
した．

建築工事監理指針
コンクリート打継部及びひび割れ部は，幅50mm程度の絶縁用テープ
を張った上に，幅300mm以上のストレッチルーフィングで増張りする．
よって正しい．

◯

28 02162 12152 防水工事 シート防
水・施工
法

シート防水におけるルーフィングシートの
平場部の接合幅は，加硫ゴム系シートで
は100mm以上，塩化ビニル樹脂系シート
では40mm以上とする．

JASS8
シートの接合　シートの接合部は，原則として水上側のシートが水下
側のシートの上になるように張り重ねる．平場のシートの接合幅は加
硫ゴム系シートおよびエチレン酢酸ビニル樹脂系シートの場合で(長手
方向・幅方向とも)100mm，塩化ビニル樹脂系シートの場合で(長手方
向・幅方向とも)40mmとする．ただし，加硫ゴム系シートの立上りと平
場の接合幅は150mmとする．よって正しい．（この問題は，コード
「15151，18155」の類似問題です．）

◯

21 02163
17 02164 29161 防水工事 シーリン

グ工事
シーリング工事において，鉄筋コンクリー
ト造の建築物の外壁に設けるひび割れ誘
発目地については，目地底にボンドブ
レーカーを使用せずに，シーリング材を充
填する三面接着とした．

JASS8
コンクリート躯体のひび割れ誘発目地のようなノンワーキングジョイン
トの場合は，目地底に水が浸入したとき水みちとなる二面接着よりも，
シーリング材が目地底に接着している三面接着の方が有効である．
よって正しい．（この問題は，コード「26161」の類似問題です．）

◯

32 02171 27172 左官工事 工法 コンクリート外壁へのモルタル塗りの下塗
りとして，ポリマーセメントを調合したモル
タルを塗り付ける際の１回の塗り厚は，10
～15mmとなるようにした．

JASS15
1回の塗り厚は，6mmを標準とする．厚く塗ると，だれ・ずれを生じて部
分的に接着不良やひび割れが発生したり，乾燥収縮差なども大きくな
るので，最大9mmを限度とする．よって誤り．

×

17 02172 14194 タイル張
り工事

各種工法 タイル後張り工法の密着張りにおいて，
一度に塗り付ける張付けモルタルの面積
は，2㎡以内とした．

公共建築工事標準仕様書
密着張りにおける，張付けモルタルの1回の塗付け面積の限度は，

2m2/人以内，かつ，20分以内に張り終える面積とする．よって正しい．

◯

27 02173
22 02174 25214 石工事 乾式工法 外壁乾式工法による張り石工事におい

て，上下の石材間の目地幅を調整するた
めのスペーサーを撤去した後に，シーリン
グ材を充填した．

建築工事設計監理指針
乾式工法の石材の荷重は下部ファスナーが負担しなければならな
い．乾式工法においては，通りよく，クリアランスを確保した施工をする
ため，上下の石材間にスペーサーを挿入して目地幅を調整することが
あるが，このスペーサーを撤去しないと上部石材の荷重がファスナー
でなく下部石材に伝達されてしまうので撤去する必要がある．よって正
しい．

◯

R02-検証講習会（施工）－8



R02年本試験検証講習会 「施工」

率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答

26 02181
44 02182 25191 内装工事 鋼製下地 化粧せっこうボード張りの軽量鉄骨天井

下地の吊りボルトの間隔については900
ｍｍ程度とし，天井の周辺部については
端から150ｍｍ以内に配置した．

JASS26
吊ボルトは，周囲は端から150mm以内に配置し，間隔は900mm程度
とする．よって正しい．（この問題は，コード「21191」の類似問題で
す．）

◯

16 02183
11 02184 21181 金属工事 手摺 鋼製の手すりの取付けに当たって，手す

り支柱については，コンクリート及びモル
タルの中に入る部分であっても錆止めの
処置を行った．

建築工事監理指針
手すりの支柱はコンクリートあるいはモルタルの中に入る部分であっ
ても，錆止めの処理を行う方がよい．よって正しい．（この問題は，コー
ド「17173」の類似問題です．）

◯

12 02191 22194 内装工事 合成高分
子系床タ
イル

ビニル床シート張りにおいて，シートの継
目の熱溶接については，シートを接着剤
で張り付け，接着剤が硬化した後に行っ
た．

JASS26
溶接作業は，床シートを張り付け後，接着剤の硬化がある程度進んで
から行う．接着剤中の溶剤または水が残留している段階で熱風溶接
を行うと，溶剤または水が急激に蒸発するため，継目部分が膨れたり
接着不良を発生する．そのため12時間以上放置し，接着が落ち着い
てから行う．よって正しい．

◯

9 02192
71 02193 23183 内装工事 断熱 吹付け硬質ウレタンフォームによる断熱

材現場発泡工法において，吹付け厚さの
許容誤差については，±10 mmとした．

建築工事監理指針
吹付け硬質ウレタンフォームによる断熱材現場発泡工法は，総厚さが
30mm以上の場合には多層吹きとし，各層の厚さは各30mm以下とす
る．ただし，1日の総吹付け厚さは80mmを超えないものとする．なお，
吹付け厚さの許容誤差は，-0から+10mmとする．よって誤り．（この問
題は，コード「23183」の類似問題です．）

×

6 02194
7 02201

86 02202
1 02203
4 02204
2 02211

22 02212
23 02213
50 02214
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率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答

58 02221 27221 耐震改修
工事

柱補強工
事

柱の鋼板巻き立て補強において，鋼板を
角形に巻くこととしたので，コーナー部の
曲げ内法半径については，鋼板の板厚
の２倍とした．

建築改修工事監理指針
鋼板の形状は，円形または角形とする．角形の場合は，コーナー部の
曲げ内法半径を，鋼板の板厚の3倍以上とする．よって誤り．（この問
題は，コード「17251」の類似問題です．）

×

19 02222
10 02223 25221 耐震改修

工事
RC壁増
設工事

鉄筋コンクリート造の耐力壁の増設工事
において，既存梁と接合する新設壁への
コンクリートの打込みを圧入工法で行うに
当たり，型枠上部に設けたオーバーフ
ロー管の流出先の高さについては，既存
梁の下端から10ｃｍ高い位置とした．

建築改修工事監理指針
コンクリートの打込み工法には，流込み工法及び圧入工法がある．コ
ンクリート圧入工法は，コンクリートポンプ等の圧送力を利用して，密
閉型枠内に流動性のよいコンクリート，いわゆる高流動コンクリートを
直接圧入して打設する工法である．この工法では，オーバーフロー管
の流出先の高さは，必ずコンクリートの圧入高さより高くなる．壁の場
合，既存梁の下端の高さより5～10cm程度高くする．よって正しい．

◯

11 02224
6 02231 23233 耐震改修

工事
改修工事 既存保護層を撤去し，既存アスファルト防

水層を残して行う防水改修工事におい
て，既存アスファルト防水層の損傷箇所，
継目等の剥離箇所については，切開し，
バーナーで熱した後，溶融アスファルトを
充填し，張り合わせた．

建築改修工事標準仕様書
既存保護層を撤去し，既存アスファルト防水層を残して行う防水改修
工事では，ブレーカーやのみによって，既存防水層を傷つけたり，既
存防水層の劣化が激しく保護層の撤去時に既存防水層が保護層に
付着して損傷する場合もあるため，雨養生に十分注意する．既存アス
ファルト防水層の損傷箇所，継目等の剥離箇所については，切開し，
バーナーで熱した後，溶融アスファルトを充填し，張り合わせる．よっ
て正しい．

◯

6 02232
25 02233
61 02234 21231 耐震改修

工事
外壁改修 コンクリート打放し仕上げ外壁の改修工

事において，幅が1.0㎜を超え，かつ，挙
動するひび割れ部については，エポキシ
樹脂注入工法により行った．

建築改修工事監理指針
ひび割れ幅が1.0mmを超え，かつ挙動するひび割れは，Uカットシール
材充填工法とし，シーリング材を使用する．なお，ひび割れ幅が0.2mm
以上1.0mm以下の場合は樹脂注入工法を，ひび割れ幅が0.2mm以下
の場合はシール工法を用いることが多い．よって誤り．

×
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R02年本試験検証講習会 「施工」

率 コード 類似 大項目 小項目 問題 解説 解答

80 02241
5 02242
6 02243 26243 鉄骨工事 用語 ミルシートとは，鉄筋1梱包ごとに付けら

れた，種別の記号，径又は呼び名，溶鋼
番号，製造業者名等の表示がある荷札
のことである．

ミルシートとは，鋼材の材質を証明する添付書類のことをいい，化学
成分，機械的性質などの試験結果を掲載し，規格あるいは要求性能
を満足することを示す書類をいう．設問の荷札は，メタルタグのことで
ある．よって誤り．

×

8 02244 28242 鉄骨工事 溶接施工
一般

溶接ゲージは，隅肉溶接ののど厚，脚長
やビード幅の測定，アンダーカット深度等
を測定する器具である．

鉄骨工事技術指針・工場製作編
溶接ゲージは，隅肉溶接ののど厚，脚長やビード幅の測定，アンダー
カット深度等を測定する器具である．よって正しい．

◯

59 02251 26251 請負契約 請負代金
内訳書・
工程表

受注者は，この契約を締結したのち速や
かに請負代金内訳書を監理者に提出し，
監理者の確認を受け，また工程表を発注
者及び監理者に提出する．

工事請負契約約款　第4条(1)(2)
受注者は，この契約を結んだのち速やかに請負代金内訳書を監理者
に提出し確認を受ける．
受注者は，この契約を締結したのち速やかに工程表を発注者及び監
理者に提出する．よって正しい．（この問題は，コード「16242，19241」
の類似問題です．）

◯

5 02252 24021 請負契約 現場代理
人・監理
技術者な
ど

発注者から直接建築一式工事を請負っ
た特定建設業者が，当該工事を施工する
ために締結した下請契約の請負代金の
額が6,000万円以上の場合は，当該工事
の現場代理人と監理技術者を兼ねること
はできない．

建設業法および工事請負契約約款　第10条(5)
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は，下請契約の
請負代金の総額が4,000万円（建築一式工事は6,000万円）以上となる
場合は，監理技術者を置かなければならない．なお，現場代理人，主
任技術者（又は監理技術者）及び専門技術者は，これを兼ねることが
できる．よって誤り．（この問題は，コード「13241，21251」の類似問題
です．）

×

13 02253 28252 請負契約 再委託 監理業務において，受託者は，委託者の
承諾を得て監理業務の一部について，他
の建築士事務所の開設者に委託した場
合，委託者に対し，当該他の建築士事務
所の開設者の受託に基づく行為全てにつ
いて責任を負う．

建築設計・監理業務委託契約約款　第14条4
設計者・工事監理者は，発注者の承諾を得て業務の一部について，
他の建築士事務所の開設者又は第三者に委託した場合，発注者に
対して，当該他の建築士事務所の開設者又は当該第三者の受託に
基づく行為全てについて責任を負う．よって正しい．

◯

21 02254 29252 請負契約 監理業務
委託書の
追加，変
更等

監理業務委託契約において，監理業務を
原設計者と異なる建築士に委託したと
き，委託者は，監理業務の段階におい
て，設計成果物について変更の必要が生
じた場合，原則として，設計変更業務を原
設計者に別途委託しなければならない．

建築設計・監理業務委託契約約款　第16条の2　3項
委託者は，監理業務の段階において，設計成果物について変更の必
要が生じた場合，設計変更業務を変更前の設計業務を行った者（以
下「原設計者」という．）に別途委託しなければならない．ただし，原設
計者が受託しない場合，委託者は，受託者又はその他の第三者に委
託することができる．よって正しい．

◯
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