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平成 30 年度 第 1 回（H30.8 実施） 

運行管理者試験問題【貨物】 

（制限時間 90 分） 

 

1．貨物自動車運送事業法関係 

問 1 一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の事業計画の変更に関す

る次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークし

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。 

 

1．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、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 

 

2．事業者は、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更

をするときは、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．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．事業者は、「事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡

眠のための施設の位置及び収容能力」の事業計画の変更をするときは、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。 

 

問 2 貨物自動車運送事業法に定める運行管理者等の義務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、解答用紙の該当する

欄にマークしなさい。 

 

1．運行管理者は、 Ａ にその業務を行わなければならない。 

 

2．一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、法令で定める業務を行うため

必要な Ｂ を与えなければならない。 

 

3．一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を Ｃ し

なければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務

として行う Ｄ に従わなければならない。 

 

1．指導      2．考慮      3．誠実      4．権限 

5．適切      6．地位      7．尊重      8．勧告 
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問 3 次の記述のうち、貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務

として、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。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。 

 

1．事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任して

おくこと。 

 

2．異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるとき

は、乗務員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講

ずること。 

 

3．法令の規定により、死者又は負傷者（法令に掲げる傷害を受けた者）が生じた事

故を引き起こした者等特定の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断

であって国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせること。 

 

4．乗務員が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び

乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並び

にこれらの施設を適切に管理し、及び保守すること。 

 

問 4 貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のう

ち、正しいものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。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。 

 

1．乗務前の点呼は、対面（運行上やむを得ない場合は電話その他の方法）により行

われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認

められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当

該事業者は、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。 

 

2．乗務終了後の点呼においては、「道路運送車両法第 47 条の 2 第 1 項及び第 2 項の

規定による点検（日常点検）の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認

を行う。 

 

3．運行管理者の業務を補助させるために選任された補助者に対し、点呼の一部を行

わせる場合にあっても、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 3分の 1以上でなければならない。 

 

4．運転者が所属する営業所において、アルコール検知器により酒気帯びの有無につ

いて確認を行う場合には、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わ

なければならないが、当該アルコール検知器が故障等により使用できない場合は、

当該アルコール検知器と同等の性能を有したものであれば、当該営業所に備えられ

たものでなくてもこれを使用して確認することができる。 
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問 5 次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報

告規則に基づく国土交通大臣への報告を要するものを 2 つ選び、解答用紙の該当す

る欄にマークしなさい。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。 

 

1．事業用自動車の運転者が運転操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突

した後、運転席側を下にして横転した状態で道路上に停車した。この事故で、当該

運転者が 10日間の医師の治療を要する傷害を負った。 

 

2．事業用自動車が雨天時に緩い下り坂の道路を走行中、前を走行していた自動車が

速度超過によりカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突する事故を起こした。

そこに当該事業用自動車が追突し、さらに後続の自動車も次々と衝突する事故とな

り、9台の自動車が衝突し 10名の負傷者が生じた。 

 

3．事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と接触し、当該原動機付自転車が転倒

した。この事故で、原動機付自転車の運転者に通院による 30日間の医師の治療を要

する傷害を生じさせた。 

 

4．事業用自動車が、高速自動車国道法に定める高速自動車国道を走行中、前方に事

故で停車していた乗用車の発見が遅れたため、当該乗用車に追突した。そこに当該

事業用自動車の後続車 5 台が次々と衝突する多重事故となった。この事故で、当該

高速自動車国道が 2時間にわたり自動車の通行が禁止となった。 

 

問 6 一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の過労運転の防止等に関

する貨物自動車運送事業輸送安全規則等の規定についての次の記述のうち、正しい

ものを 1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。 

 

1．事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者（以

下「運転者」という。）を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運

転者は、日々雇い入れられる者、3 ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試み

の使用期間中の者（14 日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。）であっ

てはならない。 

 

2．運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまで

の時間（ただし、「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）

の規定において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者が

フェリーに乗船する場合における休息期間を除く。）は、168時間を超えてはならな

い。 

 

3．事業者は、乗務員の身体に保有するアルコールの程度が、道路交通法施行令第 44

条の 3（アルコールの程度）に規定する呼気中のアルコール濃度 1 リットルにつき

0.15ミリグラム以下であれば事業用自動車に乗務させてもよい。 

 

4．特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統で

あって起点から終点までの距離が 100 キロメートルを超えるものごとに、所定の事

項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守につい

て乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。 
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問 7 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業者の運転者（以下「運転者」という。）

が遵守しなければならない事項として誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当

する欄にマークしなさい。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。 

 

1．運転者は、乗務を開始しようとするとき、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対

面で行うことができない乗務の途中及び乗務を終了したときは、法令に規定する点

呼を受け、事業者に所定の事項について報告をすること。 

 

2．法令の定めにより運行指示書の作成を要する運行の途中において、運行の経路並

びに主な経過地における発車及び到着の日時に変更が生じた場合に、運転者は携行

している運行指示書に当該変更の内容を記載すること。 

 

3．運転者は、事業用自動車に乗務したときは、①乗務した事業用自動車の自動車登

録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示、②乗務の開始及び終了の地点

及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離等所定の事項を「乗務等の記録」（法

令に規定する運行記録計に記録する場合は除く。）に記録すること。 

 

4．運転者は、乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、

当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。この場

合において、交替して乗務する運転者は、当該通告を受け、当該事業用自動車の制

動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検の必要性があると認めら

れる場合には、これを点検すること。 

 

問 8 一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の事業用自動車の運行に

係る記録等に関する次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する

欄にマークしなさい。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。 

 

1．事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、

直ちに、当該運転者に係る法令に基づき作成した運転者台帳に運転者でなくなった

年月日及び理由を記載し、これを 2年間保存しなければならない。 

 

2．事業者は、法令の規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を

したときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに法令

で定める所定の事項を記録し、かつ、その記録を 1年間保存しなければならない。 

 

3．事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書及

びその写しを、運行の終了の日から 1年間保存しなければならない。 

 

4．事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定

の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において 2

年間保存しなければならない。 
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2．道路運送車両法関係 

問 9 道路運送車両法の自動車の登録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、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。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。 

 

1．登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動

車の使用の停止を命ぜられ、自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動

車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領

置を受けなければならない。 

 

2．自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令

で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の任意の位置に

確実に取り付けることによって行うものとする。 

 

3．自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路

運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から 15日以内に、国土交通大

臣の行う変更登録の申請をしなければならない。 

 

4．道路運送車両法に規定する自動車の種別は、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定められ、その別は、普通自動車、

小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車である。 

 

問 10 自動車の検査等についての次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙

の該当する欄にマークしなさい。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。 

 

1．国土交通大臣の行う自動車（検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以

下同じ。）の検査は、新規検査、継続検査、臨時検査、構造等変更検査及び予備検査

の 5種類である。 

 

2．自動車検査証の有効期間の起算日については、自動車検査証の有効期間が満了す

る日の 2ヵ月前（離島に使用の本拠の位置を有する自動車を除く。）から当該期間が

満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場

合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。 

 

3．自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動

車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。 

 

4．初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量 7,990 キログラムの貨物の運送の

用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は 2年である。 
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問 11 道路運送車両法に定める自動車の整備命令等についての次の文中、Ａ、Ｂ、Ｃ

に入るべき字句としていずれか正しいものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマ

ークしなさい。 

 

 地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合し

ない状態にあるとき（同法第 54条の 2第 1項に規定するときを除く。）は、当該自動

車の Ａ に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準

に適合させるために必要な整備を行うべきことを Ｂ ことができる。この場合にお

いて、地方運輸局長は、保安基準に適合しない状態にある当該自動車の Ａ に対し、

当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間の運行に関し、当該自動車の使用の

方法又は Ｃ その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をする

ことができる。 

 

Ａ  1．使用者     2．所有者 

Ｂ  1．命ずる     2．勧告する 

Ｃ  1．使用の制限   2．経路の制限 

 

問 12 道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示についての次の記述のうち、

正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。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。 

 

1．火薬類（省令に掲げる数量以下のものを除く。）を運送する自動車、指定数量以上

の高圧ガス（可燃性ガス及び酸素に限る。）を運送する自動車及び危険物の規制に関

する政令に掲げる指定数量以上の危険物を運送する自動車には、消火器を備えなけ

ればならない。（被牽引自動車の場合を除く。） 

 

2．自動車に備えなければならない後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出

している部分の最下部が地上 2.0 メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接

触した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。 

 

3．自動車の後面には、夜間にその後方 150 メートルの距離から走行用前照灯で照射

した場合にその反射光を照射位置から確認できる赤色の後部反射器を備えなければ

ならない。 

 

4．自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ（セミトレーラ

にあっては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離）12メート

ル、幅 2.5メートル、高さ 4.1メートルを超えてはならない。 
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3．道路交通法関係 

問 13 道路交通法に定める車両通行帯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、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。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。 

 

1．車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて 1 番

目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車（小型特殊自動車及び

道路標識等によって指定された自動車を除く。）は、当該道路の左側部分（当該道路

が一方通行となっているときは、当該道路）に 3 以上の車両通行帯が設けられてい

るときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行

帯以外の車両通行帯を通行することができる。 

 

2．一般乗合旅客自動車運送事業者による路線定期運行の用に供する自動車（以下「路

線バス等」という。）の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車

両通行帯が設けられている道路においては、自動車（路線バス等を除く。）は、路線

バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両

通行帯から出ることができないこととなるときであっても、路線バス等が実際に接

近してくるまでの間は、当該車両通行帯を通行することができる。 

 

3．車両（トロリーバスを除く。）は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を

除き、自動車は道路の左側に寄って、当該道路を通行しなければならない。ただし、

追越しをするとき、法令の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は

道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。 

 

4．車両は、道路の中央から左の部分の幅員が 6 メートルに満たない道路において、

他の車両を追い越そうとするとき（道路の中央から右の部分を見とおすことができ、

かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識

等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を

除く。）は、法令の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分にその全部又は一部

をはみ出して通行することができる。 
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問 14 道路交通法に定める追越し等についての次の記述のうち、正しいものを 2 つ選

び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。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。 

 

1．車両は、トンネル内の車両通行帯が設けられている道路の部分（道路標識等によ

り追越しが禁止されているものを除く。）においては、他の車両を追い越すことがで

きる。 

 

2．車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両（以

下「前車」という。）の右側を通行しなければならない。ただし、前車が法令の規定

により右折をするため道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは、前車を

追越してはならない。 

 

3．車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停

止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等に追いついたときは、その前

方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横

切ってはならない。 

 

4．車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進

行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、

速やかに進路を変更しなければならない。 

 

問 15 道路交通法に定める停車及び駐車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、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。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。 

 

1．車両は、交差点の側端又は道路のまがりかどから 5 メートル以内の道路の部分に

おいては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時

停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 

 

2．車両は、法令の規定により駐車しようとする場合には、当該車両の右側の道路上

に 3 メートル（道路標識等により距離が指定されているときは、その距離）以上の

余地があれば駐車してもよい。 

 

3．車両は、踏切の前後の側端からそれぞれ前後に 10メートル以内の道路の部分にお

いては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停

止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 

 

4．交通整理の行われている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする

進路の前方の車両等の状況により、交差点に入った場合においては当該交差点内で

停止することとなり、よって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれが

あるときは、当該交差点に入ってはならない。 
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問 16 道路交通法に定める運転者及び使用者の義務等についての次の記述のうち、正

しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。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。 

 

1．自動車の使用者等が法令の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が道路

交通法第 66条（過労運転等の禁止）に掲げる行為をした場合において、自動車の使

用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険

を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の

位置を管轄する都道府県公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、6 ヵ月を超え

ない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転してはならない旨を命ず

ることができる。 

 

2．自動車を運転する場合においては、当該自動車が停止しているときを除き、携帯

電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置（その全部又は一部を手で保

持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。）を通話

（傷病者の救護等のため当該自動車の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。）

のために使用してはならない。 

 

3．車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、必ず道路管理者

に通報するものとし、当該道路管理者からの指示があるまでは、転落し、又は飛散

した物を除去してはならない。 

 

4．自動車の運転者は、故障その他の理由により高速自動車国道等の本線車道若しく

はこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線（以下「本線車道等」という。）

において当該自動車を運転することができなくなったときは、政令で定めるところ

により、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示

しなければならないが、本線車道等に接する路肩若しくは路側帯においては、この

限りではない。 

 

問 17 車両等の運転者が道路交通法に定める規定に違反した場合等の措置についての

次の文中、Ａ、Ｂ、Ｃに入るべき字句としていずれか正しいものを 1 つ選び、解答

用紙の該当する欄にマークしなさい。 

 

 車両等の運転者が道路交通法若しくは同法に基づく命令の規定又は同法の規定に

基づく Ａ した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の Ｂ の業務に

関してなされたものであると認めるときは、都道府県公安委員会は、内閣府令で定め

るところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、

貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるとき

は当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの

事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者に対し、当該 Ｃ を通知するもの

とする。 

 

Ａ  1．処分に違反   2．指示に違反 

Ｂ  1．運行管理者   2．使用者 

Ｃ  1．違反の内容   2．指示の内容 
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4．労働基準法関係 

問 18 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、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。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。 

 

1．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。 

 

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．労働者は、労働契約の締結に際し使用者から明示された賃金、労働時間その他の

労働条件が事実と相違する場合においては、少なくとも 30日前に使用者に予告した

うえで、当該労働契約を解除することができる。 

 

4．法第 106条に基づき使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、

時間外労働・休日労働に関する協定等を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、

又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によ

って、労働者に周知させなければならない。 

 

問 19 労働基準法に定める就業規則についての次の記述のうち、誤っているものを 1

つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。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。 

 

1．常時 10人以上の労働者を使用する使用者は、始業及び終業の時刻、休憩時間、休

日、休暇等法令に定める事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なけれ

ばならない。 

 

2．就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1

回の額が平均賃金の 1 日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額

の 10分の 1を超えてはならない。 

 

3．使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で

組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する

労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と協議し、その内容に

ついて同意を得なければならない。 

 

4．就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならな

い。また、行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずること

ができる。 
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問 20 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等に定める貨物自動車運送

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、解答用紙の該当する

欄にマークしなさい。ただし、1 人乗務で、フェリーには乗船しないものとし、ま

た、隔日勤務に就く場合には該当しないものとする。 

 

（1） 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。この場合に

おいて、1日についての拘束時間が 15時間を超える回数は、1週間について 2回

以内とすること。 

 

（2） 業務の必要上、勤務の終了後継続 8時間以上の休息期間を与えることが困難な

場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の 2分の 1を限度に、休息期

間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるも

のとする。この場合において、分割された休息期間は、1日において 1回当たり

継続 Ｃ 以上、合計 Ｄ 以上でなければならないものとする。 

 

1．4時間     2．5時間     3．8時間     4．10時間 

5．13時間    6．14時間    7．15時間    8．16時間 

 

問 21 貨物自動車運送事業の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（以下

「改善基準」という。）及び厚生労働省労働基準局長の定める「一般乗用旅客自動車

運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例につい

て」（以下「特例通達」という。）等に関する次の記述のうち、誤っているものを 1

つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。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。 

 

1．休息期間とは、勤務と次の勤務との間にあって、休息期間の直前の拘束時間にお

ける疲労の回復を図るとともに、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、その処

分は労働者の全く自由な判断にゆだねられる時間をいう。 

 

2．労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車の

運転者（以下「トラック運転者」という。）に係る一定期間についての延長時間につ

いて協定するに当たっては、当該一定期間は、2 週間及び 1 ヵ月以上 6 ヵ月以内の

一定の期間とするものとする。 

 

3．トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間

及び休息期間は、フェリー乗船時間（乗船時刻から下船時刻まで）については、原

則として、休息期間として取り扱うものとし、この休息期間とされた時間を改善基

準第 4 条の規定及び特例通達により与えるべき休息期間の時間から減ずることがで

きるものとする。ただし、その場合においても、減算後の休息期間は、2 人乗務の

場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の 2 分の 1 を下回

ってはならない。 

 

4．使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該トラック運転者の住所地

における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるも

のとする。 
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問 22 下表の 1～3は、貨物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

運転者以外のもの。）の 1年間における各月の拘束時間の例を示したものである。下

表の空欄Ａ、Ｂ、Ｃについて、次の選択肢ア～ウの拘束時間の組み合わせをあては

めた場合、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に適合するものを 1つ

選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、「1ヵ月についての拘束時間

の延長に関する労使協定」があるものとする。 
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問 23 下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の 1 ヵ月の勤務状況の例

を示したものであるが、「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

拘束時間及び運転時間等に照らし、次の 1～4の中から違反している事項を 1つ選び、

解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、1 人乗務とし、「1 ヵ月についての

拘束時間の延長に関する労使協定」があり、下表の 1 ヵ月は、当該協定により 1 ヵ

月についての拘束時間を延長することができる月に該当するものとする。また、「時

間外労働及び休日労働に関する労使協定」があるものとする。 

 

 
 

 

1．1日の最大拘束時間 

 

2．当該 5週間のすべての日を特定日とした 2日を平均した 1日当たりの運転時間 

 

3．2週間を平均した 1週間当たりの運転時間 

 

4．2週間における法定休日に労働させる回数 
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5．実務上の知識及び能力 

問 24 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、適切なものには解答

用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさ

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。 

 

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

める運転者台帳の記載事項の内容を概ね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、天候や道路状況などを勘案しつつ、乗務割を作

成している。なお、乗務については、早めに運転者に知らせるため、事前に予定を

示すことにしている。 

 

3．運行管理者は、事業用自動車の運行中に暴風雪等に遭遇した場合、運転者から迅

速に状況を報告させるとともに、その状況に応じて、運行休止を含めた具体的な指

示を行うこととしている。また、報告を受けた事項や指示した内容については、異

常気象時等の措置として、詳細に記録している。 

 

4．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。このため、当該運

行管理者は、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た。 
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問 25 一般貨物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・監督に

関する次の記述のうち、適切なものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマーク

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。 

 

1．飲酒は、速度感覚の麻痺、視力の低下、反応時間の遅れ、眠気が生じるなど自動

車の運転に極めて深刻な影響を及ぼす。個人差はあるものの、体内に入ったビール

500ミリリットル（アルコール 5％）が分解処理されるのに概ね 2時間が目安とされ

ていることから、乗務前日の飲酒・酒量については、運転に影響のないよう十分気

をつけることを運転者に指導している。 

 

2．他の自動車に追従して走行するときは、常に「秒」の意識をもって自車の速度と

制動距離（ブレーキが効きはじめてから止まるまでに走った距離）に留意し、前車

への追突の危険が発生した場合でも安全に停止できるよう、制動距離と同程度の車

間距離を保って運転するよう指導している。 

 

3．平成 28年中の事業用貨物自動車が第 1当事者となった人身事故の類型別発生状況

をみると、「追突」が全体の約半分を占めており、最多となっている。この事実を踏

まえ、運転者に対しては日頃より、適正な車間距離の確保や前方への注意を怠らな

いことを指導している。 

 

4．平成 28年における交通事故統計によれば、人口 10万人当たり死者数については、

65歳以上の高齢者層は全年齢層の約 2倍となっており、高齢者が事故により死亡す

るリスクが特に高いので、運行する際に、歩道や路肩に高齢歩行者を発見したとき

は、その動静に注意をはらって、運転を行うよう運転者に指導している。 

 

問 26 事業用自動車の運転者の健康管理に関する次の記述のうち、適切なものには解

答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしな

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。 

 

1．事業者は、業務に従事する運転者に対し法令で定める健康診断を受診させ、その

結果に基づいて健康診断個人票を作成して 5 年間保存している。また、運転者が自

ら受けた健康診断の結果を提出したものについても同様に保存している。 

 

2．事業者や運行管理者は、点呼等の際に、運転者が意識や言葉に異常な症状があり

普段と様子が違うときには、すぐに専門医療機関で受診させている。また、運転者

に対し、脳血管疾患の症状について理解させ、そうした症状があった際にすぐに申

告させるように努めている。 

 

3．事業者は、深夜（夜 11 時出庫）を中心とした業務に常時従事する運転者に対し、

法令に定める定期健康診断を 1 年に 1 回、必ず、定期的に受診させるようにしてい

る。 

 

4．事業者は、脳血管疾患の予防のため、運転者の健康状態や疾患につながる生活習

慣の適切な把握・管理に努めるとともに、これらの疾患は定期健康診断において容

易に発見することができることから、運転者に確実に受診させている。 
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問 27 自動車の運転に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄

に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。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。 

 

1．四輪車を運転する場合、二輪車との衝突事故を防止するための注意点として、①

二輪車は死角に入りやすいため、その存在に気づきにくく、また、②二輪車は速度

が実際より速く感じたり、距離が近くに見えたりする特性がある。したがって、運

転者に対してこのような点に注意するよう指導する必要がある。 

 

2．前方の自動車を大型車と乗用車から同じ距離で見た場合、それぞれの視界や見え

方が異なり、大型車の場合には運転席が高いため、車間距離をつめてもあまり危険

に感じない傾向となるので、この点に注意して常に適正な車間距離をとるよう運転

者を指導する必要がある。 

 

3．夜間等の運転において、①見えにくい時間帯に自重の存在を知らせるため早めの

前照灯の点灯、②より広範囲を照射する走行用前照灯（ハイビーム）の積極的な活

用、③他の道路利用者をげん惑させないよう適切なすれ違い用前照灯（ロービーム）

への切替えの励行、を運転者に対し指導する必要がある。 

 

4．衝突被害軽減ブレーキについては、同装置が正常に作動していても、走行時の周

囲の環境によっては障害物を正しく認識できないことや、衝突を回避できないこと

があるため、当該装置が備えられている自動車の運転者に対し、当該装置を過信せ

ず、細心の注意をはらって運転するよう指導する必要がある。 

 

問 28 交通事故防止対策に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」

の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。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。 

 

1．適性診断は、運転者の運転能力、運転態度及び性格等を客観的に把握し、運転の

適性を判定することにより、運転に適さない者を運転者として選任しないようにす

るためのものであり、ヒューマンエラーによる交通事故の発生を未然に防止するた

めの有効な手段となっている。 

 

2．ドライブレコーダーは、事故時の映像だけでなく、運転者のブレーキ操作やハン

ドル操作などの運転状況を記録し、解析することにより運転のクセ等を読み取るこ

とができるものがあり、運行管理者が行う運転者の安全運転の指導に活用されてい

る。 

 

3．平成 28年中の自動車乗車中死者の状況をみると、シートベルト非着用時の致死率

は、着用時の致死率の 10倍以上となっている。他方、自動車乗車中死者のシートベ

ルト非着用者の割合は、全体の約 40％を占めていることから、シートベルトの確実

な着用は死亡事故防止の有効な手段となっている。 

 

4．交通事故の多くは、見かけ上運転者の運転操作ミスや交通違反等の人的要因によ

って発生しているが、その背景には、運転操作を誤ったり、交通違反せざるを得な

かったりすることに繋がる背景要因が潜んでいることが少なくない。したがって、

事業用自動車による事故防止を着実に推進するためには、事故の背景にある運行管

理その他の要因を総合的に調査・分析することが重要である。 
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問 29 荷主から貨物自動車運送事業者に対し、往路と復路において、それぞれ荷積み

と荷下ろしを行うよう運送の依頼があった。これを受けて、運行管理者として運転

者に対し当該運送の指示をするため、次に示す「当日の運行計画」を立てた。 

この運行に関する次のア～ウについて解答しなさい。なお、解答にあたっては、

「当日の運行計画」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。 

 

「当日の運行計画」 

往路 

○ Ａ営業所を 7 時 30 分に出庫し、20 キロメートル離れたＢ地点まで平均時速 30

キロメートルで走行する。 
 
○ Ｂ地点において 30分間の荷積みを行う。 
 
○ Ｂ地点から 150キロメートル離れたＣ地点までの間、一部高速自動車国道を利用

し、平均時速 45キロメートルで走行して、Ｃ地点に 12時 00分に到着する。 
 
○ Ｃ地点において 20分間の荷下ろし後、1時間の休憩をとる。 

 

復路 

○ 休憩後、Ｃ地点を 13 時 20 分に出発し、荷積みのため 30 キロメートル離れたＤ

地点まで平均時速 30キロメートルで走行する。 
 
○ Ｄ地点において 30分間の荷積みを行う。 
 
○ 荷下ろしのため 90キロメートル離れたＥ地点まで平均時速 30キロメートルで走

行し、Ｅ地点にて 20分間の荷下ろしを行う。 
 
○ 荷下ろし後、帰庫のためＥ地点から 40 キロメートル離れたＡ営業所まで平均時

速 30キロメートルで走行し、Ａ営業所には 19時 30分に帰庫する。 
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ア Ｂ地点とＣ地点の間の運転時間について、次の 1～3 の中から正しいものを 1 つ

選び、解答用紙にマークしなさい。 

1．2時間 40分  2．3時間 20分  3．4時間 

 

イ 当該運転者の前日の運転時間は 9時間であり、また、当該運転者の翌日の運転時

間は 8 時間 50 分と予定した。当日を特定日とした場合の 2 日を平均した 1 日当た

りの運転時間は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（以下「改善基

準」という。）に照らし、違反しているか否かについて、次の 1～2の中から正しい

ものを 1つ選び、解答用紙にマークしなさい。 

1．違反している 

2．違反していない 

 

ウ 当日の全運行において、連続運転時間は「改善基準」に照らし、違反しているか

否かについて、次の 1～2 の中から正しいものを 1 つ選び、解答用紙にマークしな

さい。 

1．違反している 

2．違反していない 
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問 30 運行管理者が次の事業用普通トラックの事故報告に基づき、この事故の要因分

析を行ったうえで、同種事故の再発を防止するための対策として、最も直接的に有

効と考えられる組合せを、下の枠内の選択肢（1～8）から 1 つ選び、解答用紙の該

当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、＜事故の概要＞及び＜事故

関連情報＞に記載されている事項以外は考慮しないものとする。 

 

＜事故の概要＞ 

当該トラックは、17 時頃、霧で見通しの悪い高速道路を走行中、居眠り運転によ

り渋滞車列の最後尾にいた乗用車に追突した。当該トラックは当該乗用車を中央分離

帯に押し出したのち、前方の乗用車 3台に次々と追突し、通行帯上に停止した。 

この事故により、最初に追突された乗用車に乗車していた 3人が死亡し、当該トラ

ックの運転者を含む 7人が重軽傷を負った。当時霧のため当該道路の最高速度は時速

50キロメートルに制限されていたが、当該トラックは追突直前には時速 80キロメー

トルで走行していた。 

 

＜事故関連情報＞ 

○ 当該運転者は、事故日前日運行先に積雪があり、帰庫時間が 5時間程度遅くなっ

て業務を早朝 5時に終了した。その後、事故当日の正午に乗務前点呼を受け出庫し

た。 
 
○ 当該運転者は、事故日前 1ヵ月間の勤務において、拘束時間及び休息期間につい

て複数回の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」違反があった。 
 
○ 当該運転者に対する乗務前点呼はアルコール検知器を使用し対面で行われてい

た。また、この営業所においては、営業所長が運行管理者として選任されていたが

補助者の選任がされておらず、運行管理者が不在のときは点呼が実施されていなか

った。 
 
○ 当該営業所では、年度ごとの教育計画に基づき、所長自ら月 1回ミーティングを

実施していたが、交通事故を惹起した場合の社会的影響の大きさや、疲労などの生

理的要因による交通事故の危険性などについて理解させる指導・教育が不足してい

た。 
 
○ 当該運転者は、採用後 2年が経過していたが、初任運転者に対する適性診断を受

診していなかった。 
 
○ 当該事業者は、年 2回の定期健康診断の実施計画に基づき実施しており、当該運

転者は、これらの定期健康診断を受診していた。 
 
○ 当該トラックは、法令で定められた日常点検及び定期点検を実施していた。また、

速度抑制装置（スピードリミッター）が取り付けられていた。 
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＜事故の再発防止対策＞ 

ア 運行管理者は、運転者に対して、交通事故を惹起した場合の社会的影響の大きさ

や過労が運転に及ぼす危険性を認識させ、疲労や眠気を感じた場合は直ちに運転を

中止し、休憩するよう指導を徹底する。 

 

イ 運行管理者は、関係法令及び自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に違

反しないよう、日頃から運転者の運行状況を確実に把握し、適切な乗務割を作成す

る。また、運転者に対しては、点呼の際適切な運行指示を行う。 

 

ウ 事業者は、点呼の際に点呼実施者が不在にならないよう、適正な数の運行管理者

又は補助者を配置するなど、運行管理を適切に実施するための体制を整備する。 

 

エ 運行管理者は、法に定められた適性診断を、運転者に確実に受診させるとともに、

その結果を活用し、個々の運転者の特性に応じた指導を行う。 

 

オ 事業者は、運転者に対して、疾病が交通事故の要因となるおそれがあることを正

しく理解させ、定期的な健康診断結果に基づき、自ら生活習慣の改善を図るなど、

適切な心身の健康管理を行うことの重要性を理解させる。 

 

カ 事業者は、自社の事業用自動車に衝突被害軽減ブレーキ装置の導入を促進する。

その際、運転者に対し、当該装置の性能限界を正しく理解させ、装置に頼り過ぎた

運転とならないように指導を行う。 

 

キ 運行管理者は、点呼を実施する際、運転者の体調や疲労の蓄積などをきちんと確

認し、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、当

該運転者を交替させる措置をとる。 

 

ク 法令で定められた日常点検及び定期点検整備を確実に実施する。その際、速度抑

制装置の正常な作動についても、警告灯により確認する。 

 

1．ア・イ・エ・オ          2．ア・イ・カ・キ 

3．ア・ウ・キ・ク          4．ア・ウ・カ・ク 

5．イ・エ・オ・カ          6．イ・エ・オ・キ 

7．ウ・エ・キ・ク          8．ウ・オ・カ・ク 
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平成 30 年度第 1 回試験（H30.8 実施）解答 

問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 

4 Ａ:3 Ｂ:4 Ｃ:7 Ｄ:1 2,3 1,3 1,2 4 

問 7 問 8 問 9 問 10 問 11 問 12  

4 2,3 2 1,4 Ａ:1 Ｂ:1 Ｃ:2 1,3 
 

問 13 問 14 問 15 問 16 問 17 問 18  

2 1,3 2 1,2 Ａ:1 Ｂ:2 Ｃ:1 2,4 
 

問 19 問 20 問 21 問 22 問 23   

3 Ａ:5 Ｂ:8 Ｃ:1 Ｄ:4 2 ウ 2 
  

問 24 問 25 問 26 問 27 

適:2,3 不適:1,4 3,4 適:1,2 不適:3,4 適:2,3,4 不適:1 
問 28 問 29 問 30      

適:2,3,4 不適:1 ア:2 イ:1 ウ:1 2 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新過去問題の詳細解説については非公開です。 

なお、過去問題集と連動した合格必勝テキストや予想模擬試験をパッケージした

運行管理者試験合格必勝セット（https://www.unkan-net.com/）の過去問題集には、

最新過去問の解説を掲載しています！ 
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