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はじめに
① 本書は、 （財） 運行管理者試験センターが行う運行管理者試験 （旅客） について、内
容をジャンル別に区分し、それぞれに解説を加えたものです。

② 過去の出題問題は、合計８回分を収録してあります。また、過去８回分の受験者
数及び合格率は次のとおりです。

回数 １ ２ ３ ４ ５

実施時期 平成28年8月 平成28年3月 平成27年８月 平成27年３月 平成26年８月

受験者数 8,169人 7,027人 6,889人 6,368人 5,709人

合格率 35.2％ 32.3％ 17.5％ 35.1％ 21.0％

回数 ６ ７ ８

実施時期 平成26年５月 平成26年３月 平成25年８月

受験者数 3,259人 6,768人 6,897人

合格率 42.7％ 35.4％ 23.0％

③各章の順序は、試験問題と同じく、次のとおりとしました。

第１章　道路運送法　　　　　　　第２章　道路運送車両法

第３章　道路交通法　　　　　　　第４章　労働基準法

第５章　実務上の知識及び能力

④ 問題の最後に、［28.8］とあるのは、過去の試験の実施時期を表しています。
［28.8］であれば、平成28年８月実施（平成28年度 第１回）の試験問題となります。

⑤ 問題の最後に、［28.3/26.8］などとあるのは、平成28年３月実施（平成27年度
第２回）の問題と平成26年８月実施（平成26年度 第１回）の問題がほぼ等しいこ
とを表しています。

⑥ 問題の最後に「改」とあるのは、編集部の方で試験問題を一部改正してあること
を表しています。出題形式を変えた場合や、試験後に法改正が行われた場合など

が該当します。
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⑦ 「第１章　道路運送法」では、四択問題の内容が多岐にわたっているため、いっ
たん法令根拠ごとに問題を分割し、過去出題例（○×問題）として該当法令に問
題と解答を付記しました。このようにすることで、道路運送法の各条項のどの部
分から出題され、また、×の場合はどこが間違っているかが分かります。第１章

については、同じ問題がほぼ２回収録してあることになります。

⑧ 各問題には「   」マークを付けました。これにチェックを入れることで、問題の
習熟度を知ることができます。

⑨ 本書では正解を別紙にまとめてあります。このため、「問題と解説」であるものの、 「問
題集」 として使うことができるようになっています。別紙の正解を紛失した場合は、
当社のホームページから正解を入手することができます。

⑩ 法令の仕組みについて若干、説明します。１つの法は、それに続く政令、省令、
告示などを含めて成り立っています。政令、省令、告示などにより、法のより細
かい部分が定められています。本書で関係する主な法をまとめると、次のとおり

となります。また、本書では平成28年10月現在の法令等をもとに編集しています。

法　律 政令、省令、告示

道路運送法 ◎道路運送法施行規則 （省令）

◎旅客自動車運送事業運輸規則 （省令）

◎自動車事故報告規則 （省令）

◎ 旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に
対して行う指導及び監督の指針 （省令）

道路運送車両法
（車両法）

◎道路運送車両法施行規則 （省令）
◎自動車点検基準 （省令）
◎道路運送車両の保安基準 （省令）
◎ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
（告示）

道路交通法 （道交法） ◎道路交通法施行令 （政令）
労働基準法 （労基法） ◎自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 

（告示）

労働安全衛生法（安衛法） ◎ 労働安全衛生規則（告示）

※�政令は、内閣が制定する命令、省令は各省大臣が主任の事務につき発する命令をいう。また、
告示は各省庁などが広く一般に向けて行う通知をいう。
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⑪法令の原文は、次のように表されています。

⑫ 各章の最後には、よく出題されるポイントをまとめた「 」を収録しま
した。試験前など、短時間で要点を確認する時にご利用下さい。

●お知らせ●
平成29年３月５日（日）試験当日午後８時頃までに公論出版調べの解答速報を

HPに掲載予定！

 公論出版
http://www.kouronpub.com/
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１ 法律の目的と定義
１  法令の要点と○×式過去出題例

■  道路運送法の目的［道路運送法第１条］
１ ．この法律は、貨物自動車運送事業法と相まって、道路運送事業の運営を適正
かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化
及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することに
より、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の
増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もって公共の福祉を増
進することを目的とする。

■ 定　義［道路運送法第２条］
２ ．この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車
運送事業をいう。

３ ．この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動
車を使用して旅客を運送する事業であって、第３条（⇒13P）に掲げるもの
をいう。

６ ．この法律で「自動車」とは、道路運送車両法第２条（定義）第２項（⇒152P）
による自動車をいう。

１�．自動車運送事業とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をい
う。［26.3］○

２�．旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用し
て旅客を運送する事業であって、一般旅客自動車運送事業及び特定旅客自
動車運送事業をいう。［28.8］○

３�．旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用し
て旅客を運送する事業であって、法令に定める一般旅客自動車運送事業を
いう。［26.3］×

４�．自動車とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した
用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移
動させることを目的として製作した用具であって、原動機付自転車以外の
ものをいう。［26.3］○



11

２  過去出題問題
【１】道路運送法の目的について、次のＡ～Ｇに入るべき字句を次の枠内の選択
肢（１～14）から選びなさい。[25.8改]

 　この法律は、貨物自動車運送事業法と相まって、道路運送事業の運営を（Ａ）
なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の（Ｂ）に的確に対
応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、（Ｃ）を確保し、
（Ｄ）の利益の保護及びその（Ｅ）を図るとともに、道路運送の（Ｆ）を図り、
もって（Ｇ）を増進することを目的とする。

１．健全かつ継続可能 ２．公正な競争 ３．総合的な発達
４．利便の増進 ５．輸送の安全 ６．自動車運送事業者
７．利用の向上 ８．道路運送の利用者 ９．輸送の秩序
10．健全な発達 11．公共の福祉 12．適正かつ合理的
13．多様化及び高度化 14．急速な増加

【２】次の記述のうち、道路運送法における定義等として誤っているものを１つ
選びなさい。[26.3]

　１ ．自動車運送事業とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
　　２ ．旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用し

て旅客を運送する事業であって、法令に定める一般旅客自動車運送事業を
いう。

　　３ ．一般旅客自動車運送事業の種別は、①一般乗合旅客自動車運送事業 ②一
般貸切旅客自動車運送事業 ③一般乗用旅客自動車運送事業である。

　　４ ．自動車とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した
用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移
動させることを目的として製作した用具であって、原動機付自転車以外の
ものをいう。
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■◆解説

【１】道路運送法第１条（道路運送法の目的）第１項。

【２】１�．道路運送法第２条（定義）第２項。
　　　２�．「法令に定める一般旅客自動車運送事業」⇒「法令に定める一般旅客自動

車運送事業と特定旅客自動車運送事業」。道路運送法第２条（定義）第３項・
道路運送法第３条（旅客自動車運送事業の種類）第１項①・②。

　　　３．道路運送法第３条（旅客自動車運送事業の種類）第１項①。⇒13P
　　　４�．道路運送法第２条（定義）第６項・車両法第２条（定義）第２項。⇒152P

■  欠落事由［道路運送法第７条］
１ ．国土交通大臣は、次に掲げる場
合には、一般旅客自動車運送事業
の許可をしてはならない。
　① 許可を受けようとする者が１
年以上の懲役又は禁錮の刑に
処せられ、その執行が終わった
日から２年を経過していない
者であるとき。

　② 許可を受けようとする者が一
般旅客自動車運送事業または
特定旅客自動車運送事業の許
可の取消しを受け、取消しの
日から２年を経過していない
者であるとき。
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２ 旅客自動車運送事業の種類
１  法令の要点と○×式過去出題例

■  旅客自動車運送事業の種類［道路運送法第３条］
１．旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。

① 一般旅客自動車運送事業
　（特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業）

 ■　 一般乗合旅客自動車運送事業（乗合旅客を運送する事業…路線バス
や高速バスが該当）

■　 一般貸切旅客自動車運送事業（一個の契約により乗車定員11人以上
の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業…観
光バス等が該当）

■　 一般乗用旅客自動車運送事業（一個の契約により乗車定員11人未満
の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業…タ
クシーやハイヤーが該当）

② 特定旅客自動車運送事業（特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運
送する事業…スクールバスや会社の送迎バスが該当）

１�．一般旅客自動車運送事業の種別は、①一般乗合旅客自動車運送事業�②一
般貸切旅客自動車運送事業�③一般乗用旅客自動車運送事業である。

［26.3］○
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３ 許　可
１  法令の要点と○×式過去出題例

■  一般旅客自動車運送事業の許可［ 道路運送法第４条］
１ ．一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受
けなければならない。

経営しようとする
事業者

国土交通大臣
許　可

必要な書類を提出

■一般旅客自動車運送事業の許可

１�．一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可
を受けなければならない。［26.5］○

■ 欠格事由［道路運送法第７条］
１ ．国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をし
てはならない。

② 許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車
運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から２年を経過していない
者（当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消し
を受けた法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に
その法人の業務を執行する役員（いかなる名称によるかを問わず、これと
同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）として在任した者で当該
取消しの日から２年を経過していないものを含む。）であるとき。
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１�．国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、
一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受
け、取消しの日から２年を経過していない者（当該許可を取り消された者
が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受け
る原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員
（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有
する者を含む。）として在任した者で当該取消しの日から２年を経過して
いないものを含む。）であるときは、一般旅客自動車運送事業の許可をし
てはならない。［27.8改］○
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４ 事業計画の変更
１  法令の要点と○×式過去出題例

■  事業計画の変更［道路運送法第15条］
１ ．一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更（第３項、第４項及び第16条
第１項に規定するものを除く。）をしようとするときは、国土交通大臣の認
可を受けなければならない。

３ ．一般旅客自動車運送事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その
他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、
あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

４ ．一般旅客自動車運送事業者は、営業所の名称その他の国土交通省令で定める
軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交
通大臣に届け出なければならない。

あらかじめ届け出る

遅滞なく届け出る

認　　可

バス

①事業計画の変更
（②、③以外）

②事業用自動車に関する変更
　（自動車の数など）

③軽微な事項に関する変更
　（事務所の名称・位置など）

バス

■事業計画の変更

事業者 国土交通大臣

必要な書類を提出

増車

変更
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■  事業計画の変更の届出等［道路運送法施行規則第15条の２］
１ ．道路運送法第15条第４項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおり
とする。

①主たる事務所の名称及び位置

② 営業所について、イからニまでに掲げる事業の種別（運行の態様の別を
含む。）に応じ、それぞれイからニまでに定める事項

　イ 　路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事
業…名称及び位置

　ロ 　区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業…名称及び位置（営業
区域内における位置であって、新設、変更又は当該営業区域内に他の
営業所が存する場合における廃止に係るものに限る。）

　ハ　一般貸切旅客自動車運送事業…名称
　ニ 　一般乗用旅客自動車運送事業…名称及び位置（営業区域内における

位置であって、新設、変更又は当該営業区域内に他の営業所が存する
場合における廃止に係るものに限る。）

③ 停留所又は乗降地点の名称及び位置並びに停留所間又は乗降地点間のキ
ロ程

１�．一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更（国土交通省令に定める
ものを除く。）をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなけれ
ばならない。［26.5］○

２�．一般旅客自動車運送事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業
計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に
届け出なければならない。［27.3］×

３�．一般旅客自動車運送事業者は、一般貸切旅客自動車運送事業の自動車車
庫の位置及び収容能力の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可
を受けなければならない。［28.3］○

４�．一般旅客自動車運送事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数�
（自動車車庫の収容能力の増加を伴う事業用自動車の数の増加に係るもの
を除く。）その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更を
したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

［28.8/27.8/26.5］×
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５�．一般旅客自動車運送事業者は、路線定期運送を行う一般乗合旅客自動車
運送事業の営業所の名称及び位置の変更をしようとするときは、国土交通
大臣の認可を受けなければならない。［28.3］×

６�．一般旅客自動車運送事業者は、一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留
所又は乗降地点の名称及び位置並びに停留所間又は乗降地点間のキロ程の
変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

［28.3］×

７�．一般貸切旅客自動車運送事業者は、「営業所ごとに配置する事業用自動
　　�車の数」の事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を
国土交通大臣に届け出なければならない。［27.3］○

８�．一般旅客自動車運送事業者は、営業所の名称の変更をしたときは、遅滞
なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。［26.5］○

９�．一般旅客自動車運送事業者は、一般乗用旅客自動車運送事業の主たる事
務所の名称及び位置の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を
受けなければならない。［28.3］×

10�．一般乗合旅客自動車運送事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の
事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け
出なければならない。［27.3］○

■  運行計画［ 道路運送法第15条の３］
１ ．路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画（運行系
統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項（路線定期運行に係るものに
限る。）に関する計画をいう。）を定め、国土交通省令で定めるところにより、
あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。

１�．路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画（運行
系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項（路線定期運行に係る
ものに限る。）に関する計画をいう。）を定め、国土交通省令で定めると
ころにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。

［28.8］○
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  道路運送法における諸手続（運賃関係を除く）［編集部］

許可 一般旅客自動車運送事業の経営（第４条）

認可 事業計画の変更（第15条第１項）

届け出
あらかじめ

営業所ごとに配置する事業用自動車の数（自動車車
庫の収容能力の増加を伴う事業用自動車の数の増加に
係るものを除く。）などの事業計画の変更（第15条
第３項）。

運行計画（路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車
運送事業者）（第15条の３第１項）

遅滞なく 営業所の名称などの軽微な事項の事業計画の変更（第
15条第４項）

■ 禁止行為［道路運送法第20条］
１ ．一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に
存する旅客の運送（路線を定めて行うものを除く。）をしてはならない。

１�．一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域
外に存する旅客の運送（路線を定めて行うものを除く。）をしてはならな
い。［28.8/27.3］○

２  過去出題問題
【１】一般旅客自動車運送事業者が定める事業計画の変更に関する次の記述のう
ち、国土交通大臣の認可を受けなければならないものとして正しいものを１つ
選びなさい。[28.3]

　１ ．路線定期運送を行う一般乗合旅客自動車運送事業の営業所の名称及び位
置の変更

　　２ ．一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所又は乗降地点の名称及び位置
並びに停留所間又は乗降地点間のキロ程の変更

　　３ ．一般乗用旅客自動車運送事業の主たる事務所の名称及び位置の変更
　　４ ．一般貸切旅客自動車運送事業の自動車車庫の位置及び収容能力の変更
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【２】旅客自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを１つ選び
なさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮
しないものとする。[28.8]

　１ ．旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用し
て旅客を運送する事業であって、一般旅客自動車運送事業及び特定旅客自
動車運送事業をいう。

　　２ ．一般旅客自動車運送事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数
（自動車車庫の収容能力の増加を伴う事業用自動車の数の増加に係るもの
を除く。）その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更を
したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

　　３ ．路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画（運行
系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項（路線定期運行に係る
ものに限る。）に関する計画をいう。）を定め、国土交通省令で定めると
ころにより、あらかじめ、国土交通省に届け出なければならない。

　　４ ．一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域
外に存する旅客の運送（路線を定めて行うものを除く。）をしてはならな
い。

【３】一般旅客自動車運送事業に関する次の記述について、誤っているものを１
つ選びなさい。[27．3]

　1 ．一般貸切旅客自動車運送事業者は、「営業所ごとに配置する事業用自動車
の数」の事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国
土交通大臣に届け出なければならない。

　　２ ．一般旅客自動車運送事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の
　　　 事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大

臣に届け出なければならない。
　　３ ．一般乗合旅客自動車運送事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事

業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出な
ければならない。

　　４ ．一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域
外に存する旅客の運送（路線を定めて行うものを除く。）をしてはならない。
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【４】旅客自動車運送事業に関する次の記述について、誤っているものを１つ選
びなさい。[27.8改]

　１ ．一般乗合旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内において法令の規定
又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をし、乗務員の制止又は指
示に従わない旅客については、運送の引受け又は継続を拒絶することがで
きる。

　　２ ．一般旅客自動車運送事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数
（自動車車庫の収容能力の増加を伴う事業用自動車の数の増加に係るもの
を除く。）その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更を
したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

　　３ ．旅客自動車運送事業者は、道路運送法第27条（輸送の安全等）第３項、
同法第31条（事業改善の命令）又は同法第40条（許可の取消し等）の規定
による処分（輸送の安全に係るものに限る。）を受けたときは、遅滞なく、
当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措
置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなけれ
ばならない。

　　４ ．国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、
一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを
受け、取消しの日から２年を経過していない者（当該許可を取り消された
者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受
ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員
（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有
する者を含む。）として在任した者で当該取消しの日から２年を経過して
いないものを含む。）であるときは、一般旅客自動車運送事業の許可をし
てはならない。
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【５】旅客自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを１つ選び
なさい。[26.5]

　１ ．一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可
を受けなければならない。

　　２ ．一般旅客自動車運送事業者（以下「事業者」という。）は、事業計画の変更（国
土交通省令に定めるものを除く。）をしようとするときは、国土交通大臣
の認可を受けなければならない。

　　３ ．事業者は、営業所の名称の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土
交通大臣に届け出なければならない。

　　４ ．事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の国土交通省
令で定める事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨
を国土交通大臣に届け出なければならない。
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■◆解説

【１】１�～３．国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画に該当する。道
路運送法第15条（事業計画の変更）第１項・第４項・道路運送法施行規則
第15条の２（事業計画の変更の届出等）第１項各号。

　　　４．道路運送法第15条（事業計画の変更）第１項。

【２】１．道路運送法第２条（定義）第３項。⇒10P
　　　２�．事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数に関する事業計画の

変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を、国土交通大臣に届け
出なければならない。道路運送法第15条（事業計画の変更）第３項。

　　　３．道路運送法第15条の３（運行計画）第１項。
　　　４．道路運送法第20条（禁止行為）第１項。

【３】１．道路運送法第15条（事業計画の変更）第３項。
　　　２�．「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画を変更する場合は、国土交

通大臣の認可を受けなければならない。道路運送法第15条（事業計画の変更）
第１項。

　　　３．道路運送法第15条（事業計画の変更）第４項。
　　　４．道路運送法第20条（禁止行為）第１項。

【４】１．運輸規則第13条（運送の引受け及び継続の拒絶）第１項①。⇒84P
　　　２�．事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数に関する事業計画の

変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を、国土交通大臣に届け
出なければならない。道路運送法第15条（事業計画の変更）第３項。

　　　３�．運輸規則第47条の７（旅客自動車運送事業者による輸送の安全に係る情
報の公表）第２項。⇒137P

　　　４．道路運送法第７条（欠格事由）第１項②。⇒14P

【５】１．道路運送法第４条（一般旅客自動車運送事業の許可）第１項。⇒14P
　　　２．道路運送法第15条（事業計画の変更）第１項。
　　　３．道路運送法第15条（事業計画の変更）第４項。
　　　４�．事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数に関する事業計画の

変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を、国土交通大臣に届け
出なければならない。道路運送法第15条（事業計画の変更）第３項。
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旅客自動車運送事業の種類
一般旅客自動車運送事業

①一般乗合旅客自動車運送事業
②一般貸切旅客自動車運送事業
③一般乗用旅客自動車運送事業

特定旅客自動車運送事業

事業者が行う手続き
許可 ※ 運送事業の経営（運行管理の体制を記載した書類を添付）

認可
事業計画の変更（自動車車庫の位置及び収容能力等）

旅客の運賃及び料金の制定・変更（乗用・乗合）

届け出
（あらかじめ）

事業用自動車の数などの事業計画の変更

旅客の運賃及び料金の設定・変更（貸切）

届け出
（遅滞なく） 営業所の名称などの軽微な事業計画の変更

　※許可の取り消し等から２年を経過していない場合は不可。

過労運転の防止 ( 事業者の業務 )
過労の防止を考慮した勤務時間及び乗務時間の設定

睡眠又は休憩のための施設を整備・管理・保守

睡眠のための施設を確保・管理・保守（営業所で勤務を終了できない場合）

乗務の禁止①
酒気帯びの者※

疾病・疲労により安全運転又は補助することができない者

交替運転者の配置 夜間及び長距離運転（乗合・貸切）

乗務の禁止② 乗務距離の最高限度を超えて乗務させない

　※呼気中のアルコール濃度0.15mg/ℓ以上であるか否かを問わない。
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１ 法律の目的と定義
１  法令の要点

■  道路運送車両法の目的［車両法第１条］
１ ．この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに
　 安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術
の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公
共の福祉を増進することを目的とする。

■  定　義［車両法第２条］
１ ．この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をい
う。

２ ．この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的とし
て製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸
上を移動させることを目的として製作した用具であって、次項に規定する原動
機付自転車以外のものをいう。

３ ．この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定
格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具
で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させる
ことを目的として製作した用具をいう。

■  自動車の種別［車両法第３条／施行規則第２条］
１ ．この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及
び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総
排気量又は定格出力を基準として、別表第１（省略）に定める。
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２  過去出題問題
【１】道路運送車両法の目的についての次の文中、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅに入るべ
き字句としていずれか正しいものを１つ選びなさい。[27．3改/26.3改]

　　 　この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての（Ａ）等を行い、並
びに（Ｂ）及び（Ｃ）その他の環境の保全並びに整備についての（Ｄ）を図り、
併せて自動車の（Ｅ）の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進
することを目的とする。

　Ａ　１．公証　　　　　　２．認証
　　Ｂ　１．耐久性の確保　　２．安全性の確保
　　Ｃ　１．耐久性の確保　　２．公害の防止
　　Ｄ　１．知識の向上　　　２．技術の向上
　　Ｅ　１．運送事業　　　　２．整備事業

【２】道路運送車両法の目的についての次の記述のうち、誤っているものを２つ
選びなさい。[27.8改/25.8改]

　１．道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行うこと。
　　２．道路運送車両に関し、操縦の容易性及び安定性の確保を図ること。
　　３ ．道路運送車両に関し、整備についての技術の向上を図ること及び自動車

の製造事業の健全な発達に資すること。
　　４．道路運送車両に関し、公害の防止その他の環境の保全を図ること。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■◆解説

【１】車両法第１条（道路運送車両法の目的）第１項。

【２】車両法第１条（道路運送車両法の目的）第１項。
　　　２．「操縦の容易性及び安定性の確保」⇒「安全性の確保」。
　　　３．「自動車の製造事業」⇒「自動車の整備事業」。
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　道路運送車両法・保安基準

道路運送車両法の目的（キーワード）
　所有権・安全性・公害の防止・環境の保全・技術の向上・公共の福祉

自動車の種別
　普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・小型特殊自動車

登録・検査関係①
《所有者が申請すること》

登録の種別 申請するとき 期限

変更登録 型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名、住所、
使用の本拠の位置などを変更するとき

15 日

移転登録 所有者を変更するとき（新所有者が行う） 15 日

永久抹消登録 自動車が滅失、解体、又は用途を廃止するとき 15 日

《使用者が手続きすること》
検査の種別 手続きするとき 期限

継続検査 自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用
しようとするとき

－

自動車検車証の
記載事項の変更

自動車検査証の記載事項について変更があった
とき

15 日

《検査の種類》
　　新規・継続・臨時・構造等変更・予備

登録・検査関係②

自動車登録番号標
自動車の前面及び後面であって自動車登録番号の識別に支
障が生じないものとして告示で定める位置に表示する

検査標章 自動車検査証の有効期間の満了する時期が記載されている

自動車検査証
①自動車に備え付けておく
②�有効期間（旅客自動車運送事業用自動車）は初回も含め
１年間
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１ 法律の目的と定義
１  法令の要点

■  道路交通法の目的［道交法第１条］
１ ．この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及
　び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

■  定　義［道交法第２条］
１ ．この法律において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。

用 語 用語の意義

③ 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これ
に類する工作物又は道路標示によって区画された道路の部分
をいう。

③ の２
　本線車道

高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車線により構成す
る車道をいう。

③ の４
　路側帯

歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道
の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない
側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示に
よって区画されたものをいう。

⑥安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を
図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路
標示により安全地帯であることが示されている道路の部分を
いう。

⑦ 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示に
より示されている場合における当該道路標示により示されて
いる道路の部分をいう。

⑧車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

⑨ 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する
車であって、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車
いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの
（走行補助車等）以外のものをいう。
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⑮道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。

⑯ 道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に
描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字を
いう。

⑱ 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由
により継続的に停止すること（貨物の積卸しのための停止で
５分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除
く）、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者（運
転者）がその車両等を離れて直ちに運転することができない
状態にあることをいう。

⑲停車 車両等が停止することで駐車以外のことをいう。

� 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変
えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両
等の前方に出ることをいう。

� 進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を
防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しな
ければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を
継続し、又は始めることをいう。

３．この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。

① 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている
者

  用語の説明［編集部］

◎ 本線車道：高速道路で通常、高速走行する部分をいう。従って、加速車線、減
速車線、登坂車線、路側帯、路肩を除いた部分となる。

◎ 路側帯：歩行者の安全を保つため、歩道がない道路または道路の歩道がない側
に設置され、車道と分離することにより、基本的に歩道と同様に扱われる。

◎ 車両通行帯：道路中央線より左側の部分において、車両が通行すべき部分を更
に細かく区切るために設けられる道路標示による道路部分である。従って、中
央線が引かれているだけの、いわゆる片側１車線の道路は、「車両通行帯のな
い道路」と表現される。一方、片側２車線の道路は、「同一方向に２つの車両
通行帯がある道路」となる。
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２  過去出題問題
【１】道路交通法に定める目的及び用語の意義についての次の記述のうち、正し
いものを２つ選びなさい。[28.8]

　１ ．路側帯とは、歩行者及び自転車の通行の用に供するため、歩道の設けら
れていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けら
れた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。

　　２ ．道路交通法の規定の適用については、身体障害者用の車いす、歩行補助
車等又は小児用の車を通行させている者は、歩行者とする。

　　３．車両とは、自動車、原動機付自転車及びトロリーバスをいう。
　　４ ．道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を

図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

【２】道路交通法に定める目的及び用語の意義についての次の記述のうち、正し
いものを２つ選びなさい。[27.3]

　１ ．道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を
図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

　　２ ．停車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由
により継続的に停止すること（貨物の積卸しのための停止で５分を超えな
い時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。）、又は車両等が停止し、
かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転するこ
とができない状態にあることをいう。

　　３ ．追越しとは、車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を
変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に
出ることをいう。

　　４ ．道路標識とは、道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路
面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
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【３】道路交通法に定める用語の意義についての次の記述のうち、誤っているも
のを１つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事
項以外は考慮しないものとする。[28.3]

　１ ．本線車道とは、車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標
示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路
の部分をいう。

　　２ ．道路交通法の規定の適用については、身体障害者用の車いす、歩行補助
車等又は小児用の車を通行させている者は、歩行者とする。

　　３ ．駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由
により継続的に停止すること（貨物の積卸しのための停止で５分を超えな
い時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。）、又は車両等が停止し、
かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転するこ
とができない状態にあることをいう。

　　４ ．進行妨害とは、車両等が進行を継続し、又は始めた場合においては危険
を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければなら
ないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めること
をいう。

【４】道路交通法に定める用語の意義についての次の記述のうち、正しいものを
２つ選びなさい。[26.5]

　１ ．道路標示とは、道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路
面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。

　　２ ．駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由
により継続的に停止すること（貨物の積卸しのための停止で10分を超えな
い時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。）、又は車両等が停止し、
かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転するこ
とができない状態にあることをいう。

　　３ ．進行妨害とは、車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危
険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければな
らないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めるこ
とをいう。

　　４ ．安全地帯とは、歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、
歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、
道路標示によって区画されたものをいう。
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【５】道路交通法に定める用語の意義に関する次の記述のうち、正しいものを１
つ選びなさい。[25.8]

　１ ．本線車道とは、車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標
示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路
の部分をいう。

　　２ ．駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由
により継続的に停止すること（貨物の積卸しのための停止で10分を超えな
い時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。）、又は車両等が停止し、
かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転するこ
とができない状態にあることをいう。

　　３ ．進行妨害とは、車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危
険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければな
らないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めるこ
とをいう。

　　４ ．路側帯とは、歩行者及び自転車の通行の用に供するため、歩道の設けら
れていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けら
れた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■◆解説

【１】１�．「歩行者及び自転車の通行の用に供するため」⇒「歩行者の通行の用に供し、
又は車道の効用を保つため」。道交法第２条（定義）第１項③の４（路側帯）。

　　　２．道交法第２条（定義）第３項①。
　　　３�．車両とは、「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」をいう。

道交法第２条（定義）第１項⑧（車両）。
　　　４．道交法第１条（道路交通法の目的）第１項。

【２】１．道交法第１条（道路交通法の目的）第１項。
　　　２�．設問の内容は駐車。停車は、車両等が停止することで駐車以外のこと。

道交法第２条（定義）第１項⑱（駐車）・⑲（停車）。
　　　３．道交法第２条（定義）第１項�（追越し）。
　　　４�．設問の内容は道路標示。道路標識とは、道路の交通に関し、規制又は指

示を表示する標示板をいう。道交法第２条（定義）第１項⑮（道路標識）・
⑯（道路標示）。
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【３】１�．設問の内容は車両通行帯。本線車道とは、高速自動車国道又は自動車専
用道路の本線車線により構成する車道をいう。道交法第２条（定義）第１
項③の２（本線車道）・⑦（車両通行帯）。

　　　２．道交法第２条（定義）第３項①。
　　　３．道交法第２条（定義）第１項⑱（駐車）。
　　　４．道交法第２条（定義）第１項�（進行妨害）。

【４】１．道交法第２条（定義）第１項⑯（道路標示）。
　　　２�．「貨物の積卸しのための停止で10分」⇒「貨物の積卸しのための停止で５

分」。道交法第２条（定義）第１項⑱（駐車）。
　　　３．道交法第２条（定義）第１項�（進行妨害）。
　　　４�．設問の内容は路側帯。安全地帯とは、路面電車の乗降客や横断中の歩行

者の安全のため道路に設けられた島状の施設や道路標識などにより安全地
帯であることが示されている道路の部分をいう。道交法第２条（定義）第
１項⑥（安全地帯）・③の４（路側帯）。

【５】１�．設問の内容は車両通行帯。本線車道とは、高速自動車国道又は自動車専
用道路の本線車線により構成する車道をいう。道交法第２条（定義）第１
項⑦（車両通行帯）・③の２（本線車道）。

　　　２�．「貨物の積卸しのための停止で10分」⇒「貨物の積卸しのための停止で５
分」。道交法第２条（定義）第１項⑱（駐車）。

　　　３．道交法第２条（定義）第１項�（進行妨害）。
　　　４�．「歩行者及び自転車の通行の用に供するため」⇒「歩行者の通行の用に供し、

又は車道の効用を保つため」。道交法第２条（定義）第１項③の４（路側帯）。
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　道路交通法

道路交通法による自動車の種類
①大型自動車 ②中型自動車 ③普通自動車 ④大型特殊自動車

⑤大型自動二輪車 ⑥普通自動二輪車 ⑦小型特殊自動車

用語の定義（過去問題から抜粋）
本線車道 高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車線により構成する車

道。

路側帯 歩行者の通行用又は車道の効用を保つため、歩道の設けられてい
ない道路又は道路の歩道の設けられていない側の部分で、道路標
示によって区画されたもの。

車両通行帯 自動車が定められた部分を通行することが道路標示により示され
ている場合の道路の部分。

車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス。

道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板。

道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描か
れた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字。

駐車 自動車が継続的に停止すること又は運転者が自動車から離れてす
ぐに運転できない状態で停止すること。ただし、人の乗り降りや
５分以内の荷下ろしなどは駐車にならない。

停車 車両等が停止することで駐車以外のこと。

進行妨害 自動車等が進行を継続又は始めた場合に、他の自動車等が危険を
防止するため速度又は方向を急に変更しなければならないとき
に、進行を継続又は始めることで他の自動車等の進行を妨害する
こと。

安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図る
ため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示によ
り安全地帯であることが示されている道路の部分。
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第４章　労働基準法

１ 労働条件･定義･解雇
１  法令の要点

■  労働条件の原則［労基法第１条］
１ ．労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきも
のでなければならない。 

２ ．この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事
者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、
その向上を図るように努めなければならない。

■  労働条件の決定［労基法第２条］
１ ．労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
２ ．労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々
その義務を履行しなければならない。

■  男女同一賃金の原則［労基法第４条］
１ ．使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差
別的取扱いをしてはならない。

■  公民権行使の保障［労基法第７条］
１ ．使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んで
はならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求
された時刻を変更することができる。 

■  定　義［労基法］

第９条（労働者の定義）

１ ．この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所（以下
「事業」という）に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
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第10条（使用者の定義）

１ ．この法律で「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業
の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

第11条（賃金の定義）

１ ．この法律で「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 

第12条（平均賃金の定義）

１ ．この法律で「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前３
ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除
した金額をいう。

■  法律違反の契約［労基法第13条］
１ ．この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分に
ついては無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定
める基準による。

■ 契約期間等［労基法第14条］
１ ．労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間
を定めるもののほかは、３年（次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっ
ては、５年）を超える期間について締結してはならない。

① 専門的な知識、技術又は経験（以下この号において「専門的知識等」とい
う。）であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専
門的知識等を有する労働者（当該高度の専門的知識等を必要とする業務に
就く者に限る。）との間に締結される労働契約

② 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約（前号に掲げる労働契
約を除く。）

■  労働条件の明示［労基法第15条］
１ ．使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の
労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に
関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定
める方法により明示しなければならない。
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２ ．第１項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、
労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

■  賠償予定の禁止［労基法第16条］
１ ．使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定
する契約をしてはならない。 

■  解　雇［労基法第18条の２］
１ ．解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められな
い場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

■  解雇制限［労基法第19条］
１ ．使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する
期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が規定によって休業する期間及
びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、打切補償（労
基法第81条）の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを
得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りで
ない。

■ 解雇の予告［労基法第20条・第21条］
（労基法第20条）
１ ．使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前
にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分
以上の平均賃金を支払わなければならない。ただし、天災事変その他やむを得
ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき
事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

２ ．前項の予告の日数は、１日について平均賃金を支払った場合においては、そ
の日数を短縮することができる。

（労基法第21条）
１．前条の規定は、次の各号に該当する労働者については適用しない。

①日日雇い入れられる者 ②２ヵ月以内の期間を定めて使用される者

③季節的業務に４ヵ月以内の期間を定めて使用される者

④試の使用期間中の者
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■ 退職時等の証明［労基法第22条］
１ ．労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における
地位、賃金又は退職の事由（退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を
含む）について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを
交付しなければならない。

２  過去出題問題
【１】労働基準法（以下「法」という。）の定めに関する次の記述のうち、誤っ
ているものを１つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載され
ている事項以外は考慮しないものとする。[28.3]

　１ ．平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前３ヵ月間にその
労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の所定労働日数で除した
金額をいう。

　　２ ．法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分につ
いては無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法で定
める基準による。

　　３ ．使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その
他の労働条件を明示しなければならない。この明示された労働条件が事実
と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することが
できる。

　　４ ．使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業
する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条（産前産後）
の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
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【２】労働基準法（以下「法」という。）の定めに関する次の記述のうち、正し
いものを２つ選びなさい。[27.3]

　１ ．平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前３ヵ月間にその
労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の所定労働日数で除した
金額をいう。ただし、その金額は、法令の規定によって計算した金額を下っ
てはならない。

　　２ ．労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な
期間を定めるもののほかは、３年（法第14条（契約期間等）第１項各号の
いずれかに該当する労働契約にあっては、５年）を超える期間について締
結してはならない。

　　３ ．使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業
する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条（産前産後）
の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
ただし、法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その
他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、
この限りでない。

　　４ ．法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者
は、当事者間の合意がある場合を除き、この基準を理由として労働条件を
低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなけれ
ばならない。

【３】労働基準法の定めについての次の記述のうち、誤っているものを１つ選び
なさい。[26.5]

　１ ．労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係
の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないこと
はもとより、その向上を図るように努めなければならない。

　　２ ．使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性
と差別的取扱いをしてはならない。

　　３ ．労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきもので
ある。労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、
誠実に各々その義務を履行するよう努めなければならない。
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　　４ ．使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日
前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30
日分以上の平均賃金を支払わなければならない。ただし、天災事変その他
やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の
責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りではない。

【４】労働基準法に定める労働契約等についての次の記述のうち、誤っているも
のを１つ選びなさい。[26.3]

　１ ．労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な
期間を定めるもののほかは、３年(労働基準法第14条各号のいずれかに該
当する労働契約にあっては、５年)を超える期間について締結してはなら
ない。

　　２ ．労働契約の締結に際し、使用者から明示された労働者に対する賃金、労
働時間その他法令に定める労働条件が、事実と相違する場合においては、
労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

　　３ ．使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業
する期間及びその後６週間並びに産前産後の女性が労働基準法第65条(産
前産後)の規定によって休業する期間及びその後６週間は、解雇してはな
らない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が
不可能となった場合等においては、この限りでない。

　　４ ．使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30
日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、
30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。ただし、天災事変その
他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者
の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
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【５】労働基準法（以下「法」という。）の定めに関する次の記述のうち、正し
いものを１つ選びなさい。[27.8]

　１ ．「労働者」とは、職業の種類及び賃金の支払いの有無を問わず、事業又
は事業所（以下「事業」という。）に使用されるすべての者をいう。

　　２ ．「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者
に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

　　３ ．労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な
期間を定めるもののほかは、２年（法第14条（契約期間等）第１項各号の
いずれかに該当する労働契約にあっては、５年）を超える期間について締
結してはならない。

　　４ ．使用者は、労働者の同意が得られた場合においては、労働契約の不履行
についての違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすることがで
きる。

【６】労働基準法（以下「法」という。）に定める労働契約等についての次の記
述のうち、正しいものを２つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢
に記載されている事項以外は考慮しないものとする。[28.8]，４

　１ ．使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業
する期間及びその後６週間並びに産前産後の女性が法第65条（産前産後）
の規定によって休業する期間及びその後６週間は、解雇してはならない。

　　２ ．労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業にお
ける地位、賃金又は退職の事由（退職の事由が解雇の場合にあっては、そ
の理由を含む。）について証明書を請求した場合においては、使用者は、
遅滞なくこれを交付しなければならない。

　　３ ．使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、法第20条の規定
に基づき、少くとも14日前にその予告をしなければならない。14日前に予
告をしない使用者は、14日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

　　４ ．法第20条（解雇の予告）の規定は、法に定める期間を超えない限りに
おいて、「日日雇い入れられる者」、「２ヵ月以内の期間を定めて使用さ
れる者」、「季節的業務に４ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は

　　　 「試の使用期間中の者」のいずれかに該当する労働者については適用しな
い。
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■◆解説

【１】１．「所定労働日数」⇒「総日数」。労基法第12条（平均賃金の定義）第１項。
　　　２．労基法第13条（法律違反の契約）第１項。
　　　３．労基法第15条（労働条件の明示）第１項。
　　　４．労基法第19条（解雇制限）第１項。

【２】１．「所定労働日数」⇒「総日数」。労基法第12条（平均賃金の定義）第１項。
　　　２．労基法第14条（契約期間等）第１項。
　　　３．労基法第19条（解雇制限）第１項。
　　　４�．「当事者間の合意」がある場合であっても、労基法で定める労働条件の基

準を理由として、労働条件を低下させてはならない。労基法第１条（労働
条件の原則）第２項。

【３】１．労基法第１条（労働条件の原則）第２項。
　　　２．労基法第４条（男女同一賃金の原則）第１項。
　　　３�．「義務を履行するよう努めなければならない」⇒「義務を履行しなければ

ならない」。労基法第２条（労働条件の決定）第１項・第２項。
　　　４．労基法第20条（解雇の予告）第１項。

【４】１．労基法第14条（契約期間等）第１項。
　　　２．労基法第15条（労働条件の明示）第１項・第２項。
　　　３．「その後６週間」⇒「その後30日間」。労基法第19条（解雇制限）第１項。
　　　４．労基法第20条（解雇の予告）第１項。

【５】１�．労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、
賃金を支払われる者をいう。労基法第９条（労働者の定義）第１項。

　　　２．労基法第10条（使用者の定義）第１項。
　　　３．「２年」⇒「３年」。労基法第14条（契約期間等）第１項。
　　　４�．労働者の同意の有無に関わらず、労働契約の不履行について違約金を定め、

又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。労基法第16条（賠償予
定の禁止）第１項。

【６】１�．「その後６週間」⇒「その後30日間」。労基法第19条（解雇制限）第１項。
　　　２．労基法第22条（退職時等の証明）第１項。
　　　３�．「少くとも14日前にその予告をしなければならない。14日前に予告をし

ない使用者は、14日分以上の平均賃金を支払わなければならない」⇒「少
くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使
用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」。労基法第20
条（解雇の予告）第１項。

　　　４．労基法第21条（解雇の予告）第１項。
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　労働基準法

用語と日数
平均賃金 ３箇月間の賃金の総額÷３箇月間の総日数

契約期間 一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、
３年を超える期間について締結してはならない

解雇の予告 30日前に予告。しない場合は30日分以上の平均賃金を支
払う

解雇制限 業務上の負傷、疾病療養休業期間＋30日間、産前産後休
業期間＋30日間は解雇してはならない

労働時間
１週間について40時間を超えてはならない
１週間の各日については、休憩時間を除き１日について
８時間を超えてはならない

休憩 労働時間６時間を超える⇒45分
労働時間８時間を超える⇒１時間

休日 週１回（４週間で４日以上休日がある場合を除く）

時間外 ･ 休日等
の割増賃金

通常賃金の２割５分以上５割以下。ただし、1箇月の延長
労働時間が60時間を超えた場合、その超えた時間に対し
ては通常賃金の５割以上

有給休暇 ６箇月以上継続勤務､ ８割以上出勤⇒10労働日の休日

就業規則 常時10人以上労働者を使用する場合、就業規則を作成

拘束時間と運転時間（過去問題からポイントを抜粋）
《乗用旅客運送事業者（タクシー）》

■１ヶ月の拘束時間

・�299時間（労使協定がある場合は322時間）を超えないこと

■１日の拘束時間

・13時間を超えないものとし、最大拘束時間16時間を超えないこと
・継続８時間以上の休息期間を与えること
〔車庫待ち等の運転者〕
・�拘束時間が18時間を超える場合は、夜間４時間以上の仮眠時間を与える
こと
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１ 運行管理者
１  運行管理者の役割

■ 出題傾向と対策
　① 「実務上の知識及び能力」の範囲では、運行管理者の業務に関する問題が多
く出されています。出題内容は主に、「第１章　道路運送法」に基づいたも
ので、運行管理者が行った業務上の措置の例を示し、それが法令に適合する
かどうかを判断するという、法令の理解度や適用範囲を問うものです。さら
に、運行管理者が立てた運行計画の内容の適否を問うものも出題されており、
これを解くには第３章の「道路交通法」や第４章の「改善基準」の知識が必
要となります。従って、この項の過去出題問題は、各関係法令と併せて学習
して下さい。

　② 過去出題問題から、出題の要点をまとめました。
　　《運行管理者の業務》
　　　◎運行管理者の業務の範囲及び業務上の措置
　　　◎運行管理者の役割　　　　　
　　　◎運転者に対する指導・監督
　　　◎補助者に対する指導・監督
　　　◎事業者への助言
　　《点呼》
　　　◎場所・状況などによる点呼の実施方法
　　　◎ 酒気帯びの有無や健康状態等の点呼方法及び点呼結果による乗車の可否

の決定
　　　◎事業用自動車の状態等の点呼結果による運行の可否の決定
　　　◎交替運転者の配置基準（貸切バス）
　　《運行計画》
　　　◎運転時間、平均速度、適した車両、免許の種類等
　③ 問題を解く上での参考として、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運
用について（通達）」（以下「運輸規則の解釈及び運用」という）の一部を抜
粋して掲載しました。第１章と重複する部分もありますが、こちらも併せて
学習して下さい。
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◆旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について(通達)◆

第24条　点呼等
　(1)乗務前及び乗務後の点呼等の実施（第１項及び第２項）
　　① 「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、

乗務前点呼又は乗務後点呼が乗務員が所属する営業所において対面で実施
できない場合等をいい、車庫と当該車庫を所管する営業所が離れている場
合、早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は
「運行上やむを得ない場合」には該当しない。

　　　 　ただし、法令により許可を受けた一般貸切旅客自動車運送事業について
事業用自動車の車庫が営業所から告示で定める距離にある場合であって、
乗務員が営業所以外の地で乗務を開始又は終了することとなることにより、
乗務前点呼又は乗務後点呼を所属する営業所において対面で実施できない
勤務となる場合は、「運行上やむを得ない場合」として取り扱って差し支
えないが、運行の安全を確保するうえで、対面による点呼が重要であるこ
とから、運行管理者等を派遣するなどできる限り対面で実施するよう指導
すること。

　　　 　また、点呼は営業所において行うことが原則であるが、営業所と車庫が
離れている場合等、必要に応じて運行管理者等を車庫へ派遣して点呼を行
う等、対面点呼を確実に実施するよう指導すること。

　　② 「その他の方法」とは、携帯電話、業務無線等により運転者と直接対話で
きるものでなければならず、電子メール、FAX等一方的な連絡方法は該
当しない。また、電話その他の方法による点呼を運転中に行ってはならない。

　　③ 補助者を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっても、当該営業所にお
いて選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少
なくとも３分の１以上でなければならない。

　　④ 「酒気帯びの有無」は、道路交通法施行令第44条の３に規定する血液中の
アルコール濃度0.3mg/mℓ又は呼気中のアルコール濃度0.15mg/ℓ以上
であるか否かを問わないものである。
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　(2 )アルコール検知器の使用等（第３項）
　　③ 「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所若しくは営業所の

車庫に設置され、営業所に備え置き（携帯型アルコール検知器等）、又は
営業所に属する事業用自動車に設置されているものをいう。

　　④ 「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておく
ことをいう。このため、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に
基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、次のとおり（略）、
定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければならない。

　　⑥ 「アルコール検知器を用いて」とは、対面でなく電話その他の方法で点呼
をする場合には、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させ、又は自動
車に設置されているアルコール検知器を使用させ、及び当該アルコール検
知器の測定結果を電話その他の方法（通信機能を有し、又は携帯電話等通
信機器と接続するアルコール検知器を用いる場合にあっては、当該測定結
果を営業所に電送させる方法）で報告させることにより行うものとする。

　　　 　営業所と車庫が離れている等の場合において、運行管理者等を車庫へ派
遣して点呼を行う場合については、営業所の車庫に設置したアルコール検
知器、運行管理者等が持参したアルコール検知器又は自動車に設置されて
いるアルコール検知器を使用することによるものとする。

第25条　乗務記録
　本条は、乗務員の乗務の実態を把握することを目的とするものであることから、
次の要領（略）により乗務の記録を行い、過労の防止等乗務の適正化の資料とし
て十分活用するよう指導すること。

第28条の2　運行指示書による指示等
　(1 ) 運行指示書と異なる運行を行う場合には、原則として、運行管理者の指示

に基づいて行うよう指導すること。ただし、運転者が運転中に疲労や眠気を
感じたときは、運行管理者の指示を受ける前に運転を中止し、その後速やか
に運行管理者に連絡を取り、指示を受けるよう指導すること。

　　 　なお、変更の指示があった場合には、その内容、理由及び指示をした運行
管理者の氏名を運行指示書に記入させること。

第47条の９　運行管理者等の選任
　(6 ) 補助者は、運行管理者の履行補助を行う者であって、代理業務を行える者

ではない。ただし、第24条の点呼に関する業務については、その一部を補助
者が行うことができるものとする。
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　(7 ) 補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるもの
であり、補助者が行うその業務において、以下に該当するおそれがあること
が確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定
等について指示を仰ぎ、その結果に基づき各運転者に対し指示を行わなけれ
ばならない。

　　イ．運転者が酒気を帯びている
　　ロ．疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができない
　　ハ．無免許運転
　　ニ．最高速度違反行為
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２  過去出題問題（運行管理者の業務）
【１】運行管理者の業務上の措置等に関する次の記述のうち、適切なものには
　 「適」を、適切でないものには「不適」を記入しなさい。なお、解答にあたっ
ては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。[28.8]

　１ ．運行管理者は、運転者に対し乗務前の点呼を実施したところ、当該運転
者から「乗務する事業用自動車のワイパーブレードの劣化により払拭状態
が不良である」との報告を受けた。運行管理者は、本日の天気は晴れとの
予報なので、運行には差し支えないと考え、整備管理者に確認を求めず出
庫させた。

　　２ ．運行管理者は、道路運送法その他の法令に基づく運転者の遵守すべき事
項に関する知識のほか、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要
な運転に関する技能及び知識について、運転者に対する適切な指導及び監
督をしなければならない。ただし、その実施については、個々の運転者の
運転に関する技能あるいは過去の運転の経験等に応じて適切な時期に行え
ばよく、必ずしも継続的、計画的に行わなくてもよい。

　　３ ．４年前まで他の一般乗合旅客自動車運送事業者において事業用自動車の
運転者として常時選任されていた者を一般乗合旅客自動車運送事業の運転
者として常時選任するために新たに雇い入れた。このため、運行管理者は
初任運転者に対する適性診断を受診させるとともに、特別な指導を当該運
転者に行った後、事業用自動車に乗務させた。

　　４ ．運行管理者は、乗務終了後の点呼において乗務記録を回収したところ、
運転者が記載した筆跡がいつもと異なることに気づいたため、当該運転者
に状況を確認した。本人からは、最近ときどき手にしびれが出るが大事で
はないとのことであったので、念のためその状況を家族に連絡したが、医
師の診断を受けるようにとの指導は行わなかった。
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【２】運行管理者の業務上の措置等に関する次の記述のうち、適切なものには
　 「適」を、適切でないものには「不適」を記入しなさい。[26.3]

　１ ．運行管理者は、運転者に対し乗務前の点呼を実施したところ、当該運転
者から「乗務する事業用自動車の左側のブレーキ・ランプのレンズが割れ
ている。」との報告を受けた。運行管理者は、ブレーキ・ランプについて
は自動車の日常点検にかかわるものであるが、割れているランプは片側だ
けであるので運行には差し支えないと考え、整備管理者に確認を求めず出
庫させた。

　　２ ．運行管理者は、道路運送法その他の法令に基づく運転者の遵守すべき事
項に関する知識のほか、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要
な運転に関する技能及び知識について、運転者に対する適切な指導及び監
督をしなければならないが、その実施については、個々の運転者の状況に
応じて適切な時期に行えばよく、継続的、計画的に行わなくてもよい。

　　３ ．踏切の手前で一時停止した後、踏切を通過する際には、走行速度が上が
るにつれて原動機の回転数が上昇するため、変速装置を操作しがちであ
る。しかし、変速装置を操作することによるトラブルの発生を防止するた
め、そのまま踏切を通過することが大切であり、その旨を日頃より運転者
に対し指導を行う必要がある。

　　４ ．運行管理者の所属する営業所では、休憩施設が所属する運転者数に対し
て慢性的に不足しており、運転者に休憩を十分に与えることが困難な状況
にあった。当該運行管理者は、このような状況を放置すれば過労運転につ
ながりかねないと判断し、当該施設の整備については運行管理者の行う業
務の範囲外であることは承知していたが、事業者にこの現状を伝え、早急
に改善する必要があることを助言した。
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【３】一般乗用旅客自動車運送事業の運行管理者の業務上の措置に関する次の記
述のうち、適切なものには「適」を、適切でないものには「不適」を記入しなさい。

[26.5]
　１ ．タクシーに乗務した運転者の乗務記録は、運転者の日常の乗務の状況を
運行管理者が把握し、過労運転の防止及び運行の適正化を図るために活用
するものであることから、運転者ごとに所定の事項を記録させ、当該乗務
記録を事業用自動車ごとに整理保存している。

　　２ ．タクシー運転者が軽傷者（国土交通省告示で定める軽傷者）を生じた交
通事故を起こした。しかし、当該運転者は当該事故前の３年間に交通事故
を引き起こしたことがなかったので、運行管理者は、国土交通省告示で定
める事故惹起運転者に対する特別な指導を行わず、また、事故惹起運転者
を対象とする国土交通大臣が認定した適性診断も受診させずに社内教育を
実施したうえでタクシーに乗務させた。

　　３ ．タクシー運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、これらの時間の範囲内
で乗務割を作成することは事業者の責務とされている。運行管理者として
は、事業者が作成した乗務割に基づき、運行当日の点呼記録表を作成して、
これに基づき点呼を実施し、運行に必要な指示等を行ったうえで乗務させ
ている。

　　４ ．タクシーの運行中の事故については、社内に備え付けてある事故記録に
所定の事項を記録しているが、当該事故記録は、死傷者を生じた事故の再
発防止に活用するためのものであることから、加害事故又は被害事故にか
かわらず記録しているものの、物損事故については記録していない。

【４】運行管理の意義、運行管理者の役割等に関する次の記述のうち、適切なも
のには「適」を、適切でないものには「不適」を記入しなさい。なお、解答に
あたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

[28.8]
　１ ．運行管理者は、事業者に代わって法令に定められた事業用自動車の運行
の安全確保に関する業務を行い、交通事故を防止するという重要な役割を
果たすことが求められていることから、運行管理者以外に複数の補助者を
選任し運行管理業務に当たらせ、運行管理者は運行管理に関し、これらの
補助者の指導・監督のみを行っている。
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　　２ ．運行管理者は、運行の安全に関する、改善すべき点及び運転者その他の
従業員の「現場の声」を踏まえた対策について、事業者に対し積極的に助
言を行い、運行の安全確保を図ることも重要な役割である。

　　３ ．運行管理者は、運転者の指導教育を実施していく際、運転者一人ひとり
の個性に応じた助言・指導（カウンセリング）を行うことも重要である。
そのためには、日頃から運転者の性格や能力、事故歴のほか、場合によっ
ては個人的な事情についても把握し、そして、これらに基づいて助言・指
導を積み重ねることによって事故防止を図ることも重要な役割である。

　　４ ．運行管理者は、自社の営業所において重大事故が発生したため、直ちに、
情報の収集を行い、事故の直接的及び間接的な要因として考えられる事
故原因について分析を行い、必要な再発防止策を検討・作成した。しかし、
対策の実施及びその時期は事業者の責任で行うべきであるので、これらの
対策の実施を事業者に助言しなかった。

【５】運行管理の意義、運行管理者の役割等に関する次の記述のうち、適切なも
のには「適」を、適切でないものには「不適」を記入しなさい。[26.5]

　１ ．運行管理者には、事業者に代わって法令に定められた事業用自動車の運
行の安全確保に関する業務を行い、交通事故を防止するという役割を果た
すことが求められている。

　　２ ．事業用自動車の点検及び整備に関する車両管理については、整備管理者
の責務において行うこととされていることから、運行管理者の業務として
事業用自動車の日常点検の実施について確認する必要はない。

　　３ ．社会的影響の大きい重大事故が発生している状況の中、事業者にとって、
運行管理の徹底などによる事故防止への取組みが重要である。

　　４ ．事業者が、事業用自動車の定期点検を怠ったことが原因で重大事故を起
こしたことにより、行政処分を受けることになった場合、当該重大事故を
含む運行管理業務上に一切問題がなくても、運行管理者は事業者に代わっ
て事業用自動車の運行管理を行っていることから、事業者が行政処分を受
ける際に、運行管理者が運行管理者資格者証の返納を命じられることがあ
る。
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【６】運行管理に関する次の記述のうち、適切なものには「適」を、適切でない
ものには「不適」を記入しなさい。[27.3]

　１ ．運行管理者は、自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の代理人
として事業用自動車の輸送の安全確保に関する業務全般を行い、交通事故
を防止する役割を担っている。したがって、事故が発生した場合には、事
業者と同等の責任を負うこととなる。

　　２ ．運行管理者は、運行管理業務に精通し、確実に遂行しなければならない。
そのためにも自動車輸送に関連する諸規制を理解し、実務知識を身につけ
ると共に、日頃から運転者と積極的にコミュニケーションを図り、必要な
場合にあっては運転者の声を事業者に伝え、常に安全で明るい職場環境を
築いていくことも重要な役割である。

　　３ ．運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で
点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、
車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜で
あり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上や
むを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で
行う必要がある。

　　４ ．運行管理者は、事業用自動車が運行しているときにおいては、運行管理
業務に従事している必要がある。しかし、１人の運行管理者が毎日、24時
間営業所に勤務することは不可能である。そのため事業者は、複数の運行
管理者を選任して交替制で行わせるか、又は、運行管理者の補助者を選任
し、点呼の一部を実施させるなど、確実な運行管理業務を遂行させる必要
がある。
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【７】運行管理者の日常業務の記録等に関する次の記述のうち、適切なものには
「適」を、適切でないものには「不適」を記入しなさい。[27.8]

　１ ．運行管理者は、選任された運転者ごとに採用時に提出させた履歴書が、
法令で定める乗務員台帳の記載事項の内容をほぼ網羅していることから、
これを当該台帳として使用し、索引簿なども作成のうえ、営業所に備え管
理をしている。なお、他の営業所への転任又は退職した運転者については、
余白部にそのことがあった年月日及び理由を記載し、３年間保存している。

　　２ ．運行管理者は、事業者が定めた勤務時間及び乗務時間の範囲内で、運転
者が過労とならないよう十分考慮しながら、そのほか天候や道路状況など
をあわせて考え、乗務割を作成している。なお、乗務割は、早めに運転者
に知らせるため、１ヵ月分程度の予定を事前に示し、これに従って運転者
に乗務させている。

　　３ ．運行管理者は、運転者に法令に基づき作成した運行指示書を携行させ運
行させていたが、当該運転者から、運行経路の途中において交通事故が発
生しており、その影響で運行の遅延が予想される旨、運行管理者に連絡が
あった。そこで当該運行管理者は、運行経路を変更すべきと判断し、営業
所に保管する当該運行指示書の写しにその変更した内容を記載するととも
に、当該運転者に対して電話等により変更の指示を行った。また、運転者
に携行させている運行指示書については帰庫後提出させ、運行管理者自ら
当該変更内容を記載のうえ保管した。

　　４ ．運行管理者は、貸切バスに装着された運行記録計により記録される「瞬
間速度」、「運行距離」及び「運行時間」等により運転者の運行の実態や車
両の運行の実態を分析し、運転者の日常の乗務を把握し、過労運転の防止
及び運行の適正化を図る資料として活用しており、運行記録計の記録を１
年間保存している。
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【８】乗務記録、運行指示書等に関する次の記述のうち、適切なものには「適」を、
適切でないものには「不適」を記入しなさい。[27.3]

　１ ．乗務記録は、乗務の開始及び終了した地点、走行距離等を運転者ごとに
記録させることとされており、乗務員の日常の乗務を運行管理者が把握し、
過労となる乗務の防止等業務の適正化を図るために活用するためのもので
ある。

　　２ ．事業用自動車に係る事故が発生した場合には、加害事故であるか被害事
故にかかわらず、運転者にその概要と原因を乗務記録に記録させ、事故の
再発防止に活用している。ただし、事故の被害が人身に及ばない事故の場
合にあっては、記録させていない。

　　３ ．運行管理者は、運転者に法令に基づく運行指示書を携行させ、運行させ
ている途中において、自然災害により運行経路の変更を余儀なくされた。
そこで当該運行管理者は、当該運転者に対して電話等により変更の指示を
行ったが、携行させている運行指示書については帰庫後提出させ、運行管
理者自ら当該変更内容を記載のうえ保管し、運行の安全確保を図っている。

　　４ ．点呼の記録については、運転者からの報告事項、運転者に対する確認事
項及び運行の安全に関する指示事項等を記録することによって、点呼の実
施状況を把握し、点呼実施者の責任を明らかにするものであり、事故防止
につながる資料ともなるものである。さらには、点呼実施者の引継ぎ資料
になることから、要点を漏らさず的確に記録しておく必要がある。
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【９】旅客自動車運送事業の乗務記録、運行指示書等に関する次の記述のうち、
適切なものには「適」を、適切でないものには「不適」を記入しなさい。

[25.8]
　１ ．タクシーに乗務する運転者が記録する乗務記録は、運転者の日常の乗務

を運行管理者が把握し、過労となる乗務の防止や運行の適正化を図るため
に活用するためのものである。このため、タクシーの運転者は、乗務記録
に所定の事項を記録しなければならないが、運行中に発生した事故につい
ては、その時点で運行管理者等に報告するとともに、乗務後の点呼におい
ても報告しなければならないことから、当該事故については、乗務記録に
は記録しなくてもよい。

　　２ ．貸切バスの運転者は、不慣れな道路を運行したり、遅れを取り戻そうと
無理な運行をしたりしがちなことから事故を起こすおそれがある。運行
指示書は、運行経路の調査結果を踏まえ、運行の経路、主な経由地におけ
る発車及び到着の日時、運行に際して注意を要する箇所の位置等を記載し、
これにより、運行管理者が運転者に対し適切な指示を行うとともに、運行
に際しては、運転者に携行させることにより運行の安全を確保するための
ものである。

　　３ ．路線バスの運行が運行ダイヤを基本として運行していることから、路線
バス事業者は、路線における停留所又は乗降地点の名称、位置や隣接する
停留所間又は乗降地点間の距離及び踏切、橋、交差点等運行に際して注意
を要する箇所等を記載した運行表を作成しなければならない。当該運行表
は、営業所に常時備え置くとともに、運行管理者は、これにより運転者に
対して運行の安全の確保について、適切な指導を行わなければならない。

　　４ ．事業用自動車に係る事故が発生した場合の旅客自動車運送事業者が記録
しなければならないとされている事故の記録は、死傷者を生じた事故の再
発を防止するため、運転者等に対する指導監督に活用するものである。し
たがって、加害事故又は被害事故にかかわらず社内に備え付けられている
事故記録表に所定の事項を記録しなければならないが、物損事故について
は、当該事故記録表には記録しなくてもよい。
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【10】自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提出に関する次の記述の
うち、適切なものには「適」を、適切でないものには「不適」を記入しなさい。

[26.8]
　１ ．事業用自動車が右カーブ路を走行している際、ハンドル操作を誤り、道
路左側の歩道に乗り上げ、道路沿いの民家に寄りかかる形で、路面と40度
傾斜して道路上に停止した。この事故において家屋に損害はあったものの
負傷者はなかったので、自動車事故報告書を提出しなかった。

　　２ ．事業用自動車が信号のある交差点を青信号にしたがって直進しようとし
た際、急に右折してきた対向の大型二輪車と当該事業用自動車が衝突した。
この事故で大型二輪車の運転者は道路に投げ出され、腕を骨折する重傷を
負ったので、自動車事故報告書を提出した。

　　３ ．事業用自動車が高速道路を走行中、左後輪付近から煙が立ち上がったの
で、パーキングエリアにて緊急停止し点検を行ったところ、ブレーキ系統
の加熱が原因と思われたので、ただちに営業所に連絡し、救援を要請した。
しかし、その間にタイヤが発火し車両火災に至ったため、自動車事故報告
書を提出した。

　　４ ．事業用自動車の運転者が、運行途中に軽度の心臓発作により体調不良に
陥り、運転の継続が困難となった。当該運転者からの連絡を受け、営業所
の運行管理者はただちに救急車の手配等をするとともに交替運転者を派遣
して運行を継続し、運行計画どおり終了したので、自動車事故報告書を提
出しなかった。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■◆解説

【１】１�．不適：日常点検の結果、保安基準に適合しない状態にあるときは必要な
整備をしなければならない。また、日常点検の基準ではワイパーの払拭状
態が不良でないこととされている。従って、報告を受けた後、すみやかに
ワイパーブレードを交換しなければならない。車両法第47条の２（日常点
検整備）第３項。⇒170P

　　　２�．不適：運行管理者は、乗務員に対して道路運送法その他の法令に基づき
運転者が遵守すべき事項に関する知識や、運行の安全を確保するために必
要な運転に関する技能及び知識の習得について、継続的かつ計画的に指導
及び監督を行わなければならない。
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　　　３�．適：初任運転者に対する適性診断は、３年前までに他の一般乗合旅客自
動車運送事業者によって運転者として常時選任されたことがある者を除く。
「４年前まで」であるため、初任運転者に対する適性診断を受診させると
ともに、特別な指導を当該運転者に行った後、事業用自動車に乗務させる。

　　　４．不適：医師の診断を受けるよう、指導しなければならない。

【２】１�．不適：日常点検の結果、保安基準に適合しない状態にあるときは必要な
整備をしなければならない。また、日常点検の基準では灯火装置について
損傷がないこととされている。従って、報告を受けた後、すみやかにブレ
ーキ・ランプのレンズを交換しなければならない。車両法第47条の２（日
常点検整備）第３項。⇒170P

　　　２�．不適：運行管理者は、乗務員に対して道路運送法その他の法令に基づき
運転者が遵守すべき事項に関する知識や、運行の安全を確保するために必
要な運転に関する技能及び知識の習得について、継続的かつ計画的に指導
及び監督を行わなければならない。

　　　３�．適：踏切内でのエンストなどを防止するため、変速をせず、発進したと
きの低速ギヤで踏切を通過するよう指導する。

　　　４�．適：運行管理者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する必要な事
項について、事業者に対し助言を行うことができる。道路運送法第23条の
５（運行管理者等の義務）第３項。⇒124P

【３】１�．適：運輸規則第48条（運行管理者の業務）第１項⑦。⇒110P
　　　２�．適：特別な指導の対象となる事故惹起運転者は、「死者又は重傷者を生じ

た交通事故を引き起こした運転者及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こ
し、かつ、当該事故前の３年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者」
とされている。また、適性診断の受診を要する事故惹起運転者は、「死者又
は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の１年間に交
通事故を引き起こしたことがある運転者」とされている。設問の運転者は、
いずれにも該当しないため、事故惹起運転者に対する特別な指導及び適性
診断の受診は必要ない。《指導内容及び時間》。⇒69P・《適性診断の受診》。
⇒73P

　　　３�．不適：乗務割の作成は運行管理者の業務。事業者は、過労の防止を十分
考慮し、告示の基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定めなけ
ればならない。運行管理者は、事業者が定めた勤務時間及び乗務時間の範
囲内で乗務割を作成し、これに従って、運転者を事業用自動車に乗務させる。
運輸規則第21条（過労防止等）第１項。⇒28P・運輸規則第48条（運行
管理者の業務）第１項③。⇒110P

　　　４�．不適：事業用自動車に係わる事故であるため、物損事故についても記録
する必要がある。運輸規則第26条の２（事故の記録）第１項。⇒55P
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【４】１�．不適：補助者は、運行管理者の補助を行う者であって、運行管理者に代
わって運行管理業務を行う者ではない（点呼に関する業務については、一
部を行うことができる）。運行管理者は運行管理に関し、これらの補助者の
指導・監督のみでは不適切である。「運輸規則の解釈及び運用」第47条の９
（6）。

　　　２�．適：運行管理者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する必要な事
項について、事業者に対し助言を行うことができる。道路運送法第23条の
５（運行管理者等の義務）第３項。⇒124P

　　　４�．不適：運行管理者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する必要な
事項について、事業者に対し助言できるため、再発防止策を検討・作成し
たときは、それらの対策の実施を事業者に助言しなければならない。道路
運送法第23条の５（運行管理者等の義務）第３項。⇒124P

【５】２�．不適：乗務前点呼において日常点検の実施またはその確認をしなければ
ならない。運輸規則第24条（点呼等）第１項①。⇒38P

　　　４�．不適：定期点検を怠ったことで重大事故を起こしたことにより、行政処
分を受けることになった場合、「定期点検」の実施は整備管理者の権限であ
るため、整備管理者の解任を命じられることがある。施行規則第32条（整
備管理者の権限等）第１項③。⇒173Ｐ・車両法第53条（解任命令）第１項。
⇒173Ｐ

【６】１�．不適：事業者と同等の責任は負うことはない。ただし、適切な運行管理
を行っていないことで交通事故が発生した場合は、厳しい処分を受ける場
合がある。

　　　３�．不適：車庫と営業所が離れている場合や運転者の出庫・帰庫が早朝・深
夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等は「や
むを得ない場合」には含まれない。運輸規則第24条（点呼等）第１項・第
２項。⇒38P・「運輸規則の解釈及び運用」第24条(1)①。

【７】１�．不適：履歴書を運転者台帳として使用することはできない。一定の様式
の乗務員台帳を作成し、索引簿等も作成し管理する。運輸規則第37条（乗
務員台帳及び乗務員証）第１項。⇒64P

　　　２�．適：乗務割は、早めに運転者に知らせることも大切であるため、１ヵ月
分程度の予定を事前に示し、これに従って運転者に乗務させることが望ま
しい。運輸規則第48条（運行管理者の業務）第１項③。⇒110P

　　　３�．不適：運行の途中において運行経路の変更が生じた場合は、運転者に対し、
電話等で変更の指示をし、また、携行している運行指示書に変更の内容を
記載させなければならない。「運輸規則の解釈及び運用」第28条の２(1)。
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　　　４�．適：運行記録計の目的は、記録された運転者の運行の実態や車両の運行
の実態を分析し、秩序ある運行の確保に活用し、運転者の日常の乗務を把
握し、過労運転の防止及び運行の適正化を図る資料として活用できる。運
輸規則第26条（運行記録計による記録）第１項。⇒54P

【８】１．適：「運輸規則の解釈及び運用」第25条。
　　　２�．不適：事業用自動車に係る事故が発生した場合は、事故の被害が人身に

及ばない事故の場合であっても記録する必要がある。運輸規則第26条の２
（事故の記録）第１項。⇒55P

　　　３�．不適：運行の途中において運行経路の変更が生じた場合は、運転者に対し、
　　　　�電話等で変更の指示をし、また、携行している運行指示書に変更の内容を

記載させなければならない。「運輸規則の解釈及び運用」第28条の２(1)。
　　　４．適：運輸規則第24条（点呼等）第４項。⇒38P

【９】１�．不適：当該事故については乗務記録にも記録しなければならない。運輸
規則第25条（乗務記録の内容と保存期間）第１項⑦。⇒52P

　　　２�．適：運輸規則第28条（経路の調査等）第１項。⇒62P・ 運輸規則第
28条の２（運行指示書による指示内容）第１項。⇒62P

　　　３�．不適：運行表ではなく、運転基準図を作成して営業所に備え、運転者に
対し適切な指導をしなければならない。運輸規則第27条（運転基準図の作
成と記載事項）第１項。⇒60P・ 運輸規則第48条（運行管理者の業務）
第１項⑩。⇒110P

　　　４�．不適：事業用自動車に係わる事故であるため、物損事故についても記録
する必要がある。運輸規則第26条の２（事故の記録）第１項。⇒55P

【10】�１�．不適：路面に対し35度以上傾斜して道路上に停止した状態は転覆事故た
め、自動車事故報告書を提出しなければならない。事故報告規則第２条（事
故の定義）第１項第１号（転覆事故）。⇒86P・事故報告規則第３条（報
告書の提出）第１項。⇒91P

� ２�．適：事故報告規則第２条（事故の定義）第１項第３号（死傷事故）。
⇒86P・事故報告規則第３条（報告書の提出）第１項。⇒91P

� ３�．適：事故報告規則第２条（事故の定義）第１項第１号（火災事故）。
⇒86P・事故報告規則第３条（報告書の提出）第１項。⇒91P

� ４�．不適：軽度の心臓発作により運転の継続が困難になった時点で「疾病事
故」となる。交替者が当初の運行計画を終了しても、自動車事故報告書を
提出しなければならない。事故報告規則第２条（事故の定義）第１項第９
号（疾病事故）。⇒86P・事故報告規則第３条（報告書の提出）第１項。
⇒91P
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　実務上の知識及び能力

運転者の健康管理

定期健康診断

１年以内毎に１回（ただし、深夜業務に常時従事する者は６ヶ月毎に１回）

睡眠時無呼吸症候群

・狭心症、心筋梗塞等の合併症を引き起こすおそれがある。
⇒スクリーニング検査等を行い、早期治療を受けさせる。

アルコール依存症

・回復しても再び依存症に陥るケースが多い。
⇒飲酒に関する指導を行う。

交通事故等緊急時の措置

交通事故を起こした場合の措置

①�事故の続発防止のため、安全な場所に自動車を止め、エンジンを切る。
②�負傷者等がいる場合、救急車の出動要請をし、救急車の到着まで応急処
置を行う。
③警察署に事故発生の報告をし、指示を受ける。
④�報告した警察官から事故現場を離れないよう指示があった場合は、事故
現場を離れてはならない。

 踏切内で自動車が故障し動かなくなったときの措置

①�直ちに列車の運転士などに知らせ、自動車を踏切の外に移動することに
努める。
②運転士に知らせる方法
　◎�警報機が備えられている踏切では、踏切支障報知装置（踏切非常ボタ
ン）を活用。

　◎�踏切支障報知装置が備えられていない踏切では、非常信号用具等を使
用して、踏切内に自動車があることを知らせる。

 自動車の運転中に大地震が発生した場合の措置

①できるだけ安全な方法により道路の左側に自動車を停止させる。
②�自動車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動してお
く。やむを得ず道路上に自動車を置いて避難するときは、
　・道路の左側に寄せて駐車。
　・エンジンを止め、エンジンキーは付けたままにする。
　・窓を閉め、ドアはロックしない。
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