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博多千年門は、博多を訪れた観光客を歴史的文化財が多く残る寺社町エリアへと導くウエルカムゲートです。博多
の繁栄を願う地域住民、地元企業、行政が一体となって建設に取り組み、平成26年3月に完成しました。博多のこ
れまでの千年の重みとこれからの千年の繁栄を願ったものとなっています。
木造の四脚門様式で、切妻本瓦葺（きりづまほんかわらぶき）、中世博多の寺社様式が採用されています。また、門
扉の板材には太宰府天満宮より寄贈された樹齢千年の「千年樟（せんねんぐす）」を用い、欄間の彫刻には博多織
の献上柄模様が刻まれています。
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特殊車両通行許可制度に係る講習会
8月24日（金）
【リファレンス駅東ビル】

大型・特殊車両に関わる、
最近の法令・通達の改正
福岡県トラック協会（眞鍋博俊会長）は8月24日(金)、福岡市博多区
のリファレンス駅東ビルにて、
「特殊車両通行許可制度に係る講習会」を
開催しました。会員事業者170名が参加しました。

はじめに国土交通省九州地方整備局道路部・交通対策課建設専門官の小栁康孝氏より「特殊車両通行許可
制度」の概要について、続いて全ト協輸送事業部部長の礎司郎氏より「大型・特殊車両に係る最近の法令・通
達改正状況」について講義が行われました。
小栁氏はまず、特殊車両に関する法令として、道路法・車両制限令(所管：国交省道路局)、道路交通法(所管：
警察庁)、道路運送車両法・保安基準(所管：国交省自動車交通局)の概要について述べました。
道路法では「一般制限値」
（寸法・重量）を超える車両で道路を走行するときは、
「特殊車両通行許可」の申請
を行い、許可証を得なければならず、違反すると指導・警告等を受けると説明。申請から許可までの流れを示
し、道路情報便覧に登録されたデータにより審査を行うが、登録されていない道路については個別協議が行
われること、審査日数を短縮するには、申請書類等の不備と個別協議の減少が課題である旨を述べました。
続いて重量・寸法における通行条件区分(Ａ〜Ｄ)、Ｃ条件の前後誘導車の役割について説明しました。ま
た違反の内容と違反者に対する措置について説明し、自動計測装置による取り締まりによる指導を4回受け
ると地方整備局ＨＰにて社名が公表されると述べました。
さらに平成26年5月に発表された「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」を紹介し、
建設後50年を経過した橋梁は10年後には43％となること、重量車両の通行が道路を疲労させること、また
「重要物流道路制度」が新設され、今後具体的な方針が示されることなどを話しました。
続いて、礎氏はまず、最近数年の間に、大型・特殊車両に関わる法令・通達等の改正が頻繁に行われている
と述べ、
「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針等」に基づく規制緩和と規制強化につい
て紹介しました。なお、車両制限令をわかりやすく解説したDVDも放映しました。
規制強化については、まず高速道路6社において、車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置の
見直しが行われると共に、重大な違反に係る是正指導制度がスタートした旨を述べ、制度の内容を具体的に
説明しました。また、29年7月に荷主勧告制度が運用開始、12月より基地取り締まり時の違反者からの荷主
情報聴取が始まり、さらに30年1月から、特殊車両通行許可申請時の荷主情報の記載により、審査期間を短
縮する制度が試行されており、30年度内に全国展開の予定であると説明。荷主への規制強化と審査期間短
縮、両方が進む旨を述べました。
規制緩和については、28年に特車ゴールド制度が始まり、ＥＴＣ2.0装備車への通行許可が簡素化、29年
7月には、車両制限令において、緑色回転灯を認める範囲を誘導車配置の条件が適用されるすべての車両に
拡大したほか、Ｇマークを取得している事業所の基準緩和車両の許可期間を延長(2年→3〜4年)、30年3月
28日より許可関係書類に「Ｃ・Ｄ条件箇所一覧」が追加されたことなどを話しました。
さらに、審査期間の短縮について、2020年までに平均審査日数を10日間にするとの目標に向けて、オン
ライン申請の普及や荷主記載により優先的審査等が進んでいる旨を説明しました。なお、申請書類の作成に
おいて多くある間違いの例を示し、これらを減らすことが審査期間の短縮につながると述べました。
最後に、今後改正が予定されている、特車通行条件に係る緩和、特車申請・許可の緩和、制限外積載の緩和
について紹介しました。
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平成30年度 第1回運行管理者試験実施状況

「平成30年度第1回運行管理者試験」
福岡会場1,478人が受験
（公財）
運行管理者試験センターは、平成30年
度第1回運行管理者試験を8月26日
（日）
、全国一
斉に実施しました。福岡会場は福岡市博多区博
多駅東1丁目の博多スターレーンにて行われま
した。
福岡試験会場（貨物関係）の受験申請者は
1,609人でしたが、当日の受験者数は1,478人
す。試験合格者は結果通知書に記載された期限

で受験率は91.8％でした。

内に、
「運行管理者資格者証交付申請書」
を運輸支
〜9月25日に試験結果を通知〜
受験者に9月25日
（火）
に
（公財）
運行管理者試
験センターから
「試験結果通知書」
と合格者には

局等に提出し、
「運行管理者資格者証」
の交付を受
けることになります。
※今回の試験問題をP9〜P21、解答をP21に掲
載しました。

「運行管理者資格者証交付申請書」
が郵送されま

Report
交

通

対

策

委

委 員 会レ ポート
員

会

●8月２１日（火）
〔福岡県トラック総合会館〕

はじめに、福岡県警交通部・交通企画課課長補佐

また、運動初日の9月21日（金）、九州道下り基山PA

の大森隆生氏が最近の交通事故情勢について話を

で高速安協主催の「交通安全キャンペーン」、同日、

しました。大森氏は、事故発生件数は減少記録を更

久留米シティプラザで県民運動本部主催の「秋の交

新しているが、今年度は死者数が増えていること、

通安全フェア in 久留米」への参加が呼びかけられ

事故の半数以上が追突事故であることなどを示し、

ました。

事故防止の方法について説明。最後に飲酒運転撲滅

報告事項では、30年度ドライバーコンテスト県

を呼びかけました。

大会の開催結果が報告され、全国大会出場者、全国
大会の日程等が示されました。

協議事項では平成30年度秋の交通安全運動実施
要領について説明が行われ、承認されました。実施

このほか、30年度シルバー・セーフティ・ドライ

期間は9月21日（金）から10日間となっており、具

ビングスクールの開催日程(30年10月〜31年1月

体的推進事項として、新たに追突事故の防止、
「信号

までに計4回実施)、各種助成事業申請状況(8月10

を守ろう横断幕」の活用などが加えられています。

日現在)について報告が行われました。
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●8月２４日（金）
〔福岡県トラック総合会館〕

協議事項では、平成30年度年間広報活動（案）につい

報告事項では、物流セミナーの開催について11月

て（株）西広から博多駅前でのイベントの開催計画に

19日（月）13:30からハイアットリージェンシー・福岡

ついて提案され、9月17日（月 ・ 祝）10:00〜17:20

2階「リージェンシ−・ ボールルーム」で藤田雄一郎氏

「TRUCK PRIDEオータムフェア2018」を開催する

（東福岡高校ラグビー部監督）を講師に迎え、講演をす

ことが承認されました。

ることが報告されました。

次に、10月14日（日）に門司港レトロ中央広場で開

最後に、福岡県トラック青年協議会が行う社会科物

催される「トラックの日」記念行事ウォーキング大会

流交流授業について４回の開催を計画中であり、日程

について説明が行われ、スケジュールなどについて協

等の進捗状況を確認しました。

議されました。

Report
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●8月２８日（火）
〔福岡県トラック総合会館〕
はじめに中嶋委員長より、これまでの緊急物資輸送
センター整備状況、財源、今後の運用などを踏まえ、福
岡地区におけるセンター建設について検討したい旨
挨拶がありました。

用するか、または総合会館をセンターとして建て替え
るかなど、様々な選択肢を含めて協議を行いました。
委員からは、災害対策の趣旨から行政と連携して進
めることが望ましい、資金の範囲内で建設可能な土地

続いて事務局より、福岡県トラック総合会館及び3

を探すことが先決であり、行政に問い合わせて調査し

地区の緊急物資輸送センターにおける建設費用、維持

たほうがよい、将来的に運用面でマイナスにならない

費・賃料等収入(29年度実績)、使用状況、福岡地区のセ

工面が必要である、維持費を減らす工夫など他県の状

ンター建設資金等について説明が行われました。ま

況も調査してほしい、敷地はトラックが出入りできる

た、3地区のセンターは、近隣の住民の避難所として、3

面積が必要である、といった意見が上がり、活発な議

日間生活できるだけの食糧 ・ 飲料水を備蓄している

論が交わされました。

が、行政にとって2次避難所としての位置づけであり、

その結果、今後も福岡緊急物資輸送センターを建設

小学校や公民館等の1次避難所に収容できない場合に

する方向で検討を続けていくことが確認され、行政に

利用されるとの説明がありました。

問い合わせ、建設用地を調査すると共に、他県の施設

これをもとに、新たに緊急物資輸送センターを建設
して総合会館から移転するか、あるいは総合会館と併

3
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ることとなりました。
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お知らせ 運行管理者試験合格者の
「資格者証」
の交付申請について
8月26日（日）に実施された平成30年度第1回運行管理者試験の合格発表が9月25日（火）に行われます。
合格者は、合格日から3ヶ月以内に運輸支局等に運行管理者資格者証の交付申請を行い、当該資格者証の交付を受ける
必要がありますので、速やかに交付申請手続を行って下さい。
なお、3ヶ月以内に申請を行わないと合格は無効となりますので、ご注意下さい。

1. 提出書類等
（１）運行管理者資格者証交付申請書
※収入印紙270円分を貼付して下さい。なお、270円を超過した場合、過納分は返還されません。
※申請書への記入の際、消せるボールペンは使用しないで下さい。
（２）運転免許証（写し）※1または住民票（原本）※2
※1 裏面に住所等の変更が記載されている場合は、裏面もコピーする。
※2 マイナンバーの記載の無いものに限る。
（３）運行管理者試験結果通知書（原本）
（４）返信用封筒
※封筒のサイズは角形2号（縦322㎜×横240㎜／コピー用紙A4が入る大きさ）で、140円切手を貼り、封筒の表
に宛名（ご自宅、会社等）を記入して下さい。
※郵送される場合、返信用封筒は折り曲げても構いません。

2. 申請方法
次の（１）または（２）のいずれかの方法で申請して下さい。
（１）福岡運輸支局等に直接申請する場合
※上記「１．」の提出書類等を福岡運輸支局等に提出（持参または郵送）
して下さい。
〜申請・お問合せ先〜
〒813-8577 福岡市東区千早3-10-40
福岡運輸支局 整備部門 TEL：092-673-1196
（２）運行管理者試験センターが提供する支援サービスをご利用頂く場合。
※運行管理者試験結果通知書に同封されている「運行管理者資格者証交付申請支援サービスのご案内」を参照し
て下さい。
詳細は、運行管理者試験結果通知書に同封されている「運行管理者資格者証の交付申請手続きのご案内」をご
覧下さい。
福岡県トラック協会を含む各都道府県トラック協会における運行管理者資格者証の交付申請の受付は行って
おりませんのでご注意下さい。

お知らせ ストレスチェック実施者について
〜福岡労働局からのお知らせ〜

職場におけるストレスチェックの実施者については、労働安全衛生規則第52条の10に定めがありますが、平
成30年8月9日付け省令改正により、同条第1項第3号に厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師及び公
認心理士が追加されましたので、
お知らせいたします。

お知らせ 職場の健康診断実施強化月間について
〜福岡労働局からのお知らせ〜

労働安全衛生法に基づく定期健康診断等については、統計調査の結果等をみると、小規模事業場においては
実施率がいまだ低調であり、また、健康診断結果についての医師の意見聴取及びその意見を勘案した就業上の
措置の実施率が非常に低調であること等を踏まえ、
平成２５年度より全国労働衛生週間準備月間の９月を
「職場
の健康診断実施強化月間」
と位置付け、
集中的・重点的な指導を行っているところです。
事業場の健康診断と健康診断実施後の事後措置等の適切な実施をお願いいたします。

4
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秋 の交通安全運動実施要領について
1 実

2

重

施

点

期

間

項

（1）飲酒運転の撲滅
（2）子供と高齢者に配慮した思いやり運転
目 （3）夕暮れ時におけるライトの早期点灯
（4）シートベルトの着用の徹底
（5）横断歩道における交通事故の防止

（公社）福岡県トラック協会

平成30年9月21日（金）〜平成30年9月30日（日）の10日間

（1）組織的に実施するもの
【県ト協が実施するもの】
①ポスター等を作成し、全会員に配布するとともに、運動の周知・徹底を行う。
②期間中、適正化事業指導員による街頭パトロール指導等を実施し、重点項目の推進
を図る。
③輸送情報等の広報媒体を利用し、運動の周知と意識の高揚を図る。
【各支部が実施するもの】
①バスキャンペーン等の際には、
「信号を守ろう横断幕」を積極的に活用する等して、
会員事業所及び地域住民に、本運動の浸透と交通安全意識の高揚を図り、効果的な
運動を展開する。
②傘下会員事業所（事業主・管理者・従業員）を対象に、必要に応じて交通安全のため
の講習会を開催し、運動の周知徹底を図る。
③所轄警察署等の関係行政機関及び各地区の交通関係団体と連携を密にして、運動
の効果的推進を図る。
④関係団体等と連携し、9月30日の「交通事故死ゼロを目指す日」の活動に積極的に
参加する。

（2）会員事業所が実施するもの
3 具体的推進事項

①適切な運行計画及び乗務割を策定するとともに、点呼時には必ずアルコールチェッ
カーを使用して、酒気帯びの有無について確認し、運転者の健康状態を十分把握のう
え、適切な乗務指示を行う。
②事業用トラック事故の約半数を占める追突事故を防止するため、運転者に対し安全
な運行についての指導を徹底する。
③運動期間中は、各事業所において懸垂幕・桃太郎旗等を掲げるとともに街頭監視活動
や運転者への安全運転教育並びに指導を徹底する。
④交通事故の要因となる違法駐車の追放について、運転者に対し指導を徹底する。
⑤当運動ポスターを掲示し、ポスターに掲載の無事故カレンダーに交通事故発生の有
無について日々記入し、無事故達成に向けての指標とする。

（3）ドライバーの遵守事項
①飲酒運転は絶対にしない。
②信号を守る。
③歩行中や自転車乗車中の子供や高齢者を見かけた時は、徐行するなど、その行動に配
慮した思いやり運転を励行する。
④夕暮れ時には自車の接近を知らせるため、早めにライトを点灯する。
⑤同乗者を含むシートベルトの着用を徹底する。
⑥横断歩道に歩行者を見かけたら、横断歩道手前で一時停止し、歩行者の横断を妨げない。
（1）
期間中は、警察・運輸支局等の関係行政機関及び交通関係団体と連携を密にし、本運動

4

配

慮

事

項

の効果的推進を図ること。
（2）
街頭キャンペーン等の際には、受傷事故防止に十分配意すること。

本誌巻末の「平成30年秋の全国交通安全運動実施結果報告書」の提出を10月12日
（金）
までにお願いします。
（FAX 可）
送付先:092-451-7964 （公社）
福岡県トラック協会 業務1課
5
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ご案内 「過労死等防止・健康起因事故防止セミナー」
のご案内
（公社）福岡県トラック協会では、昨年度に引き続き、
（公社）全日本トラック協会、
（独）労働者健康安全機構
福岡産業保健総合支援センター、陸上貨物運送事業労働災害防止協会と共催で、過労死等防止・健康起因事故
防止セミナーを下記のとおり開催いたしますので、是非ご参加いただきますようご案内申し上げます。
本年度は、セミナー終了後に、福岡産業保健総合支援センター様にご協力を頂き、個別の相談をお受けする
時間も用意しておりますので、ご活用の程併せてご案内申し上げます。
なお、本セミナー受講は安全性評価事業（Gマーク）の加点対象となります。
■開催日時 平成30年10月16日（火） 13時30分〜16時30分
■開催場所 リファレンス駅東ビル 3階「H−2会議室」 福岡市博多区博多駅東1-16-14
■内

※公共交通機関をご利用下さい。

容 （1）過労死等の実態
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 安全管理士 坂田 勲俊 氏
（2）過労死等防止計画について
（公社）全日本トラック協会 交通・環境部付部長 大西 政弘 氏
（3）健康起因事故防止対策について
福岡産業保健総合支援センター 産業保健相談員
（株）服部産業医事務所 代表・産業医 服部 泰 氏
■受 講 料 無料
■定
員 200名
※1事業所1名以内とし、先着順で定員になり次第締め切ります。

■申込方法 巻末の参加申込書にてお申し込み下さい。
【お問い合わせ先】（公社）福岡県トラック協会 業務二課

TEL:092-451-7845

ご案内 「トレーラの適正な使用等に係る研修会」
開催のご案内
当協会では、交通安全に関する各種施策を実施しておりますが、その一環として下記の通りセミナーを実
施することといたしました。
ご多用の折とは存じますが、是非ともご参加賜りますようお願いいたします。
1.主
2.日
3.場

催 全日本トラック協会/福岡県トラック協会（共催）
時 平成30年10月23日（火） 13:30〜（2時間30分程度）
所 福岡県トラック総合会館 4階（福岡市博多区博多駅東1-18-8）
※駐車場はございませんので、公共交通機関もしくは、ビル付近の有料駐車場（駐車料金は自己負担）

4.内

のご利用をお願いいたします。

容 （1）
トレーラのより安全な使用について
（2）
トレーラ輸送による輸送効率向上について
（3）
トレーラの安全装置（ABS及び横転抑制装置）とその有効性
※教材として、
「トレーラの大型化による輸送効率化促進ハンドブック」
（平成28年1月:全ト協作成）及
び車体工業会が作成した解説資料を使用

5.講
師 一般社団法人日本自動車車体工業会トレーラ部会
6.定
員 100名（先着順）
7.受 講 料 無 料
※当セミナーは、Gマークの加点対象です（後日、受講証が発行されます）。
※受講証を発行いたしますので、遅刻・途中退席などは認められません。

8.申込み・問い合わせ先
準備の都合がございますので、お手数ですが10月16日（火）までに巻末の参加申込書に
必要事項を記入して、県ト協 業務一課にFAXでお申し込み下さい。
（公社）福岡県トラック協会 業務一課
TEL 092-451-7845 FAX 092-451-7964
6
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ご案内 TRUCK PRIDE オータムフェア2018 開催のご案内

7
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ご案内 ウォーキング大会開催のご案内
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平成30年度 第1回運行管理者試験問題（貨物）
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
5.適切

問3

2.考慮
6.地位

3.誠実
7.尊重

4.権限
8.勧告

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。
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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。

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4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
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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。

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。

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。
（次の頁に続きます）
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福岡県輸送情報 No.1772 ● 平成30年9月14日発行

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。

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 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
B 1. 命ずる
C 1. 使用の制限
問12

2. 所有者
2. 勧告する
2. 経路の制限

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。

12

福岡県輸送情報 No.1772 ● 平成30年9月14日発行

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。

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。

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。
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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。

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。
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
5. 13時間

2. 5時間
6. 14時間
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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。

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カ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。

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カ月は、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。
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1.
2.
3.
4.
5.

1日の最大拘束時間
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
2週間を平均した1週間当たりの運転時間
2週間における法定休日に労働させる回数
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。
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。
（次の頁に続きます）
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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。

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車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。
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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。
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。
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。

（次の頁に続きます）
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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

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カ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。
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○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。
〈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
3. ア・ウ・キ・ク
5. イ・エ・オ・カ
7. ウ・エ・キ・ク

平成30年度

第1回運行管理者試験問題

2. ア・イ・カ・キ
4. ア・ウ・カ・ク
6. イ・エ・オ・キ
8. ウ・オ・カ・ク

正答表（貨物）
（平成30年8月26日実施）

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

問 24

3

A：5,B：8
C：1,D：4

2

ウ

2

適 2,3
不適 1,4

問 25

問 26

問 27

問 28

問 29

問 30

3,4

適 1,2
不適 3,4

適 2,3,4
不適 1

適 2,3,4
不適 1

ア：2, イ：1
ウ：1

2
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会 員 だ よ り

新規会員のご紹介

久保運輸（株）福岡営業所

松坂運輸（株）朝倉営業所

（福岡支部南福岡分会）
代表者

河本

（福岡支部南福岡分会）

浩

代表者

大野城市乙金2丁目16-33
TEL 092-558-0839
［事業の種類］一般貨物自動車運送事業
［車 両 数］普通5両

代表者

（株）美翔商会

（北九州支部八幡分会）

八田 浩充

福岡市東区多の津4丁目14-30 2号室
TEL 092-409-1618
［事業の種類］一般貨物自動車運送事業
［車 両 数］普通5両

淳

朝倉郡筑前町朝日626
TEL 092-926-4410
［事業の種類］一般貨物自動車運送事業
［車 両 数］普通8両、小型1両

（株）東京アルファライン 福岡営業所
（福岡支部東福岡分会）

岩重

代表者

占部

省吾

北九州市八幡西区馬場山東2丁目9-2
TEL 093-231-7117
［事業の種類］一般貨物自動車運送事業
［車 両 数］普通3両、小型2両

訃 報
謹んでご冥福をお祈りいたします
（有）明徳産業（福岡支部西福岡分会） 代表取締役 松本 明様（享年71歳）
平成30年9月2日（日）にご逝去されました。告別式は9月4日（火）
ベルコシティホール伊都（糸島市）にて執り行われました。
喪主は松本 美保子様（ご令室）

Schedule

行事日程

（9 月）

支部行事日程（9 月 14 日〜 9 月 27 日まで）

（9 月）

県ト協行事日程（9 月 14 日〜 9 月 27 日まで）

14日（金）福岡支部 ファミリーウォーク下見［10:30］
（海の中道海浜公園）
14日（金）福岡支部 ファミリーウォーク実行委員会［13:30］
（ザ・ルイガンズ福岡）
14日（金）福岡支部 労務委員会［14:30］
（ザ・ルイガンズ福岡）
14日（金）福青会 研修会［18:00］
（ホテルセントラーザ博多）
15日（土） 東福岡分会 安全運転講習会［15:00］（サンレイクかすや）
19日（水）福岡支部 運行管理者セミナー［13:30］
（402 会議室）
21日（金）東福岡分会 秋のバスキャンペーン［9:00］
（福岡倉庫（株）
）
21日（金） 福岡分会 秋のバスキャンペーン［10:00］（（株）アラト）
22日（土）西福岡分会 労務委員会［18:30］
（達揮）
25日（火） 粕屋分会 秋のバスキャンペーン［12:00］（八仙閣）
26日（水） 博多分会 秋のバスキャンペーン［9:50］（ハイアットリージェンシー福岡）
26日（水） 西福岡分会秋のバスキャンペーン［11:00］（五福）
27日（木）南福岡分会 秋のバスキャンペーン［10:00］
（P ポート甘木）
27日（木）北福岡分会秋のバスキャンペーン［11:00］
（はなあんず）

14日（金）総務会［13:30］
（301会議室）
17日
（月・祝） TRUCK PRIDE オータムフェア 2018［10:00］（博多駅賑わい広場）
19日（水） 青年協議会 役員会［15:30］（201 会議室）
19 日（水） 福岡県適正化事業評議委員会〔13:30〕（301 会議室）

19日（水） 社会科物流交流授業講師合同会議［17:30］（201 会議室）
21日（金）理事会［14:30］
（401会議室）
建材リース輸送部会役員会
〔13:30〕（203 会議室）
27日（木）
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平成30年版
（7月刊行）

自動車六法
定価 5,940円（税込）
発行・発売元

（株）
輸送文研社〈柏林書房〉
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-13-3（ユニコムビル）
TEL.03−3861−0291（代） FAX.03−3861−0295
ホームページ http://www.yuso-bunken.co.jp（お申し込みも出来ます）
●パンフレットの内容及び価格は、おことわりなく変更することがあります。

10 月 9 日 は

「トラックの日」
公益社団法人 福岡県トラック協会
TEL（092）451-7878（代表）
FAX（092）472-6439・
（092）451-7964
ホームページ http://www.hearty.or.jp/
総務局・総務部
総 務 課：092-451-7841
総務局・経理部
経 理 課：092-451-7844
事業局・業務部
業務一課・二課：
092-451-7845

福岡県適正化事業実施機関
（輸送相談窓口）
092-451-7846
千早分室
092-671-0338
（FAX：092-672-4778）

