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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

■ 運送事業法の目的［運送事業法第１条］
１ ．この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとと
もに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を
図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全
を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の
福祉の増進に資することを目的とする。

■ 定　義［運送事業法第２条］
１ ．この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、
特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

１�．貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送
事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。

［29.8/28.8/27.8］×

２ ．この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有
償で、自動車（三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。第３項及び第７項

において同じ）を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事

業以外のものをいう。

１�．一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車（三輪
以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。）を使用して貨物を運送する事業
であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。［29.8/28.8］○

３ ．この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、
有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
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２  過去出題問題
【１】貨物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。[29.8]

　１ ．貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送
事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。

　　２ ．一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車（三輪
以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。）を使用して貨物を運送する事業

であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

　　３ ．貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車（三輪以
上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。）を使用して貨物を運送する事業を

いう。

　　４ ．貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運
送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送

事業を経営する者の行う運送（自動車を使用して行う貨物の運送に係るもの

に限る。）を利用してする貨物の運送をいう。

【２】貨物自動車運送事業法における定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。[28.8]

　１ ．一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車（三輪
以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。）を使用して貨物を運送する事業

であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

　　２ ．貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送
事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。

　　３ ．貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運
送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送

事業を経営する者の行う運送（自動車を使用して行う貨物の運送に係るもの

に限る。）を利用してする貨物の運送をいう。
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◆解答＆解説

【１】［解答　１］
１．貨物自動車利用運送事業は含まれない。運送事業法第２条（定義）第１項。
２．運送事業法第２条（定義）第２項。
３．運送事業法第２条（定義）第４項。
４．運送事業法第２条（定義）第７項。

【２】［解答　２］
１．運送事業法第２条（定義）第２項。
２．貨物自動車利用運送事業は含まれない。運送事業法第２条（定義）第１項。
３．運送事業法第２条（定義）第７項。
４．運送事業法第２条（定義）第６項。

【３】［解答　１］
１�．貨物自動車利用運送事業は含まれない。運送事業法第２条（定義）第１項。
２．運送事業法第27条（名義の利用等の禁止）第１項・第２項。⇒28P
３�．安全規則第２条の８（一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全に係る情報の公
表）第２項。⇒29P
４．運送事業法第２条（定義）第６項。
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１ 法律の目的と定義
１  法令の要点

■ この法律の目的［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。

４ ．この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力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、政令で定めるも

のをいう。

■ 自動車の種別［車両法第３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～Ｄ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。[29.3改]

　 　この法律は、道路運送車両に関し、（Ａ）についての公証等を行い、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、（Ｄ）ことを目的と

する。

　Ａ　１．所有権　　　　　　　　　２．取得

　　Ｂ　１．運行の安全性の確保　　　２．安全性の確保

　　Ｃ　１．騒音の防止　　　　　　　２．公害の防止

　　Ｄ　１．道路交通の発達を図る　　２．公共の福祉を増進する

【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]

　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。

◆解答＆解説

【１】［解答　Ａ－１，Ｂ－２，Ｃ－２，Ｄ－２］
　車両法第１条（この法律の目的）第１項。

【２】［解答　２，３］
２�．「操縦の容易性及び安定性の確保」⇒「安全性の確保」。車両法第１条（この法律の目
的）第１項。
３�．「自動車の製造事業」⇒「自動車の整備事業」。車両法第１条（この法律の目的）第１項。
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１ 目的・定義
１  法令の要点

■ 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。

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。
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２  過去出題問題
【１】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。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。[29.3]

　１ ．徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行するこ
とをいう。

　　２ ．自動車とは、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以外のものをいう。

　　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（荷待ちのための停止で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 ．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。

【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。[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。
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◆解答＆解説

【１】［解答　１，２］
１�．道交法第２条（定義）第１項⑳（徐行）。
２．道交法第２条（定義）第１項⑨（自動車）。
３�．「荷待ちのための停止」⇒「貨物の積卸しのための停止」。道交法第２条（定義）第１
項⑱（駐車）。
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）。

【２】［解答　２，４］
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（目的）。

【３】［解答　１］
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）・第１
項③の２（本線車道）。
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）。
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５ 労働時間等の改善基準
１  法令の要点
※改善基準：自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（労働省告示）

■ 目的等［改善基準第１条］
１ ．この基準は、自動車運転者（労働基準法（以下「法」という。）第９条に規定
する労働者（※１）であって、四輪以上の自動車の運転の業務（※２）に主として
従事する者をいう。）の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自

動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図ることを目的とする。
　　※１�：同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。
　　※２：厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。

２ ．労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下
させてはならないことはもとより、その向上に努めなければならない。

３ ．使用者は、季節的繁忙（繁忙期）その他の事情により、法第36条第１項の規
定に基づき臨時に労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合においても、そ
の時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。

■ 貨物自動車運送事業に従事する運転者の拘束時間等
［改善基準第４条］

１ ．使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間（労働時間、
休憩時間その他使用者に拘束されている時間）、休息期間（使用者の拘束を受け

ない時間）及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。

  拘束時間と休息期間［厚生労働省労働基準局］

◎拘束時間… 始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間（仮眠時間
を含む）の合計時間をいう。

◎休息期間… 勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間とし
て、労働者にとって全く自由な時間をいう。

作業時間（運転・整備等・荷扱い）

手持ち時間（荷待ち等）

拘
束
時
間

休
息
期
間

終
業

終
業

始
業

始
業

休
息
期
間

労働時間

休憩時間（仮眠時間含む）

作業時間（運転・整備等・荷扱い）

手持ち時間（荷待ち等）拘束時間休息期間
終業 始業 終業 始業

休息期間 労働時間

休憩時間（仮眠時間含む）
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２  過去出題問題を解く前に
　ここでは、１ヵ月の拘束時間、１日の拘束時間、２日平均の運転時間、連続運転

時間、の各問題の解き方を簡単に解説しています。過去出題問題を解く際の参考に

してください。

■ １ヵ月の拘束時間 
　１ヵ月の拘束時間の問題は、①293時間を超えている月が６ヵ月以内である
か、②拘束時間が320時間を超える月があるか、③１年間についての拘束時間が
3,516時間を超えていないか、がポイントになります。改善基準に違反しない例
と違反する例は以下のとおりです。また、いずれも労使協定がある場合とします。

例１）１ヵ月の拘束時間が改善基準に違反しない場合
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 １年間

各月の
拘束時間

265 320 293 305 265 265 320 305 305 275 305 293 3,516
時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

　① 拘束時間が293時間を超えている月は、５月（320時間）・７月（305時間）・10
月（320時間）・11月（305時間）・12月（305時間）・２月（305時間）の６ヵ月。

　　※�「293時間を超える」は「293時間」を含まない。また、「６ヵ月以内」は「６ヵ月」
を含む。

　②拘束時間が320時間を超える月はない。

　③１年についての拘束時間は3,516時間を超えていない。
　◎  労使協定により320時間まで延長できる期間が６ヵ月を超えていない。また、
拘束時間が320時間を超えている月もなく、１年についての拘束時間も3,516時
間を超えていないため、改善基準に適合している。

例２）１ヵ月の拘束時間が改善基準に違反する場合①
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 １年間

各月の
拘束時間

295 305 288 305 265 265 310 305 305 275 305 293 3,516
時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

　① 拘束時間が293時間を超えている月は、４月（295時間）・５月（305時間）・７
月（305時間）・10月（310時間）・11月（305時間）・12月（305時間）・２月（305

時間）の７ヵ月。
　②拘束時間が320時間を超える月はない。

　③１年についての拘束時間は3,516時間を超えていない。
　◎ 労使協定により320時間まで延長できる期間の６ヵ月を超えているため、改善
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◆解答＆解説

※2 過去出題問題を解く前に「１ヵ月の拘束時間」参照。⇒308P

【１】［解答　Ａ－１，Ｂ－８，Ｃ－５，Ｄ－３］
　改善基準第４条第１項①。

【２】［解答　２，３］
　改善基準第４条第１項①。
　�　拘束時間は、１ヵ月について293時間を超えないものとする。ただし、労使協定があ
る場合には、１年のうち６ヵ月までは、１年間についての拘束時間が3,516時間を超え
ない範囲内において、320時間まで延長できる。

１．
拘束時間

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 １年間
273
時間

281
時間

294
時間

282
時間

282
時間

294
時間

292
時間

296
時間

322
時間

286
時間

282
時間

306
時間

3,490
時間

　◎�拘束時間が293時間を超えている月は、６月（294時間）・９月（294時間）・11月（296
時間）・12月（322時間）・３月（306時間）の５ヵ月。

　◎12月（322時間）に拘束時間が320時間を超えている。
　◎１年についての拘束時間は3,516時間を超えていない。
　◎�労使協定により320時間まで延長できる期間の６ヵ月を超えていないが、12月（322
時間）に拘束時間が320時間を超えているため、改善基準違反となる。

２． ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 １年間

拘束時間 272
時間

292
時間

293
時間

294
時間

280
時間

287
時間

295
時間

300
時間

302
時間

291
時間

272
時間

318
時間

3,496
時間

　◎�拘束時間が293時間を超えている月は、７月（294時間）・10月（295時間）・11月（300
時間）・12月（302時間）・３月（318時間）の５ヵ月。

　◎拘束時間が320時間を超えている月はない。
　◎１年についての拘束時間は3,516時間を超えていない。
　◎�労使協定により320時間まで延長できる期間の６ヵ月を超えていない。また、拘束時
間が320時間を超えている月がなく、１年についての拘束時間も3,516時間を超えて
いないため、改善基準に適合している。

３． ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 １年間

拘束時間 286
時間

294
時間

289
時間

301
時間

262
時間

278
時間

299
時間

292
時間

314
時間

293
時間

294
時間

308
時間

3,510
時間

　◎�拘束時間が293時間を超えている月は、５月（294時間）・７月（301時間）・10月（299
時間）・12月（314時間）・２月（294時間）・３月（308時間）の６ヵ月。

　◎拘束時間が320時間を超えている月はない。
　◎１年についての拘束時間は3,516時間を超えていない。



第５章

実務上の知識及び能力

１．運行管理者…………………… 368
２．運転者の健康管理…………… 424
３．交通事故等緊急事態………… 436
４．事故の再発防止対策………… 441
５．交通事故防止………………… 461

６．視覚と視野…………………… 475
７．走行時に働く力と諸現象……… 481
８．自動車に関する計算問題……… 488



第５章　実務上の知識及び能力

374

２  過去出題問題（業務内容）
【１】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。[31.3]

　１ ．運行管理者は、仮に事故が発生していない場合でも、同業他社の事故防止
の取組事例などを参考にしながら、現状の事故防止対策を分析・評価するこ

となどにより、絶えず運行管理業務の改善に向けて努力していくことも重要

な役割である。

　　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、運転者が整備管理者に報告し

た場合にあっては、点呼において運行管理者は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 ．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 ．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。
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◆解答＆解説

※「適切なもの」について、特に注意すべき点がない場合には、解説を省略しています。
　以下第５章において同じ。

【１】［解答　適－１，３　不適－２，４］
２�．不適：運転者が整備管理者に報告した場合であっても、点呼時には必ず日常点検の
実施についての確認を行わなければならない。安全規則第７条（点呼等）第１項③。
⇒51P
４�．不適：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
命じられることはない。ただし、適切な運行管理を行っていないことで重大事故が発
生した場合は、厳しい処分を受ける場合がある。

【２】［解答　適－２，３　不適－１，４］
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
理業務を行うことはできない（点呼に関する業務については、一部を行うことができる）。
運行管理者の運行管理が、これらの補助者の指導・監督のみというのは不適切である。
「安全規則の解釈及び運用」第18条第４項。
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。安全規則第20条（運行管理者の業務）第３項。
⇒120P
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。安全規則第20条（運行管理者の業務）第３項。
⇒120P

【３】［解答　適－３　不適－１，２，４］
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。したがって、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。また、整備が必要になる場合は、整備管理者に確認し、出庫の有無を決定し
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。⇒179P
２�．不適：運行管理者は、乗務員に対して運送事業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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