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８ 異常気象時等における措置
１  法令の要点

■  異常気象時等における措置［運輸規則第20条］
１ ．旅客自動車運送事業者は、天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が

生ずるおそれがあるときは、事業用自動車の乗務員に対する必要な指示その他
輸送の安全のための措置を講じなければならない。

９ 過労運転の防止
１  法令の要点と○×式過去出題例

■  過労防止等［運輸規則第21条］
《勤務時間及び乗務時間》

勤務時間・乗務時間
の設定

１ ．旅客自動車運送事業者は、過労の防止を十分考慮して、国

土交通大臣が告示で定める基準（自動車運転者の労働時間等

の改善のための基準）に従って、事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させ
なければならない。

１�．旅客自動車運送事業者は、過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告
示で定める基準に従って、事業用自動車の運転者の勤務日数及び乗務距離を
定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。［30.8/29.8］×
２�．旅客自動車運送事業者は、過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告
示で定める基準に従って、事業用自動車の運転者の勤務日数及び乗務時間を
定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。［28.3］×

00_運行管理者試験旅客H3103版.indb   28 2018/10/09   13:39:36



第１章　道路運送法

32

■ 乗務距離の最高限度等［運輸規則第23条］
１ ．交通の状況を考慮して地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗

用旅客自動車運送事業者は、指定地域内にある営業所に属する運転者に、その収

受する運賃及び料金の総額が一定の基準に達し、又はこれを超えるように乗務を

強制してはならない。

１�．交通の状況を考慮して地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一
般乗用旅客自動車運送事業者は、指定地域内にある営業所に属する運転者に、
その収受する運賃及び料金の総額が一定の基準に達し、又はこれを超えるよ
うに乗務を強制してはならない。［30.8/29.3］○

２  過去出題問題
【１】旅客自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の過労防止等に関する旅
客自動車運送事業運輸規則についての次の記述のうち、正しいものを１つ選びな

さい。[30.8]

　１ ．事業者は、事業計画（路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者
にあっては、事業計画及び運行計画）の遂行に十分な数の事業用自動車の運

転者を常時選任しておかなければならない。この場合、事業者（個人タクシ

ー事業者を除く。）は、日日雇い入れられる者、３ヵ月以内の期間を定めて

使用される者及び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。）を当該運転者として選任してはならない。

　　２ ．事業者は、過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告示で定める基準
に従って、事業用自動車の運転者の勤務日数及び乗務距離を定め、当該運転

者にこれらを遵守させなければならない。

　　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 ．交通の状況を考慮して地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一
般乗用旅客自動車運送事業者は、指定地域内にある営業所に属する運転者

に、その収受する運賃及び料金の総額が一定の基準に達し、又はこれを超え

るように乗務を強制してはならない。

00_運行管理者試験旅客H3103版.indb   32 2018/10/09   13:39:37



37

【６】旅客自動車運送事業運輸規則に定める過労防止及び運転者の選任についての
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。[28.8改]

　１ ．旅客自動車運送事業者は、乗務員の（Ａ）の把握に努め、疾病、疲労、睡
眠不足その他の理由により（Ｂ）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てはならない。

　　２ ．旅客自動車運送事業者は、事業計画（路線定期運行を行う一般乗合旅客自
動車運送事業者にあっては、事業計画及び運行計画）の遂行に（Ｃ）事業用

自動車の運転者を常時選任しておかなければならない。

　　３ ．旅客自動車運送事業者（個人タクシー事業者を除く。）は、次の各号の一
に該当する者を常時選任しておかなければならない運転者その他事業用自動

車の運転者として選任してはならない。

　　　一　日日雇い入れられる者

　　　二　（Ｄ）以内の期間を定めて使用される者

　　　三 　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。）

１．乗務状況　　　　　　　　２ ．３ヵ月　　　　３．安全な
４．必要な資格を有する　　　５．継続して　　　６ ．十分な数の
７．健康状態　　　　　　　　８ ．２ヵ月

◆解答＆解説

【１】［解答　４］
１�．「３ヵ月以内の期間」⇒「２ヵ月以内の期間」。運輸規則第35条（運転者の選任）第
１項。⇒25P・運輸規則第36条（運転者として選任してはならない者）第１項各号。
⇒25P
２�．「運転者の勤務日数及び乗務距離」⇒「運転者の勤務時間及び乗務時間」。運輸規則第
21条（過労防止等）第１項。
３�．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るか否かを問わ
ず、酒気を帯びた状態であれば、事業用自動車に乗務させてはならない。運輸規則第
21条（過労防止等）第４項・「運輸規則の解釈及び運用」第21条（4）。
４．運輸規則第23条（乗務距離の最高限度等）第１項。
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覚えておこう －道路運送法編－
旅客自動車運送事業の種類
一般旅客自動車運送事業

①一般乗合旅客自動車運送事業
②一般貸切旅客自動車運送事業
③一般乗用旅客自動車運送事業

特定旅客自動車運送事業

事業者が行う手続き
許可 ※ 運送事業の経営（運行管理の体制を記載した書類を添付）

認可
運送約款の制定及び変更

事業計画の変更（自動車車庫の位置及び収容能力等）

届け出
（あらかじめ）

事業用自動車の数などの事業計画の変更

路線定期運行の運行計画（路線定期運行の乗合）

届け出
（遅滞なく） 営業所の名称などの軽微な事業計画の変更

届け出
（６ヵ月前） 路線の休止又は廃止（路線定期運行の乗合）

　※許可の取り消し等から５年を経過していない場合は不可。

過労運転の防止（事業者の業務）
過労の防止を考慮した勤務時間及び乗務時間の設定

睡眠又は休憩のための施設を整備・管理・保守

睡眠のための施設を勤務を終了する場所の付近に確保・管理・保守（営業所で勤
務を終了できない場合）

乗務の禁止①
酒気帯びの者※

疾病・疲労・睡眠不足により安全運転又は補助することがで
きない者

交替運転者の配置 夜間及び長距離運転（乗合・貸切）

乗務の禁止② 乗務距離の最高限度を超えて乗務させない

　※呼気中のアルコール濃度0.15mg/ℓ以上であるか否かを問わない。
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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～Ｇ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改/27．3改]

　　 　この法律は、道路運送車両に関し、（Ａ）についての（Ｂ）等を行い、並び
に（Ｃ）及び（Ｄ）その他の環境の保全並びに整備についての（Ｅ）を図り、

併せて自動車の（Ｆ）の健全な発達に資することにより、（Ｇ）ことを目的と

する。

　Ａ　１．所有権　　　　　　　　　　２．取得

　　Ｂ　１．公証　　　　　　　　　　　２．認証

　　Ｃ　１．耐久性の確保　　　　　　　２．安全性の確保

　　Ｄ　１．耐久性の確保　　　　　　　２．公害の防止

　　Ｅ　１．知識の向上　　　　　　　　２．技術の向上

　　Ｆ　１．運送事業　　　　　　　　　２．整備事業

　　Ｇ　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－１，Ｃ－２，Ｄ－２，Ｅ－２，Ｆ－２，Ｇ－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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覚えておこう －道路運送車両法・保安基準編－
道路運送車両法の目的（キーワード）

　所有権・安全性・公害の防止・環境の保全・技術の向上・公共の福祉

自動車の種別
　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

登録・検査関係①
《所有者が申請すること》

登録の種別 申請するとき 期限

変更登録 型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名、住所、
使用の本拠の位置などを変更するとき 15 日

移転登録 所有者を変更するとき（新所有者が行う） 15 日

永久抹消登録 自動車が滅失、解体、又は用途を廃止するとき 15 日

《使用者が手続きすること》
検査の種別 手続きするとき 期限

継続検査 自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用
しようとするとき －

自動車検車証の
記載事項の変更

自動車検査証の記載事項について変更があった
とき 15 日

《検査の種類》
　　新規・継続・臨時・構造等変更・予備

登録・検査関係②

自動車登録番号標 自動車の前面及び後面であって自動車登録番号の識別に支
障が生じないものとして告示で定める位置に表示する

検査標章 自動車検査証の有効期間の満了する時期が記載されている

自動車検査証
①自動車に備え付けておく
②�有効期間（旅客自動車運送事業用自動車）は初回も含め
１年間
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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 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに
類する工作物又は道路標示によって区画された道路の部分をい
う。

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。

⑥安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図
るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示
により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。

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。
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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。

【２】道路交通法に定める目的及び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。[28.8]

　１ ．路側帯とは、歩行者及び自転車の通行の用に供するため、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。

　　２ ．道路交通法の規定の適用については、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は、歩行者とする。

　　３．車両とは、自動車、原動機付自転車及びトロリーバスをいう。

　　４ ．道路交通法は、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。
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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　１，３］
１�．道交法第１条（道路交通法の目的）第１項。
２�．設問の内容は駐車。停車は、車両等が停止することで駐車以外のこと。道交法第２条
（定義）第１項⑱（駐車）・⑲（停車）。
３．道交法第２条（定義）第１項�（追越し）。
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）。

【４】［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）。
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覚えておこう －道路交通法編－
道路交通法による自動車の種類
①大型自動車 ②中型自動車 ③準中型自動車 ④普通自動車

⑤大型特殊自動車 ⑥大型自動二輪車 ⑦普通自動二輪車 ⑧小型特殊自動車

用語の定義（過去問題から抜粋）

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。

路側帯
歩行者の通行用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部分で、道路標
示によって区画されたもの。

車両通行帯 自動車が定められた部分を通行することが道路標示により示され
ている場合の道路の部分。

車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス。

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、身体障害者用の車いす等以外
のもの。

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。

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。

駐車
自動車が継続的に停止すること又は運転者が自動車から離れてす
ぐに運転できない状態で停止すること。ただし、人の乗り降りや
５分以内の荷下ろしなどは駐車にならない。

停車 車両等が停止することで駐車以外のこと。

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。

追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合で、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、前方に出ること。

進行妨害
自動車等が進行を継続又は始めた場合に、他の自動車等が危険を
防止するため速度又は方向を急に変更しなければならないときに、
進行を継続又は始めることで他の自動車等の進行を妨害すること。

安全地帯
路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図る
ため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示によ
り安全地帯であることが示されている道路の部分。
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第４章　労働基準法

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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第４章　労働基準法

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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第４章　労働基準法

◆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、
もちろん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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覚えておこう －労働基準法編－
用語と日数
平均賃金 ３ヵ月間の賃金の総額÷３ヵ月間の総日数

契約期間 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
を超える期間について締結してはならない

労働条件の明示 労働条件が事実と相違する場合においては、即時解除できる

解雇の予告 30日前に予告。しない場合は30日分以上の平均賃金を支払う

解雇制限 業務上の負傷、疾病療養休業期間＋30日間、産前産後休業期
間＋30日間は解雇してはならない

労働時間
１週間について40時間を超えてはならない
１週間の各日については、休憩時間を除き１日について８時
間を超えてはならない

休憩 労働時間６時間を超える⇒45分
労働時間８時間を超える⇒１時間

休日 週１回（４週間で４日以上休日がある場合を除く）

時間外 ･ 休日等
の割増賃金

通常賃金の２割５分以上５割以下。ただし、１ヵ月の延長労
働時間が60時間を超えた場合、その超えた時間に対しては通
常賃金の５割以上

有給休暇 ６ヵ月以上継続勤務､ ８割以上出勤⇒10労働日の有給休暇

就業規則 常時10人以上労働者を使用する場合、就業規則を作成

拘束時間と運転時間（過去問題からポイントを抜粋）
《乗用旅客運送事業者（タクシー）》

■１ヵ月の拘束時間

・�299時間（労使協定がある場合は322時間）を超えないこと

■１日の拘束時間

・13時間を超えないものとし、最大拘束時間16時間を超えないこと
・継続８時間以上の休息期間を与えること
〔車庫待ち等の運転者〕
・�拘束時間が18時間を超える場合は、夜間４時間以上の仮眠時間を与えること
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410

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。
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　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。
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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 ｢貸切バスの交代運転者の配

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≫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]

　(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23時10分

に出発し、Ｄ目的地に翌日の４時00分に到着する。その後、Ｄ目的地を13時55

分に出発し、Ａ地点に18時35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15分に乗務前点呼を受け、点呼後22時45分に営業所を出発する。Ａ地点

において乗客を乗せた後23時10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、20分と15分の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４時00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55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５分休息する。

　ウ ．13時00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30分に出
発する。Ｄ目的地において乗客を乗せた後13時55分にＡ地点に向け出発する。

往路と同じルートの高速道路等を運転し、途中10分ずつ２回の休憩を挟み、Ａ

地点には18時35分に帰着する。

　　 　乗客を降ろした後、19時00分に営業所に帰庫し、乗務後点呼の後、19時30
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　１，３］
１�．往路と復路で別々に点呼を行った場合、また、往路開始と復路開始の間に８時間の休
息期間が与えられている場合、拘束時間は別々として考える。
　�　往路の拘束時間は①22時15分～翌日４時55分（６時間40分）と、当日22時15分か
ら拘束時間が開始し、終了は24時間後の翌日22時15分までとなるため、翌日②13時
00分から19時30分（６時間30分）も往路の拘束時間に含まれる。したがって、往路の
拘束時間は13時間10分（６時間40分＋６時間30分）となる。復路の拘束時間は②13
時00分から19時30分までの６時間30分となる。したがって、１日についての拘束時間
は最大拘束時間を超えていない。

０時

22:15

12時

４：５５

０時

往路の24時間
復路の24時間

13:00
① ②

（拘束時間＝①＋②）
（拘束時間＝②）

19:30

２�．最初の旅客が乗車する時刻若しくは最後の旅客が降車する時刻が午前２時から午前４
時までの間にあるワンマン運行、又は当該時刻をまたぐワンマン運行であるため、往路
の運行は夜間ワンマン運行となり、復路は昼間ワンマン運行となる。

　《１日についての実車距離》
　�　１日の合計実車距離は、１人の運転者の１日の乗務が、夜間ワンマン運行又は昼間ワ
ンマン運行の一運行のみの場合には、それぞれの運行に係る一運行の実車距離の規定を
適用するが、２つ以上の運行に乗務する場合には、１日の合計実車距離は原則600km
までとなる。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、Ａ地点～D目的地間の往路295km（20km＋80km＋100km＋80km
＋15km）と復路295km（15km＋80km＋100km＋80km＋20km）の合計590kmが
実車距離となる。
　�　したがって、１日ついての実車距離は590kmとなり、配置基準に定める限度（600km）
を超えていない。

　《１日についての運転時間》
　�　１日の運転時間は、運行計画上、原則９時間までとする。また、１日とは、始業から
起算して24時間をいうため、１日の運転時間は、往路と復路の合計になる。
　　設問の運行の計画による運転時間は以下の通りとなる。
　　往路：�４時間30分（10分＋30分＋１時間＋１時間10分＋１時間＋30分＋10分）。
　　復路：�４時間40分（10分＋30分＋１時間＋１時間20分＋１時間＋30分＋10分）。
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覚えておこう －実務上の知識及び能力編－
運転者の健康管理

定期健康診断

１年以内毎に１回（ただし、深夜業務に常時従事する者は６ヵ月毎に１回）

睡眠時無呼吸症候群

・狭心症、心筋梗塞等の合併症を引き起こすおそれがある
⇒スクリーニング検査等を行い、早期治療を受けさせる

アルコール依存症

・回復しても再び依存症に陥るケースが多い
⇒飲酒に関する指導を行う

交通事故等緊急時の措置

交通事故を起こした場合の措置

①�事故の続発防止のため、安全な場所に自動車を止め、エンジンを切る
②�負傷者等がいる場合、救急車の出動要請をし、救急車の到着まで応急処置
を行う
③警察署に事故発生の報告をし、指示を受ける
④�報告した警察官から事故現場を離れないよう指示があった場合は、事故現
場を離れてはならない

 踏切内で自動車が故障し動かなくなったときの措置

①�直ちに列車の運転士などに知らせ、自動車を踏切の外に移動することに努
める
②運転士に知らせる方法
　◎�警報機が備えられている踏切では、踏切支障報知装置（踏切非常ボタン）
を活用する

　◎�踏切支障報知装置が備えられていない踏切では、非常信号用具等を使用
して、踏切内に自動車があることを知らせる

 自動車の運転中に大地震が発生した場合の措置

①できるだけ安全な方法により道路の左側に自動車を停止させる
②�自動車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておく
やむを得ず道路上に自動車を置いて避難するときは、
　◎道路の左側に寄せて駐車
　◎エンジンを止め、エンジンキーは付けたままにする
　◎窓を閉め、ドアはロックしない
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