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第１章　道路運送法

14

４ 運送約款
１  法令の要点と○×式過去出題例

■  運送約款［道路運送法第11条］
１ ．一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けな
ければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

運送約款を制定する
事業者 国土交通大臣

認　可

必要な書類を提出

■運送約款の制定

■運送約款の変更

運送約款制定と同様に

認　可

必要な書類を提出

運送約款を制定する
事業者 国土交通大臣

１�．一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、又はこれを変更しようと
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。

［31.3/30.3/29.3］×

■  運賃及び料金等の掲示［道路運送法第12条］
１ ．一般旅客自動車運送事業者（一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。）は、運

賃及び料金並びに運送約款を営業所その他の事業所において公衆に見やすいよ
うに掲示しなければならない。
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15

１�．一般旅客自動車運送事業者（一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。）は、
運賃及び料金並びに運送約款を営業所その他の事業所において公衆に見やす
いように掲示しなければならない。［31.3］○

２  過去出題問題
【１】一般旅客自動車運送事業に関する次の記述のうち、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。[30.3]

　１ ．一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、一般乗合旅客自動車運
送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業の種別

ごとに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の許可の取消しを受けた者は、その取消しの日か
ら２年を経過しなければ、新たに一般旅客自動車運送事業の許可を受けるこ

とができない。

　　３ ．一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、５年ごとにその更新を受けなけれ
ば、その期間の経過によって、その効力を失う。

　　４ ．一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、又はこれを変更しようと
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。

◆解答＆解説

【１】［解答　１，３］
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・第２項。
２�．「取消しの日から２年」⇒「取消しの日から５年」。道路運送法第７条（欠格事由）第
１項②。
３．道路運送法第８条（一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新）第１項。
４�．運送約款を定め、又はこれを変更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。道路運送法第11条（運送約款）第１項。
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第２章　道路運送車両法

160

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～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]

　　 　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．運行の安定性の確保　　　　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１つ選
びなさい。[27.8]

　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、安全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（道路運送車両法の目的）第１項。

【２】［解答　３］
３�．「自動車の製造事業」⇒「自動車の整備事業」。車両法第１条（道路運送車両法の目的）
第１項。
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第３章　道路交通法

204

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 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。

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。

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。
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⑲停車 車両等が停止することで駐車以外のことをいう。

⑳徐行 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。

� 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

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（客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。
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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�．「客待ちのための停止」⇒「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（道路交通法の目的）第１項。

【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）。

00_運行管理者試験旅客21908版.indb   207 2019/05/09   16:42:33



第４章

労働基準法

１．労働条件・定義・解雇……… 270
２．賃金・休み・女性…………… 277
３．就業規則……………………… 285
４．健康診断……………………… 290

５．労働時間の改善基準…（目的）… …295
６．労働時間の改善基準…（タクシー）……297
７．労働時間の改善基準…（バス）… …310

00_運行管理者試験旅客21908版.indb   269 2019/05/09   16:42:40



297

６ 労働時間の改善基準［タクシー］
１  法令の要点
■  一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の

拘束時間等［改善基準第２条］
１ ．使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者(隔日勤務に
就くものを除く。)の拘束時間及び休息期間については、次に定めるところによ

るものとする。
　※�拘束時間とは、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。

　※�休息期間とは、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。

　《１ヵ月の拘束時間》
　① １ヵ月についての拘束時間は、299時間を超えないものとすること。ただし、
車庫待ち等の自動車運転者について、労働者の過半数を代表する者との書面に

よる労使協定があるときは、322時間を超えないものとすること。

　《１日の拘束時間》
　② １日（始業時刻から起算して24時間をいう。）についての拘束時間は、13
時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、１日につ
いての拘束時間の限度（最大拘束時間）は、16時間とすること。ただし、車
庫待ち等の自動車運転者について、次に掲げる要件を満たす場合には、この限

りでない。

　　イ．勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること。
　　ロ ．１日についての拘束時間が16時間を超える回数が、１ヵ月について７回

以内であること。
　　ハ ．１日についての拘束時間が18時間を超える場合には、夜間４時間以上の

仮眠時間を与えること。

　　ニ．１回の勤務における拘束時間が、24時間を超えないこと。

　③勤務終了後、継続８時間以上の休息期間を与えること。
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３  過去出題問題（１日の拘束時間）
【１】「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める一般乗用旅客自
動車運送事業に従事する自動車運転者（隔日勤務に就く運転者及びハイヤーに乗

務する運転者以外のもの。）の拘束時間及び休息期間についての次の文中、Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄに入るべき字句を下の枠内の選択肢（１～８）から選びなさい。[30.8]

 　１日（始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。）についての拘束時
間は、（Ａ）を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、１

日についての拘束時間の限度（最大拘束時間）は、（Ｂ）とすること。ただし、

車庫待ち等の自動車運転者について、次に掲げる要件を満たす場合には、この限

りでない。

　　イ　勤務終了後、継続（Ｃ）以上の休息期間を与えること。

　　ロ 　１日についての拘束時間が、（Ｂ）を超える回数が、１ヵ月について７回
以内であること。

　　ハ 　１日についての拘束時間が（Ｄ）を超える場合には、夜間４時間以上の仮
眠時間を与えること。

　　ニ　１回の勤務における拘束時間が、24時間を超えないこと。

１．13時間 ２．14時間 ３．15時間 ４．16時間

５．17時間 ６．18時間 ７．20時間 ８．21時間
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◆解答＆解説

【１】［解答　Ａ－１，Ｂ－４，Ｃ－７，Ｄ－６］
　改善基準第２条第１項②。

【２�】［解答　２］
　改善基準第２条第１項②・③。
　１日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場
合であっても、１日についての拘束時間の限度（最大拘束時間）は、16時間とすること。
また、勤務終了後、継続８時間以上の休息期間を与えること。ポイントは、「延長する場
合の最大拘束時間が16時間を超える」、「勤務終了後の継続した休息期間が８時間未満」
であると改善基準違反となる。
　※「超える」には、「16時間」は含まれない。
　なお、１日の拘束時間の開始は当日の始業時とし、終了は始業時から24時間後となる。
�　設問の場合、月曜日の拘束時間は、始業６時から、24時間後の火曜日の６時までとなる。
月曜日の始業時から24時間以内には火曜日の始業５時から６時までの１時間が含まれる。
よって、拘束時間の計算は次のように考える。
　月曜日の拘束時間は、始業６時～終業21時（①）＋火曜日の始業５時～６時（③）となり、
15時間＋１時間＝16時間となる。また、火曜日の始業５時～６時（③）までの１時間は、
火曜日の拘束時間にも含まれることに注意する。

　�

月曜日の２４時間
（拘束時間＝①＋③、休息期間＝②）

０時 ６時

拘束時間
15時間

０時

拘束時間
15時間 拘束時間休息期間

９時間

月曜日月曜日月曜日 月曜日火曜日火曜日 月曜日水曜日水曜日

（拘束時間＝④、休息期間＝⑤）

③

火曜日の２４時間

終業
２１時

始業
５時

終業
２０時

① ④ ⑤

始業
６時

始業
５時

②

休息期間
８時間

次の日の拘束時間が早く始
まった場合は、当日の拘束
時間に早く始まった分を加
えることに注意します。
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２ 配置基準
１  交替運転者の配置基準

■  高速乗合バス（※）及び貸切バスの交替運転者の配置基準に
ついて［運輸規則の解釈及び運用第21条第６項］

※高速乗合バスについては省略。以下同じ。

1．用語の定義
　(4 ) １日の乗務：１人の運転者が１日（始業から起算して24時間をいう。以下

同じ。）のうち、最初に運転を開始してから、最後に運転を終了するまでの間
の乗務をいう。

　(5 ) 一運行：１人の運転者の１日の乗務のうち、回送運行を含む運転を開始して
から運転を終了するまでの一連の乗務を一運行という。ただし、１人の運転者

が１日に２つ以上の実車運行に乗務し、その間に連続１時間以上の休憩を確保
する場合であって、当該休憩の直前及び直後に回送運行があるときには、当該
休憩の前後の実車運行はそれぞれ別の運行とする。なお、１人の運転者が同じ

１日の乗務の中で２つの夜間ワンマン運行に連続して乗務する場合には、運行
と運行の間に連続１時間以上の休憩を挟んでいても、これらの連続する運行を

合わせて１つの夜間ワンマン運行とみなす。

★一運行のポイント★
　①�１人の運転者が１日に２つ以上の実車運行に乗務し、その間に連続１時間以上の休
憩を確保する場合で直前直後に回送運行があると、休憩の前後の実車運行はそれぞ
れ別の運行になる。ただし、直前及び直後に回送運行がないと一運行になる。

回
送

実車運行回送 回送

回
送

回
送

回
送

回
送

回
送

2時 4時

夜間ワンマン一運行

一運行

実車運行 回
送

回
送実車運行

一運行 一運行

１時間
休憩

１時間
休憩

回
送

回
送実車運行 回

送実車運行

一運行

１時間
休憩

回送に挟まれた１時間以上の休憩
でないため一運行となる

実車運行実車運行回
送

回
送

１時間
休憩実車運行回

送
回
送

１時間
休憩実車運行

昼間ワンマン一運行昼間ワンマン一運行

　②�１日の乗務の中で２つの夜間ワンマン運行に連続して乗務する場合、直前直後に回
送運行があり、連続１時間以上の休憩を挟んでいても、１つの夜間ワンマン運行と
なる。

回
送

実車運行回送 回送

回
送

回
送

回
送

回
送

回
送

2時 4時

夜間ワンマン一運行

一運行

実車運行 回
送

回
送実車運行

一運行 一運行

１時間
休憩

１時間
休憩

回
送

回
送実車運行 回

送実車運行

一運行

１時間
休憩

回送に挟まれた１時間以上の休憩
でないため一運行となる

実車運行実車運行回
送

回
送

１時間
休憩実車運行回

送
回
送

１時間
休憩実車運行

昼間ワンマン一運行昼間ワンマン一運行
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２  過去出題問題
【１】貸切バス事業の営業所の運行管理者は、旅行会社から運送依頼を受けて、次
のとおり運行の計画を立てた。国土交通省で定めた ｢貸切バスの交替運転者の配

置基準｣（以下 ｢配置基準｣ という。）等に照らし、この計画を立てた運行管理

者の判断等に関する１～３の記述について、正しいものをすべて選びなさい。な

お、解答にあたっては、＜運行の計画＞及び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]

　（旅行会社の依頼事項）

　 　ハイキングツアー客（以下 ｢乗客｣ という。）39名を乗せ、Ａ地点を22時55
分に出発し、Ｄ目的地に翌日の３時50分に到着する。その後、Ｅ目的地を13時

40分に出発し、Ａ地点に18時00分に戻る。

　＜運行の計画＞

　ア ．デジタル式運行記録計を装着した乗車定員45名の貸切バスを使用し、運転
者は１人乗務とする。

　イ ．当該運転者は、本運行の開始前10時間の休息をとった後、始業時刻である
22時00分に乗務前点呼を受け、点呼後22時30分に営業所を出発する。Ａ地点

において乗客を乗せた後22時55分にＤ目的地に向け出発する。途中の高速自

動車国道（法令による最低速度を定めない本線車道に該当しないもの。以下

　　 ｢高速道路｣ という。）のパーキングエリアにて、２回の休憩をとり乗務途中
点呼後に、Ｄ目的地には翌日の３時50分に到着する。

　　 　乗客を降ろした後、指定された宿泊所に向かい、当該宿泊所において電話に
よる乗務後点呼を受けた後、４時40分に往路の業務を終了する。

　　　運転者は、同宿泊所において８時間05分休息する。

　ウ ．12時45分に同宿泊所において電話による乗務前点呼を受け、13時15分に出
発する。Ｅ目的地において乗客を乗せた後13時40分にＡ地点に向け出発する。

復路も高速道路等を運転し、２回の休憩をはさみ、Ａ地点には18時00分に到

着する。

　　 　乗客を降ろした後、18時20分に営業所に帰庫し、乗務後点呼の後、18時50
分に終業する。当該運転者は、翌日は休日とする。
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◆解答＆解説

【１】［解答　２，３］
１�．夜間ワンマン運行の実車運行区間においては、運行指示書上、実車運行区間における
運転時間概ね２時間毎に連続20分以上（一運行の実車距離が400km以下の場合にあっ
ては、実車運行区間における運転時間概ね２時間毎に連続15分以上）の休憩を確保する。
　�　はじめに、この運行計画の夜間ワンマン運行の実車運行距離を求める。実車距離とは、
実車運行（旅客の乗車の有無に関わらず、旅客の乗車が可能として設定した区間の運
行をいい、回送運行は含まない。）する区間の距離をいう。よって、営業所～Ａ地点の
５kmと、D目的地～指定された宿泊所の５kmは実車距離に含まないため、実車距離は
330km（20km＋90km＋120km＋90km＋10km）となる。
　�　夜間ワンマン運行の実車距離が400km以下（330km）であるため、運転時間概ね
２時間毎に連続15分以上の休憩を確保していれば休憩の確保の限度に違反していない。
夜間ワンマン運行の実車運行区間の途中における休憩は、30分＋１時間運行した後に
10分休憩、１時間30分運行した後に20分休憩、１時間＋20分運行した後に降車してお
り、最初の休憩が15分未満のため違反している。

運転
30分

乗車
15分

降車
10分

運転
１時間

休憩
10分

運転
１時間 30分

休憩
20分

運転
１時間

運転
20分

実車運行区間

夜間ワンマン運行（往路）の休憩の確保

２�．夜間ワンマン運行の実車運行区間においては、連続運転時間は、運行指示書上､ 概ね
２時間までとし、昼間ワンマン運行の高速道路の実車運行区間においても、連続運転時
間は、運行指示書上、概ね２時間までとする。また、連続運転時間は10分以上の運転
の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。したがって、夜間ワンマン運行の
実車運行区間及び昼間ワンマン運行の高速道路の実車運行区間において、２時間を超え
ないように10分以上中断していれば連続運転時間の限度に違反していない。なお、こ
の設問は連続運転時間の限度が適切であるかを判断するため、休憩の確保は考えなくて
もよい。
　《夜間ワンマン運行（往路）の連続運転時間》
　�　夜間ワンマン運行の実車運行区間の途中における連続運転時間は、30分＋１時間運
行した後に10分中断、１時間30分運行した後に20分中断、１時間＋20分運行した後に
降車しているため、連続運転時間の限度は違反していない。

運転
30分

乗車
15分

降車
10分

運転
１時間

中断
10分

運転
１時間 30分

中断
20分

運転
１時間

運転
20分

実車運行区間

夜間ワンマン運行（往路）の連続運転時間
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