
※₁ この臨時試験のご案内は貨物自動車運送事業輸送安全規則及び旅客自動車運送事業運輸規則の改正
に伴い臨時に行う試験として記載しています。

※₂ 基礎講習の受講により受験資格を得て受験申請される方は、基礎講習の受講申込みについて、お早め
に（独）自動車事故対策機構各支所又はその他の各講習実施機関にお問い合わせ下さい。

 ₁．試験日程、受験申請書の頒布（販売）、申請期間及び試験結果の発表

（１）試 　 験 　 日：平成２６年５月１８日（日）
（２）頒　布　期　間：平成２６年３月１１日（火）～３月３１日（月）
（３）申　請　期　間：

①受験申請書による申請：平成２６年３月１１日（火）～３月３１日（月）
②インターネットによる申請：インターネットによる申請受付は行いません。

（４）試験結果の発表：試験日より１ヵ月以内（ホームページに合格者の受験番号を掲載）
　　　　　　　　　　試験結果通知書を受験者全員に郵送

 ₂．受験資格

次の（１）又は（２）のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
（１）試験日の前日において、自動車運送事業（貨物軽自動車運送事業を除く）の用に供する事業用

自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車（緑色のナンバーの車）の運行の管
理に関し、１年以上の実務の経験を有する方

（２）国土交通大臣が認定する講習実施機関において、平成７年４月１日以降の≪基礎講習≫を修了
された方

※   上記受験資格の他、「運行管理者試験の受験申請書を提出され、これから基礎講習を受講され
る方」、「再受験の方」及び「他の種類の運行管理者資格者証の交付を受けている方」につきま
しても受験申請を行うことができます。

 ₃．試験の内容

次に掲げる出題分野ごとの法令（法律に基づく命令等を含む）等について筆記で行います。
（１）貨物自動車は貨物自動車運送事業法、旅客自動車は道路運送法
（２）道路運送車両法　（３）道路交通法
（４）労働基準法　　　（５）その他運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力

 ₄．合格基準

次の（１）及び（２）の得点が必要です。
（１）原則として、総得点が満点の６０％（３０問中１８問）以上であること。
（２）上記３．（１）～（４）の各出題分野ごとに正解が１問以上であり、（５）については正解が２問以上

であること。
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 ₅．試験地及び受験会場

（１）試験地
全国主要都市 10 カ所で実施します。
①札幌市　②仙台市　③新潟市　④東京都　⑤名古屋市　⑥大阪市　⑦広島市　⑧高松市　
⑨福岡市　⑩那覇市

（２）受験会場
試験会場は、４月 25 日（金）発送予定の受験通知書でお知らせします。

 ₆．受験資格の証明に必要な添付書面等

（１）実務の経験を有する方（①及び②の両方が必要です）
①実務経験の期間等に関する証明（受験申請書の証明欄への記入が必要となります）
②住民票又は運転免許証（写）

（２）基礎講習を修了している方（①及び②の両方が必要です）
①基礎講習修了証書（写）
②住民票又は運転免許証（写）

（３）これから基礎講習を受講される方（申請時は①及び②の両方が必要です）
①基礎講習受講予約申込書等（写）
　先ず、下記の講習実施機関で基礎講習の申込み手続きを行って下さい。
②住民票又は運転免許証（写）
③基礎講習を修了後、直ちに修了証書（写）を（公財）運行管理者試験センター 試験事務センター

にＦＡＸ（₀₄−₇₁₇₀−₈₅₅₅）して下さい。
　なお、ＦＡＸに際しては、受験申請書の左下の「申請書配付番号」を必ず付記して下さい。

（４）再受験の方（①又は②のいずれかが必要です）
①直近２回分のいずれかの受験通知書
②直近２回分のいずれかの試験結果通知書
　なお、再受験の方は上記の（１）～（３）の書類等は不要です。

（５）他の種類の「運行管理者資格者証」の交付を受けている方（①及び②の両方が必要です）
①運行管理者資格者証（写）
②住民票又は運転免許証（写）

　　　【ご注意】「受験申請」と「講習の申込み」は、別々の手続きが必要です。
　　　　　●運行管理者試験の受験申請は、（公財）運行管理者試験センターへ
　　　　　●基礎講習の受講申込みは、次の講習実施機関へ



●独立行政法人 自動車事故対策機構 各支所 連絡先一覧表（ホームページアドレス  http://www.nasva.go.jp/）

●その他の各講習実施機関に関する連絡先
国土交通省ホームページ「国土交通省・（政策情報・分野別一覧）自動車・自動車総合安全情報・事
業者が取り組む安全対策・運行管理者について」（http://www.mlit.go.jp/）をご覧下さい。

 ₇．証明用写真（本人確認用）

証明用写真は、撮影部分が縦４．５㎝、横３．５㎝で、正面、無帽、上三分身、無背景の６ヵ月以内に撮
影されたもの１枚（コピーは不可）が必要です。

 ₈．受 験 手 数 料：６，０００円（非課税）

 ₉．受 験 申 請 書：１，０００円（税込）（試験案内書を含みます）

₁₀．受験申請書提出先等

（１）受験申請書提出先：公益財団法人 運行管理者試験センター　試験事務センター
 〒２７７−８６９１ 日本郵便株式会社　柏郵便局私書箱５０号

（２）提出方法：郵送（簡易書留郵便）
①受験申請書に綴じ込まれた〔郵便〕払込取扱票に、○ア払込人が申請者の場合には申請者の住所・

氏名を、○イ払込人が所属事業所の場合には、申請者氏名、所属事業所名及びその住所を記入
のうえ、必ず郵便局の窓口で受験手数料を払い込んで下さい。

②この場合、郵便局が発行する振替払込請求書兼受領証と振替払込受付証明書（お客さま用）は
領収書となりますので必ず受け取って下さい。

③払込手数料は払込人の負担となります。
④一度払い込まれた受験手数料は、理由の如何を問わず一切返金致しかねますので、受験資格

等を十分確認した上で払い込まれますようお願い致します。
（３）受験申請書の締切日
　　平成₂₆年₃月₃₁日（月）当日の消印有効（締切日を過ぎたものは受理できません）

₁₁．インターネットによる受験申請

臨時試験では、インターネットによる申請受付は行いません。

名　　称 電話番号
札幌主管支所 011-551-2145
函館支所 0138-88-1007
釧路支所 0154-51-7337
旭川支所 0166-40-0111
仙台主管支所 022-204-9902
福島支所 024-522-6626
岩手支所 019-652-5101
青森支所 017-739-0551
山形支所 023-609-0500
秋田支所 018-863-5875
新潟主管支所 025-283-1141
長野支所 026-480-0521
石川支所 076-222-0063

名　　称 電話番号
富山支所 076-421-1631
東京主管支所 03-3621-9941
神奈川支所 045-471-7401
千葉支所 043-350-1730
埼玉支所 048-824-1945
茨城支所 029-226-0591
群馬支所 027-365-2770
栃木支所 028-622-9001
山梨支所 055-262-1088
名古屋主管支所 052-571-1537
静岡支所 054-687-3421
岐阜支所 058-263-5128
三重支所 059-350-5188

名　　称 電話番号
福井支所 0776-22-6006
大阪主管支所 06-6942-2804
京都支所 075-694-5878
兵庫支所 078-331-6890
滋賀支所 077-585-8290
奈良支所 0742-22-0613
和歌山支所 073-431-7337
広島主管支所 082-297-2255
鳥取支所 0857-24-0802
島根支所 0852-25-4880
岡山支所 086-232-7053
山口支所 083-924-5419

名　　称 電話番号
高松主管支所 087-851-6963
徳島支所 088-631-7799
愛媛支所 089-960-0102
高知支所 088-831-1817
福岡主管支所 092-451-7751
佐賀支所 0952-29-9023
長崎支所 095-821-8853
熊本支所 096-322-5229
大分支所 097-534-9341
宮崎支所 0985-53-5385
鹿児島支所 099-225-0782
沖縄支所 098-916-4860



₁₂．受験申請書の販売先等

（１）各都道府県のトラック協会、バス協会、ハイヤータクシー協会で販売いたします。
購入については、各協会にお尋ね下さい。ただし、土日等協会の休日を除きます。

（２）試験事務センターにおける郵送による頒布（販売）
平成₂₆年₃月₁₁日（火）〜₃月₂₄日（月）までに試験事務センター必着で下記①～③を郵送して
下さい。
＜申込先＞

〒２７７−８６９１　日本郵便株式会社 柏郵便局私書箱５０号
（公財）運行管理者試験センター 試験事務センター 受験申請書販売係宛

＜申込用の封筒に同封して頂くもの（①②③が必要）＞
①返信用封筒

次のどちらかを返信用封筒として同封して下さい。
・定型の封筒を使用する場合（購入部数は１～３部まで）

Ａ４サイズ＝角形２号（縦３３２㎜・横２４０㎜）に住所・氏名を記入の上、簡易書留分の切手
を貼付して同封して下さい。

（１部購入の場合の送料（切手代）は５００円、２～３部を一括購入する場合は６９０円です。）
・日本郵便の「レターパック」を使用する場合（購入部数は１部～１０部まで）

「レターパック」表面の所定の欄に住所・氏名等の必要事項を記入し、同封して下さい。
この場合、「レターパック」を二つ折りにしてもかまいません。

②申請書の代金
申請書１，０００円（１部）×購入部数分の代金として郵便局の「定額小為替証書」を用意し、
同封して下さい。

③必要事項の記載メモ
・購入者の連絡先（日中連絡の取れる会社・自宅・携帯の電話番号）
・購入部数
・同封した定額小為替の合計金額

※ お買い求め頂きました受験申請書の代金は、お返しすることができませんのでご了承下さい。
※ 受験申請書は今回試験（平成26年度臨時）用であり、次回以降は使用できません。
　

● 受験申請手続きの詳細は、試験案内書又は当センターのホームページを参照して下さい。

公益財団法人 運行管理者試験センター　試験事務センター
自動音声サービス：ＴＥＬ  ₀₄−₇₁₇₀−₇₀₇₇
　　　　　　　　　　  （平日₉時〜₁₇時はオペレータ対応有）
　　　　　　　　　ＦＡＸ  ₀₄−₇₁₇₀−₈₅₅₅
ホームページ  http://www.unkan.or.jp/
携 帯 電 話 版  http://www.unkan.or.jp/mobile/


