
受　験
番　号

申請者名（法人名）

受験者の氏名

　
　　

Ⅰ．

（　　　）

（　　　）

（　　　）

問題２

【道路交通法】（車両等の使用者の義務）
　車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当
該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運
行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定す
る車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。

問題３

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（整備管理者の研修）
　貨物自動車運送事業者は、道路運送車両法第五十条第一項の規定により選任し
た整備管理者であって、最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過し
た者について、地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。

【貨物自動車運送事業法】（事業計画）
　国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が事業計画に違反していると認め
るときは、当該運行管理者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずる
ことができる。

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請等に係る法令試験問題

　次の問題の文章で正しいものに○を、誤っているものに×を（　）内に記入し
なさい。

問題１

令和２年１１月

 （注意事項）
　　１．設問の文中において、法令等抜粋している設問の中には文言を一部省略し
　　　　ているものもあります。
　　２．各設問の語句の定義については、各法令の定めによります。
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（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

問題８

【労働基準法】（賃金の支払）
　賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただ
し、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃
金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合において
は、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業
場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過
半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面によ
る協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

問題９

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（乗務等の記録）
　一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、
当該乗務を行った自動車ごとに決められた事項を記録し、かつ、その記録を一年
間保存しなければならない。

【貨物自動車運送事業法】（定義）
　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。
　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
を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

問題４

【貨物自動車運送事業法】（安全管理規程等）
　全ての一般貨物自動車運送事業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定
めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しよう
とするときも、同様とする。
　一般貨物自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。安
全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところによ
り、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。

問題５

【道路運送車両法】（定義）
　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つて、道路運送車両法に規定する
原動機付自転車以外のものをいう。

問題６

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（過労運転の防止）
　貨物自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠
不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないお
それがある乗務員を事業用自動車に乗務させなければならない。

問題７
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（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

問題１４

【貨物自動車運送事業法】（許可の申請）
　一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者は、氏名又は名称及び住所
並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所を記載した申請書を国土交通
大臣に提出しなければならない。

問題１５

【労働基準法】（労働条件の原則）
　この法律で定める労働条件の基準は標準のものであるから、労働関係の当事者
は、この基準を理由として労働条件を原則として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。

【下請代金支払遅延等防止法】（書面の交付等）
　親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委
員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期
日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければなら
ない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理
由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業
者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事
業者に交付しなければならない。

問題１０

【貨物自動車運送事業法】
　国土交通大臣は、貨物自動車運送事業法の規定により事業用自動車の使用の停
止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自
動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車
登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交
通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。

問題１１

【労働安全衛生法】（事業者等の責務）
　事業者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関
係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければなら
ない。

問題１２

【貨物自動車運送事業法】（運送約款）
　一般貨物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。
　国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合（これを変更して公示した
場合を含む。）において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の
運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変
更したときは、その運送約款については、認可を受けたものとみなす。

問題１３
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（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

【貨物自動車運送事業法】（公衆の利便を阻害する行為の禁止等）
　一般貨物自動車運送事業者は、特定の荷主に対し、不当な差別的取扱いをして
はならない。国土交通大臣は、この規定する行為があるときは、事業者に対し、
当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

問題１６

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（乗務等の記録）
　一般貨物自動車運送事業者等は、貨物自動車運送事業安全規則の規定により記
録すべき事項について、運転者ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保
安基準（昭和二十六年運輸省令第六十七号）第四十八条の二第二項の規定に適合
する運行記録計及び点呼記録簿（以下「運行記録計等」という。）により記録す
ることができる。この場合において、当該一般貨物自動車運送事業者等は、当該
記録すべき事項のうち運行記録計等により記録された事項以外の事項を運転者ご
とに運行記録計等による記録に付記させなければならない。

問題１７

【貨物自動車運送事業報告規則】（運賃及び料金の届出）
　一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送
事業者は、運賃及び料金を定め又は変更するときは、運賃及び料金の設定又は変
更前三十日以内に、貨物自動車運送事業報告規則第二条の二各号に掲げる事項を
記載した運賃料金設定（変更）届出書を、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物
自動車運送事業に係るものにあっては所轄地方運輸局長（特別積合せ貨物運送に
係る運賃及び料金であって、届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄
区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計（運行系統が重複す
る部分に係る距離を除く。）が百キロメートル以上である場合にあっては国土交
通大臣）に、貨物軽自動車運送事業に係るものにあってはその主たる事務所の所
在地を管轄する運輸管理部長又は運輸支局長に、それぞれ提出しなければならな
い。

問題１８

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行管理者の講習）
　一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、
死者若しくは重傷者が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する
営業所又は貨物自動車運送事業法第三十三条の規定による処分（輸送の安全に係
るものを除く。）の原因となった違反行為が行われた営業所において選任してい
る運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であって貨物自動車運送事業輸
送安全規則の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければな
らない。

問題１９
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（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

【貨物自動車運送事業法】（荷主の責務）
　荷主は、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守し
て事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

問題２０

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行管理者の業務）
　運行管理者の業務の範囲は国土交通省令で定められているが、貨物自動車運送
事業法の規定により選任された安全統括管理者に対する指導及び監督を行うこと
は、当該省令で定められた運行管理者の業務の範囲に含まれない。

問題２１

【道路運送車両法】（整備管理者）
　自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事
項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とする
と認められる車両総重量八トン以上又は最大積載量が五トン以上の自動車その他
の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの
使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国
土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなけ
ればならない。

問題２２

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運転者）
　貨物自動車運送事業者の運転者は、事業用自動車の乗務について、法令で定め
られる事項を遵守しなければならないが、第９条に規定する運行記録計を管理
し、及びその記録を保存することは運転者の業務に含まれない。

問題２３

【道路交通法】（乗車又は積載の方法）
　車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、
後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示
器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができない
こととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転しなければならない。

問題２４

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行記録計による記録）
　一般貨物自動車運送事業者等は車両総重量が七トン以上かつ最大積載量が四ト
ン以上の普通自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業
者用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計に記録し、かつ、そ
の記録を一年間保存しなければならない。

問題２５
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Ⅱ．　次の問題の文書の指示に従って設問に答えなさい。

（　　　）

（　　　）

（　　　）

問題２６

【貨物自動車運送事業法施行規則】（届出）
　貨物自動車運送事業者等は法令に定める事項に該当することとなった場合には、その
旨を該当する国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なけ
ればならないが、以下の内容において誤っているものはどれか。①から③より選び、（
）内にその番号を記入しなさい。

　　　①　休止していた一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業
　　　　 を再開した場合
　　　②　一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の氏名、
　　　　 名称又は住所に変更があった場合
　　　③　事業用自動車の運行の管理その他国土交通省令で定める一般貨物自
　　　　 動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託を
　　　　 する場合

問題２７

【自動車事故報告規則】（定義）
　事業者が、届出しなければならない重大な事故として自動車事故報告規則に定
められている事項について、明らかに正しいとはいえない事項を①から③より１
つ選び、（　）内にその番号を記入しなさい。

　　　①　死者又は重傷者を生じたもの
　　　②　荷物をき損・破損させたもの
　　　③　自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若
　　　　しくは接触したもの

問題２８

【貨物自動車運送事業法施行規則】（運送約款の記載事項）
　運送約款に記載しなければならない事項について誤っているものはどれか。①
から③より選び、（ ）内にその番号を記入しなさい。

　　　①貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
　　　②積込み及び取卸しに関する事項
　　　③営業所、自動車車庫、休憩睡眠施設に関する事項
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（　　　）

（　　　）

問題２９

【道路運送車両法】（定期点検整備）
　自動車の使用者は、この法律で掲げる自動車について、それぞれ法律で定められる期
間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の
基準により自動車を点検しなければならないこととなっているが、法律で定められる自
動車と期間の内容について、誤っている事項を①から③より１つ選び、（　）内にその
番号を記入しなさい。

　　①　自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量八トン以上の自家
　　　用自動車その他国土交通省令で定める自家用自動車　三月
　　②　道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供
　　　する自家用自動車、同法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸
　　　し渡す自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車　一月
　　③　上記①、②に掲げる自動車以外の自動車　一年

問題３０

【貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業施行規則】（事業計画）
　事業計画の変更を行う場合に、貨物自動車運送事業法及び貨物自動車運送事業
法施行規則で定める認可となる事項はどれか。①から③より選び、（　）内にそ
の番号を記入しなさい。

　　　①　営業所の名称
　　　②　自動車車庫の収容能力
　　　③　各営業所に配置する運行車の数の変更
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受　験
番　号

申請者名（法人名）

受験者の氏名

　

　　

Ⅰ．

【貨物自動車運送事業法】 （ × ）

第８条第２項 誤：運行管理者に対し

【道路交通法】 （ ○ ）

第７４条第１項

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 （ × ）

第３条の４ 誤：年度の末日

問題１

問題２

問題３

　次の問題の文章で正しいものに○を、誤っているものに×を（　）内に記入
しなさい。

【貨物自動車運送事業法】（事業計画）
　国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が事業計画に違反していると認め
るときは、当該運行管理者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずる
ことができる。

【道路交通法】（車両等の使用者の義務）
　車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当
該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運
行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定す
る車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（整備管理者の研修）
　貨物自動車運送事業者は、道路運送車両法第五十条第一項の規定により選任し
た整備管理者であって、最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過し
た者について、地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。

試験日：令和２年１１月

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請等に係る法令試験問題

 （注意事項）
　　１．設問の文中において、法令等抜粋している設問の中には文言を一部省略
　　　　しているものもあります。
　　２．各設問の語句の定義については、各法令の定めによります。
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【貨物自動車運送事業法】 （ × ）

第１６条

【道路運送車両法】 （ ○ ）

第２条

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 （ × ）

第３条第６項

【貨物自動車運送事業法】 （ × ）

【労働基準法】 （ ○ ）

第２４条

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 （ × ）

【労働基準法】（賃金の支払）
　賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただ
し、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃
金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合において
は、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業
場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過
半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面によ
る協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（乗務等の記録）
　一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、
当該乗務を行った自動車ごとに決められた事項を記録し、かつ、その記録を一年
間保存しなければならない。

問題８

【貨物自動車運送事業法】（安全管理規程等）
　全ての一般貨物自動車運送事業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定
めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しよう
とするときも、同様とする。
　一般貨物自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。安
全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところによ
り、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。

【道路運送車両法】（定義）
　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つて、道路運送車両法に規定する
原動機付自転車以外のものをいう。

誤：全ての

問題５

誤：乗務させなければならない。

第２条第１項、第３条、第３５条第１項、第３６条第１項 誤：貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は許可を受けなければならない。

問題６

問題７

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（過労運転の防止）
　貨物自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠
不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないお
それがある乗務員を事業用自動車に乗務させなければならない。

【貨物自動車運送事業法】（定義）
　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。
　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
を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

問題９

誤：自動車ごと第８条第１項

問題４
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【貨物自動車運送事業法】 （ ○ ）

第３４条

【労働安全衛生法】 （ × ）

第４条 誤：事業者は、・・・

【貨物自動車運送事業法】 （ ○ ）

第１０条第1項、第３項

【下請代金支払遅延等防止法】 （ ○ ）

第３条

【貨物自動車運送事業法】 （ × ）

第４条

【労働基準法】 （ × ）

【労働安全衛生法】（事業者等の責務）
　事業者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関
係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければなら
ない。

【貨物自動車運送事業法】（運送約款）
　一般貨物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。
　国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合（これを変更して公示した
場合を含む。）において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の
運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変
更したときは、その運送約款については、認可を受けたものとみなす。

【下請代金支払遅延等防止法】（書面の交付等）
　親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委
員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期
日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければなら
ない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理
由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業
者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事
業者に交付しなければならない。

問題１２

【貨物自動車運送事業法】
　国土交通大臣は、貨物自動車運送事業法の規定により事業用自動車の使用の停
止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自
動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車
登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交
通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。

問題１４

問題１５

第１条第２項 誤：標準のもの

【貨物自動車運送事業法】（許可の申請）
　一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者は、氏名又は名称及び住所
並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所を記載した申請書を国土交通
大臣に提出しなければならない。

【労働基準法】（労働条件の原則）
　この法律で定める労働条件の基準は標準のものであるから、労働関係の当事者
は、この基準を理由として労働条件を原則として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。

誤：（代表者の）及び住所

問題１３

問題１０

問題１１
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【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 （ × ）

第８条第２項

【貨物自動車運送事業報告規則】 （ × ）

第２条の２

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 （ × ）

第２３条 誤：輸送の安全に係るものを除く。

【貨物自動車運送事業法】 （ ○ ）

第２５条第３、４項

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行管理者の講習）
　一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、
死者若しくは重傷者が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する
営業所又は貨物自動車運送事業法第三十三条の規定による処分（輸送の安全に係
るものを除く。）の原因となった違反行為が行われた営業所において選任してい
る運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であって貨物自動車運送事業輸
送安全規則の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければな
らない。

【貨物自動車運送事業法】（公衆の利便を阻害する行為の禁止等）
　一般貨物自動車運送事業者は、特定の荷主に対し、不当な差別的取扱いをして
はならない。国土交通大臣は、この規定する行為があるときは、事業者に対し、
当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

問題１９

問題１６

問題１７

問題１８

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（乗務等の記録）
　一般貨物自動車運送事業者等は、貨物自動車運送事業安全規則の規定により記
録すべき事項について、運転者ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保
安基準（昭和二十六年運輸省令第六十七号）第四十八条の二第二項の規定に適合
する運行記録計及び点呼記録簿（以下「運行記録計等」という。）により記録す
ることができる。この場合において、当該一般貨物自動車運送事業者等は、当該
記録すべき事項のうち運行記録計等により記録された事項以外の事項を運転者ご
とに運行記録計等による記録に付記させなければならない。

【貨物自動車運送事業報告規則】（運賃及び料金の届出）
　一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送
事業者は、運賃及び料金を定め又は変更するときは、運賃及び料金の設定又は変
更前三十日以内に、貨物自動車運送事業報告規則第二条の二各号に掲げる事項を
記載した運賃料金設定（変更）届出書を、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物
自動車運送事業に係るものにあっては所轄地方運輸局長（特別積合せ貨物運送に
係る運賃及び料金であって、届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄
区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計（運行系統が重複す
る部分に係る距離を除く。）が百キロメートル以上である場合にあっては国土交
通大臣）に、貨物軽自動車運送事業に係るものにあってはその主たる事務所の所
在地を管轄する運輸管理部長又は運輸支局長に、それぞれ提出しなければならな
い。

誤：・・・及び点呼記録簿（以下「運行記録計等」という。）により

誤：変更前三十日以内
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【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 （ ○ ）

第２０条

【道路運送車両法】 （ × ）

第５０条第１項

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 （ ○ ）

第１７条

【道路交通法】 （ × ）

第５５条第２項

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 （ × ）

第９条

【貨物自動車運送事業法】 （ ○ ）

第６３条の２

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運転者）
　貨物自動車運送事業者の運転者は、事業用自動車の乗務について、法令で定め
られる事項を遵守しなければならないが、第９条に規定する運行記録計を管理
し、及びその記録を保存することは運転者の業務に含まれない。

【道路交通法】（乗車又は積載の方法）
　車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、
後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示
器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができない
こととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転しなければならない。

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行記録計による記録）
　一般貨物自動車運送事業者等は車両総重量が七トン以上かつ最大積載量が四ト
ン以上の普通自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業
者用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計に記録し、かつ、そ
の記録を一年間保存しなければならない。

【貨物自動車運送事業法】（荷主の責務）
　荷主は、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守し
て事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

誤：運転しなければならない。

問題２３

誤：又は最大積載量が五トン以上

問題２０

問題２１

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行管理者の業務）
　運行管理者の業務の範囲は国土交通省令で定められているが、貨物自動車運送
事業法の規定により選任された安全統括管理者に対する指導及び監督を行うこと
は、当該省令で定められた運行管理者の業務の範囲に含まれない。

問題２２

問題２４

誤：七トン以上かつ・・・

問題２５

【道路運送車両法】（整備管理者）
　自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事
項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とする
と認められる車両総重量八トン以上又は最大積載量が五トン以上の自動車その他
の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの
使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国
土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなけ
ればならない。
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Ⅱ．　次の問題の文書の指示に従って設問に答えなさい。

【貨物自動車運送事業法施行規則】 （ ③ ）

第４４条

（ ② ）

【自動車事故報告規則】

第２条

【貨物自動車運送事業法施行規則】 （ ③ ）

第１１条

【貨物自動車運送事業法施行規則】（届出）
　貨物自動車運送事業者等は法令に定める事項に該当することとなった場合に
は、その旨を該当する国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局
長に届け出なければならないが、以下の内容において誤っているものはどれか。
①から③より選び、（　）内にその番号を記入しなさい。

　　　①　休止していた一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業
　　　　 を再開した場合
　　　②　一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の氏名、
　　　　 名称又は住所に変更があった場合
　　　③　事業用自動車の運行の管理その他国土交通省令で定める一般貨物自
　　　　 動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託を
　　　　 する場合

問題２８

問題２７

【自動車事故報告規則】（定義）
　事業者が、届出しなければならない重大な事故として自動車事故報告規則に定
められている事項について、明らかに正しいとはいえない事項を①から③より１
つ選び、（　）内にその番号を記入しなさい。

　　　①　死者又は重傷者を生じたもの
　　　②　荷物をき損・破損させたもの
　　　③　自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若
　　　　しくは接触したもの

【貨物自動車運送事業法施行規則】（運送約款の記載事項）
　運送約款に記載しなければならない事項について誤っているものはどれか。①
から③より選び、（ ）内にその番号を記入しなさい。

　　　①貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
　　　②積込み及び取卸しに関する事項
　　　③営業所、自動車車庫、休憩睡眠施設に関する事項

問題２６
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【道路運送車両法】 （ ② ）

第４８条

（ ② ）

【貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業法施行規則】

第９条第１項、第２条

【貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業施行規則】（事業計画）
　事業計画の変更を行う場合に、貨物自動車運送事業法及び貨物自動車運送事業
法施行規則で定める認可となる事項はどれか。①から③より選び、（　）内にそ
の番号を記入しなさい。

　　　①　営業所の名称
　　　②　自動車車庫の収容能力
　　　③　各営業所に配置する運行車の数の変更

問題２９

問題３０

【道路運送車両法】（定期点検整備）
　自動車の使用者は、この法律で掲げる自動車について、それぞれ法律で定められる期間
ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準
により自動車を点検しなければならないこととなっているが、法律で定められる自動車と
期間の内容について、誤っている事項を①から③より１つ選び、（　）内にその番号を記
入しなさい。

　　①　自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量八トン以上の自家
　　　用自動車その他国土交通省令で定める自家用自動車　三月
　　②　道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供
　　　する自家用自動車、同法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸
　　　し渡す自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車　一月
　　③　上記①、②に掲げる自動車以外の自動車　一年
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運送業許可サポートセンター（Ican行政書士事務所）の 

法令試験対策のご案内 

 

① 法令試験「必勝セット」 

 

〇ご自身で自由な時間に学習できる、「最強の自習用テキスト」です。 

（内容） 

・テキスト（重要知識+過去問分析集）８５P 

・過去問 1年分（6回分） 

・条文集（試験会場で配布されるものと同じです） 

 【見本】（内容の一部をご覧頂けます）←クリックしてください 

https://unso.ican-office.com/wp-content/uploads/2021/05/20210508必勝テキスト＆過去問分析集（見本１０p）-1.pdf
https://ican.thebase.in/items/44529010
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〇価格――1万円（税別）※PDFデータでの販売です。 

 

 

※銀行振り込み等、クレジット以外でのお支払いをご希望の方は、070-1389-0777にお電話いただくか、

下記の申し込み用紙に必要事項をご記入頂き、048-278-4782までファクスしてください。 

↓ 

法令試験「必勝セット」銀行振込・購入申込書のダウンロード 

※「必勝セット」は原則、全て PDF データでお渡しいたします。 

 

② 法令試験動画セミナー  

 

https://unso.ican-office.com/wp-content/uploads/2021/05/法令試験「必勝セット」銀行振込・購入申込書-1.pdf
https://ican.thebase.in/items/44529010
https://ican.thebase.in/items/44822016
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YouTube でも動画を絶賛配信中！ 

 

〇合格率９５％の人気動画セミナー！【合格保証付】です。 

（内容） 

・テキスト（重要知識+過去問分析集）８５P 

・過去問 1年分（6回分） 

・条文集（試験会場で配布されるものと同じです） 

・5時間の講義動画（PC、スマホ、タブレットからご覧頂けます） 

・講師による電話サポート 

・【合格保証付】 

<受講料> 

３万円+消費税 

<合格保証制度> 

万が一、2 回受験されても不合格だった場合、受講料を全額返金します。 

https://youtu.be/6XoPxFZcalI
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<ご購入方法> 

下記のご購入ボタンを押して頂き、クレジットカードで決済下さい。 

ご決済後、即時に PDFで商品データを入手いただけます。 

 

※銀行振り込み等、クレジット以外でのお支払いをご希望の方は、070-1389-0777にお電話いただくか、

下記の申し込み用紙に必要事項をご記入頂き、048-278-4782までファクスしてください。 

↓ 

法令試験「必勝セット」銀行振込・購入申込書のダウンロード 

※「必勝セット」は原則、全て PDF データでお渡しいたします。 

  

メール：ican.office7@gmail.com 

ファクス：048-278-4782 

携帯電話 070-1389-0777 

お問い合わせはこちら 

https://unso.ican-office.com/wp-content/uploads/2021/05/法令試験動画セミナー銀行振込・購入申込書.pdf
https://ws.formzu.net/fgen/S29404780/
https://ican.thebase.in/items/44822016

