
                                                                                      

 

令和３年度 

海上工事施工管理技術者認定試験 

問 題 用 紙 

【 共通問題 】 

試験時間 １３：００～１４：３０ 

 

受 験 番 号 S 2 1       

ふ り が な   

氏   名   

 

【注意事項】 

１．問題用紙は、試験開始の合図があるまで開かないでください。 

２．問題用紙と解答用紙は別になっています。 

３．問題用紙の表紙に受験番号と氏名・ふりがなを記入してください。 

４．解答用紙にも、氏名・フリガナ、受験番号を正確かつ明瞭に記入してください。 

５．解答用紙の受験番号は、アラビア数字で記入し、さらに、該当する数字をＨＢ

またはＢの黒鉛筆（シャープペンシル可)で黒く塗りつぶしてください。 

６．解答用紙はマークシート方式となっています。問題を読んで解答番号を選び、

解答用紙の該当する数字欄をＨＢまたはＢの黒鉛筆（シャープペンシル可)で

黒く塗りつぶしてください。 

７．設問は、「不適切なもの」を選ぶ場合と「適切なもの」を選ぶ場合があります

ので注意してください。 

８．訂正する場合は、消しゴムできれいに消してください。解答用紙は汚したり、

折り曲げたりしないでください。 

９．参考書、携帯電話、電子辞書、電卓、パソコン等は使用禁止です。 

10．問題用紙及び解答用紙は、必ず試験監督員に提出し持ち帰らないでください。 

11．その他、試験監督員の指示に従って受験してください。 





                                                                                      

 

問題１ 海の波の変形に関する次の記述のうち、不適切なものを１つ 

選べ。 

 

①水深の影響を受けて波の波高や進行方向が変化する現象を波の変形といい、

沖波の波長に対する相対水深が 1/2 程度より浅い海域や陸地等による遮蔽

の影響を受ける海域では、波の変形を考慮すべきである。 

②波の変形には、海底地形による屈折、浅水変形、砕波や島や構造物等の遮蔽

物による回折、反射、透過などが含まれ、それぞれ適切な数値計算法を用い

て計算を行う。 

③浅海域においては、水深変化に伴って波速が場所的に変化するために波の屈

折現象が生じる。屈折は、水深が浅くなることによって波の進行方向が変化

する現象で、浅海域では波高は変化せず、等深線に直交するように進行方向

は変化する。 

④浅水変形により波高が高くなると、ある水深で波が砕け、波高は急激に小さ

くなる。この現象を砕波と呼ぶ。 

 

 

 

問題２ 土のせん断強さに関する次の記述のうち、不適切なものを１つ

選べ。 

 

①砂地盤のせん断抵抗角は、標準貫入試験によって得られた標準貫入試験値を

用いて求める式がある。 

②qu法は乱さない試料から求めた一軸圧縮強さを用いる方法であり、粘性土の

非排水せん断強さ Cuを求めるのに使用する。 

③粘性土の qu値とＮ値の間には、ばらつきの少ない関係式がある。 

④砂のせん断抵抗角φが同じ地盤でも有効土被り圧の増加によりＮ値も増加

する。 
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問題３ 津波の用語に関する次の記述のうち、不適切なものを１つ選べ。 

 

①平常潮位とは、津波がない場合の海面水位であり、東京湾平均海面 T.P.また

は最低水面 D.L.を基準とした値で示す。 

②最高潮位とは、津波の来襲中に観測された潮位の最高値であり、東京湾平均

海面 T.P.または最低水面 D.L.を基準とした値で示す。 

③津波波高・周期は、津波の波形が規則的であることから、風波と同様にゼロ

アップクロス法によって１波毎の波高や周期を定義できる。 

④初動とは、潮位が平常潮位からずれ始めることをいい、押し波初動と引き波

初動がある。 

 

 

 

問題４ 外郭施設の築造による周辺への影響に関する次の記述のうち、

不適切なものを１つ選べ。 

 

①砂浜海岸に外郭施設を設けると、その周辺に土砂の堆積あるいは侵食が生      

じるなど、地形変化を引き起こすことがある。 

②防波堤の築造に伴い、その港内側の静穏度が悪くなるようなことはないが、

港外側では反射波のため波浪が増大することがある。 

③外郭施設の築造により、周辺の潮流に変化をきたし、局所的な水質変化を招

くことがある。 

④外郭施設は、魚介類、海藻、プランクトンなど海生生物の生育の場としての

効果もある。 
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問題５ 海上工事で使用される材料に関する次の記述のうち、不適切な

ものを１つ選べ。 

 

①鋼材の腐食は、それを取り囲む環境から影響を受け、海洋、淡水、土壌等の

pH がほぼ中性とみなせる環境では、水と酸素が重要な役割を果たす。 

②アスファルトマットは、アスファルト、フィラー（石灰石粉)、砂及び砕石を

混合したアスファルト合材に、補強材及び吊り上げ用ワイヤーロープを埋め

込みマット状に成形したものである。 

③通常の鉄筋を用いた鉄筋コンクリートに対しては、海水を練混ぜ水として使

用してはならない。また、無筋コンクリートに対しては、清浄な淡水の入手

が困難な場合に限り、海水を練混ぜ水として使用しても良い。 

④再生資源材料のコンクリート塊は、主に舗装用の路盤材料として使用され

ているが、コンクリート用骨材としての利用は図られていない。 

 

 

 

問題６ 基礎捨石に関する次の記述のうち、空欄 Ａ ～ Ｄ の中に入る

語句の組合せとして、適切なものを１つ選べ。 

 

    基礎捨石に用いる石材は、偏平や細長でなく、堅硬、ち密で、Ａ があり、風

化 Ｂ のおそれのないものとするべきである。 

    使用石材の決定に当たっては、試験を行い、十分に材質を把握した上で、入

手の難易、運搬能力、Ｃ 等を考慮するべきである。 

    基礎捨石には、一般的に Ｄ が用いられることが多い。 

 

           Ａ     Ｂ        Ｃ    Ｄ 

      ①耐久性  膨 張  供給量  火成岩 

②耐久性  凍 壊  価 格  火成岩 

         ③水密性  膨 張  供給量  水成岩 

         ④水密性  凍 壊  価 格  水成岩 
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問題７ マルチビーム測深における特徴的な誤差要因に関する次の記述

のうち、不適切なものを 1つ選べ。 

 

   ①トンネル効果現象 ： 平坦な海底地形での測深データで、送受波器直下の強

反射エコーが両端部付近のエコーに入り込み、誤って浅い海底と認識してし

まう現象。 

②スマイルカーブ現象 ： 平坦な海底において両端のビームが弱反射エコーと

なり、計測しているスリットの重心が内側にずれることで浅く計測される場

合か、水中音速度測定結果が正しくない場合に発生する現象。 

③クロストーク現象 ： 岸壁や防波堤などの港湾構造物の基部にあたるＬ字部

分において、乱反射によるデータが発生し、Ｌ字部分が浅く計測される現象。 

④キャタピラ現象 ： 測深時における測線誘導が正しく行われないことによっ

て、ビームがショット毎に上下左右へとぶれて、平坦な海底地形がキャタピ

ラのような凹凸を繰り返した様な地形となる現象。 

 

 

 

問題８ 「港湾土木請負工事積算基準」において、積算価格の構成に関

する次の記述のうち、不適切なものを１つ選べ。 

 

①直接工事費は、工事の目的物を施工するに当たり直接消費される費用で、材

料費と労務費と船舶・機械器具等経費からなる。 

②間接工事費は、共通仮設費と現場管理費からなる。共通仮設費は、各工事種

目に対し共通して使用される費用をいい、現場管理費は工事の施工に当たっ

て工事を管理し、又は経営するために必要な経費をいう。 

③一般管理費等は、一般管理費と付加利益からなる。一般管理費は工事の施工

に当たる企業の経営管理と活動に必要な本店及び支店における経費をいい、

付加利益は工事の施工に当たる企業が継続して経営するのに必要な費用を

いう。 

④純工事費は、直接工事費と共通仮設費の合計額を、工事原価は、直接工事費

と間接工事費の合計額をいう。 
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問題９ 「港湾土木請負工事積算基準」において、船舶供用係数に関する

次の記述のうち、不適切なものを１つ選べ。 

 

①船舶供用日数は、作業船の運転日数に船舶供用係数を乗じて求める。 

②全国の主要港湾を９区域の係数ランクに区分し、係数ランクごとに船舶供用

係数が示されている。 

③自然の地形や防波堤等により遮蔽された港内作業に適用する船舶供用係数

は、「ランク１」とする。 

④係数ランクが異なった複数の海域で連携して作業を行う場合は、船舶供用係

数を按分して適用する。 

 

 

 

問題 10 「港湾土木請負工事積算基準」において、船舶および機械器具

等の回航費の積算に関する次の記述のうち、不適切なものを

１つ選べ。 

 

①艤装費とは、回航される船舶・機械器具等を目的場所まで安全に航行するた

めに必要な船体の補強、固縛、防水工事等に要する費用あるいは回航のため

の解体または組立に要する費用をいう。 

②被回航船舶等の損料とは、被回航船舶等の運転日数に対する損料をいう。 

③運転費とは、回航用引船または自力回航船舶等の回航中の運転に要する費用

をいう。 

④回航保険料とは、回航される船舶等の回航中における全損てん補を付保する

保険をいう。 
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問題 11 「港則法」で定めている港内の航法に関する次の記述のうち、 

不適切なものを１つ選べ。 

 

①航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を

航行する他の船舶の進路を避けなければならない。 

②汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞
おそれ

のあるときは、

入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。 

③船舶は、航路内において他の船舶を追い越す場合は右側を航行しなければな

らない。 

④船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船

舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て

航行するときは、できるだけこれに遠ざかって航行しなければならない。 

 

 

 

問題 12 「海上衝突予防法」で定めている船舶の航法に関する次の記述

のうち、不適切なものを１つ選べ。 

 

①船舶は、他の船舶との衝突を避けるための針路又は速力の変更を行う場合は、

できる限り、その変更を他の船舶が容易に認めることができるように大幅に

行わなければならない。 

②船舶は、通航路を横断してはならない。ただし、やむを得ない場合において、

その通航路について定められた船舶の進行方向に対しできる限り鋭角に近

い角度で横断するときは、この限りでない。 

③追越し船は、この法律の他の規定にかかわらず、追い越される船舶を確実に

追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けな

ければならない。 

④二隻の船舶のうち一隻の船舶が他の船舶の進路を避けなければならない場

合は、当該他の船舶は、その針路及び速力を保たなければならない。 
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問題 13 「労働安全衛生法」における規定のうち、不適切なものを１つ

選べ。 

 

①建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等に

ついて、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さな

いように配慮しなければならない。 

②事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、作業に従事

することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整

備等を、継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成す

るように努めなければならない。 

③事業者は、労働者に対し、医師又は保健師による健康診断を行わなければ

ならない。 

④事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生

労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定

める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならな

い。 

 

 

 

問題 14 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令」で定

められている「特定建設資材」として、不適切なものを１つ

選べ。 

 

①コンクリート 

②石材 

③木材 

④アスファルト・コンクリート 
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問題 15 「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が令和元年６月に

改正された。 令和元年６月の改正で規定された内容として、

不適切なものを１つ選べ。  

   

①発注者の責務として、｢低入札価格調査基準又は最低制限価格を設定するな

どによるダンピング受注の防止｣が規定された。  

②発注者の責務として、｢休日、準備期間、天候等を考慮した適正な工期の設

定｣が規定された。  

③公共工事等を実施する者の責務として、｢適正な額の請負代金・工期での下

請契約の締結｣が規定された。  

④受注者・発注者の責務として、｢情報通信技術の活用等を通じた生産性の向

上｣が規定された。 

 

 

 

問題 16 「港湾工事共通仕様書」において、港湾工事の測量に関する次

の記述のうち、不適切なものを１つ選べ。 

 

①受注者は、工事着手後直ちに自らの費用で設計図書に示された、又は監督職

員の指示する水準点、多角点等を使用して、工事施工に必要な測量を実施し、

測量結果を監督職員に提出しなければならない。 

②測量結果が設計図書に示されている数値と相違する場合、受注者はその旨を

監督職員に通知し、指示を受けなければならない。 

③受注者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点等を設置し、施工期間中、適

宜これらを確認し、変動や損傷が生じた場合は、直ちに監督職員に通知し、

指示を受けなければならない。 

④水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている管理用基準面を基準と

して行うものとする。 
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問題 17 コンクリートの耐久性に関する次の記述のうち、不適切なもの

を１つ選べ。 

 

①コンクリート中の鋼材の腐食の危険性を低下させるために、製造時のコンク

リート中に含まれる塩化物イオン量は 0.30kg/m3以下とするべきである。 

②高炉セメント(Ｂ種、Ｃ種)、フライアッシュセメント(Ｂ種、Ｃ種)には、ア

ルカリ骨材反応の抑制効果がある。 

③普通ポルトランドセメントは、中庸熱ポルトランドセメント、高炉セメント、

フライアッシュセメントなどに比べ、海洋環境下における耐久性に優れてい

る。 

④高炉セメントＢ種は、普通ポルトランドセメントに比べ、コンクリート中の

鉄筋の防食性能に優れている。 

  

 

 

 

問題 18 港湾の施設の維持管理に関する次の記述で、空欄 Ａ～Ｄ の中

に入る語句の組合せとして、適切なものを１つ選べ。 

 

    港湾の施設の維持とは、劣化、損傷等の Ａ を適時適切な Ｂ により的確に

把握し、その結果を Ｃ 的に評価し、所要の維持工事等の適切な対策を施す一

連の行為を指す。 

    Ｃ 的な評価の結果、必要となる対策には、Ｄ の低下を未然に防ぐための維

持工事、構造物又は部材の Ｄ を回復させるための補修工事・補強工事等のハ

ード面での対策だけでなく、利用制限、利用停止や立入禁止措置等のソフト的

な対策も含まれる。 

 

             Ａ      Ｂ     Ｃ    Ｄ 

① 変状     点検診断   総合   性能 

         ② 性能低下度  総合診断   工学   機能 

③ 性能低下度  総合診断   総合   性能 

         ④ 変状     点検診断   工学   機能 
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問題 19 作業用船舶・機械の選定に関する次の記述のうち、不適切なも

のを１つ選べ。 

 

①作業用船舶の調達は、工事の予定地で調達できるものと、大型の作業用船舶

や特殊船舶で容易に調達できないものがある。このため作業用船舶の回航費、

作業工程及び工費との兼ね合いなどを調達時に検討する必要がある。 

②作業用船舶は、一般にアンカーまたはスパッドによって船舶を固定して作業

を行う。従ってワイヤの長さや旋回半径を考慮した作業用船舶の稼働範囲と

他の作業との調整が必要である。 

③港湾工事は、多くの工事種類の組み合わせであるから、各工種の各工程の短

縮を考慮した船団の組み合わせを考える必要がある。 

④作業用船舶等の選定には、海底土質、土量、水深、土捨条件、気象、海象条

件、工期などの施工条件を考慮し、調達可能なものの中より最適なものを選

定することが望ましい。 

 

 

 

問題 20 「港湾工事共通仕様書」における用語について、次の記述のう

ち、不適切なものを１つ選べ。 

 

①「現場技術員」とは監督職員の補助業務を行うため、発注者が選任した者を

いい、指示、承諾、協議及び確認の適否を判断できる。 

②「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該工事について、工事名、工

事概要、工事場所、工期、管理用基準面、適用する共通仕様書、制約条件、

工種及びその設計数量、技術的要求、施工内容等を定めた図書をいう。 

③「特記仕様書」には、契約後、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示し

た書面及び受注者が提出し監督職員が承諾した書面は、含まれるものとする。 

④「現場説明書」とは、現場説明時に発注者が入札参加者に対して当該工事の

契約条件等を説明するための書類で、契約書に添付された書面をいう。 
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問題 21 「港湾工事共通仕様書」において、施工状況検査に関する次の

記述のうち、不適切なものを１つ選べ。 

 

①監督職員による検査及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに

写真その他資料の準備のために必要な費用は、受注者の負担とする。ただし、

監督職員が製作工場で検査及び立会を行う場合に限り、受注者は、監督業務

に必要な設備等の備わった執務室を提供し、要した費用は発注者に請求する

ことができる。 

②受注者は、設計図書に定める監督職員の施工状況検査に必要な測量、出来形

算出及び品質等の確認を行い、その結果を整理し監督職員に提出しなければ

ならない。 

③監督職員は、設計図書に定められた施工状況検査を、受注者の測定結果等に

基づき出来形、品質、数量等の確認を行うものとし、施工状況検査には、現

場代理人又は現場代理人の指定する者が臨場しなければならない。 

④監督職員は、設計図書に定められた施工状況検査を書類確認とすることがで

きる。この場合、受注者は、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督職

員にこれらを提出しなければならない。 
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問題 22 「港湾工事共通仕様書」において、品質管理に関する次の記述

のうち、不適切なものを１つ選べ。 

 

①工事に使用する材料（製品を含む、以下同じ。)の品質に関する管理項目、管

理内容、管理方法、品質規格、測定頻度及び結果の整理方法は、設計図書及

び「港湾工事品質管理基準」の定めによらなければならない。 

②受注者は、品質に異常値が想定される場合、品質確認に必要な試験等を行わ

なければならない。なお、監督職員は､品質に疑いがある場合、受注者の同意

を得て、品質確認に必要な試験等を指示することができる。なお、それらに

要する費用は受注者の負担とするものとする。 

③受注者は、工事の種類、規模、施工条件等により、「港湾工事品質管理基準」

に定める管理基準により難い場合、事前に監督職員の承諾を得て、品質に関

する管理項目、管理内容、管理方法、品質規格、測定頻度及び結果の整理方

法を変更することができるものとする。 

④受注者は、工事に使用する材料の品質管理を、設計図書及び「港湾工事品質

管理基準」に基づき実施し、その結果を速やかにとりまとめ監督職員に提出

しなければならない。なお、この基準に示す管理図表の様式により難い場合

は、事前に監督職員の承諾を得た様式によることができるものとする。 

 

 

 

問題 23 「港湾工事共通仕様書」において、環境保全に関する次の記述

のうち、不適切なものを１つ選べ。 

 

①受注者は、環境保全のため、関係法令及び条例を遵守し、工事の施工により

発生するおそれのある騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の防止対策を施工

計画時及び工事実施段階の各々で検討・実施しなければならない。 

②受注者は､工事施工中に環境が阻害されるおそれが生じ又は発生した場合、

監督職員の承諾を得て、応急処置を講じなければならない。 

③受注者は、工事に使用する作業船等から発生する廃油等を「海洋汚染等及び

海上災害の防止に関する法律」に基づき、適切な措置をとらなければならな

い。 

④受注者は、海中に工事用資材等が落下しないように措置を講じるものとする。

また、工事の廃材、残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場

合は、受注者は自らの負担で撤去し、処理しなければならない。 
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問題 24 汚濁防止膜の設置形式に関する次の記述のうち、不適切なもの

を１つ選べ。 

 

①固定式垂下型汚濁防止膜は、垂下型カーテンと常時浮上したフロート部を持

つ型式の汚濁防止膜であり、最も多く使用されているタイプである。係留部

は、アンカーロープとアンカーで構成され、緩衝ブイが用いられることが多

い。 

②固定式自立型汚濁防止膜は、掘削、浚渫、直投工事等において、主に水底面

付近で発生する汚濁の拡散防止を目的として開発された。水底面に設置され

たアンカーとカーテン部、及びそれを自立させるためのフロート部から構成

され、アンカーにはコンクリートブロックが多用される。 

③浮沈式垂下型汚濁防止膜は、垂下型のカーテンと浮上や沈下が可能なフロー

ト部を持つ型式の汚濁防止膜である。フロート部は、合成ゴム製でフロート

内の空気を出し入れすることにより浮上、沈下させることができ、工事区域

の工事船舶の出入口確保や台風等の荒天時の緊急待避ができる。 

④枠型汚濁防止膜（汚濁防止枠)は、フロート部の下部にカーテン部を垂下さ

せた型式の汚濁防止膜で、グラブ浚渫船等の浚渫作業において、浚渫箇所の

部分的な汚濁防止を行う場合に用いられる。 
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問題 25 「港湾工事共通仕様書」において、安全管理に関する次の記述

のうち、不適切なものを１つ選べ。 

 

①受注者は、船舶の航行又は漁業の操業に支障をきたすおそれのある物体を海

中に落とした場合、直ちに、その物体を取り除かなければならない。なお、

直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険個所を明示し、監督職員及

び関係官公庁に通知しなければならない。 

②受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知な

ど、必要な安全対策を講じなければならない。また、作業船等が船舶の輻轄

している区域を航行又はえい航する場合、レーダーで監視し、事故の防止に

努めなければならない。 

③受注者は、工事中に機雷、爆弾等の爆発物を発見又は拾得した場合、監督職

員及び関係官公庁へ直ちに電話等にて連絡をし、指示を受け、その後書面に

よる通知をしなければならない。 

④受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況を整備及び保管し、監督職員

の請求があった場合は直ちに提示するものとする。 

 

 

 

問題 26 「労働安全衛生規則」及び「クレーン等安全規則」で定めてい

る玉掛け用具類に関する次の記述のうち、不適切なものを 

１つ選べ。 

 

①起重作業時の玉掛けに使用するワイヤーロープ、チェーンは、安全係数６以

上のものを使用すること。 

②フック、又はシャックルは、安全係数５以上のものを使用すること。 

③エンドレスでないワイヤーロープ、吊チェーンについては、その両端にフッ

ク、シャックル、リング、又はアイを備えているものでなければ玉掛け用具

として使用しないこと。 

④アイは、アイスプライス若しくは圧縮止め、又はこれらと同等以上の強さを

保持する方法によるものとすること。 
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問題 27 港湾工事の安全管理に係る「作業中止基準」に関する次の記述

のうち、不適切なものを１つ選べ。 

 

①作業中止基準は、気象・海象条件を考慮し、工種及び作業船毎に具体的な数

値で定める必要がある。 

②作業中止基準は、事前に関係者に周知し、作業中止の指示・連絡方法の明確

化を図るとともに連絡方法及び連絡体制を整える必要がある。 

③気象・海象の状況が作業中止基準を越えたことを確認した場合、速やかに作

業中止を決定する。 

④作業中止基準を定める時には、同時に作業再開の条件を定めておく必要があ

る。 

 

 

 

問題 28 「潜水作業安全施工指針」において、作業環境に関する次の記

述のうち、不適切なものを１つ選べ。 

 

①潜水作業中、地震等により津波の発生のおそれがあるとき、又は作業場所付

近に激しい雷雨が近づいた時は、潜水士を浮上させ、状況が確認できるまで

現場にて待機すること。 

②風浪、流れの激しい作業場所において、潜水作業を行うときは、できる限り

潜水士の作業位置に近付けて潜水士船を係留すること。 

③寒冷な水域において潜水作業を行うときは、高気圧作業安全衛生規則で求め

られる値により、潜水時間を適切に短縮し、減圧時間を適切に増加すること。 

④間口が狭く、奥行きの長い穴において潜水作業を行うときは、エアーホ－ス

及び信号索の操作、連絡ならびに緊急時の処置のため、その入口付近に他の

潜水士を待機させておくこと。 
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問題 29 「墜落制止用器具（安全帯)」に関する次の記述のうち、不適

切なものを１つ選べ。 

 

①墜落制止用器具として認められている器具は、胴ベルト型（１本つり)、 

胴ベルト型（Ｕ字つり)、ハーネス型（１本つり)である。 

②墜落制止用器具は、フルハーネス型を原則とする。ただしフルハーネス型の

墜落制止用器具を着する者が地面に到達おそれのある場合（高さ 6.75m 以

下)は 、胴ベルト型の使用が認められる。 

③墜落制止用器具は、着用者の体重及びその装備品重量合計に耐えるものでな

ければならない。（85kg 用又は 100kg 用。特注品を除く) 

④高さ２m 以上の作業床設置が困難な箇所で、フルハーネス型の墜落制止用器

具を用いて行う作業（ロープ高所作業に係る業務を除く)は、安全衛生特別

教育を受けなければならない。 

  

 

 

 

問題 30 洋上風力発電設備等の施工に関する次の記述のうち、不適切なも

のを 1 つ選べ。 

 

①洋上風力発電設備等の施工は、これまで我が国に事例の少ない外洋域に面し

たオフショア・ニアショアの海域における大規模な工事が必要であるととも

に、日本特有の気象・海象・地盤条件のなかでの高い精度が要求される高所

作業、クレーン作業、電気工事、潜水作業など高度な施工技術が求められる。 

②洋上風力発電設備等の施工にあたっては、事前に海域や港湾の利用実態を十

分に調査・把握し、港湾及び海域利用への影響や港湾施設への影響が最小限

になるように、適切な施工計画を策定しなければならない。 

③洋上風力発電設備等の施工にあたっては、施工稼働率を踏まえた工程計画や

作業限界を踏まえた安全管理計画を適切に策定するため、気象・海象・地盤

等の条件を把握する必要がある。 

④洋上風力発電設備等の施工は、海域における海上工事が中心となるため、海

上輸送、揚重作業、操船等に留意し、通常の港湾工事と同様の安全管理計画

を策定することで対応できる。 
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