
平成２４年度国内旅行業務取扱管理者試験 解答と解説 

 

① 旅行業法 

 １＝イ 

 ２＝エ 旅行業とは、旅行者のために、または、運送サービスを提供する者あるいは宿泊サービスを 

    提供する者のために行為を行うものであり、旅行業を営む者のための行為は、旅行業に該当し 

    ない。また、旅行業者代理業は旅行業者（所属旅行業者）を代理するものであるが、旅券の受 

    給のための行政庁等への手続きの代行をするものではなく、旅行者との旅行契約について代理 

    して行うものである。よって、誤り。 

 ３＝ウ 

     a 第１種旅行業の登録申請は、その募集型企画旅行の目的地が国内のみに限定する場合で 

       あっても、観光庁長官に対して行う。よって、誤り。 

     ｂ 旅行業法第４条第１項第５号により、正しい。 

     ｃ 旅行業法第６条の３第３項により、正しい。 

     ｄ 業務の範囲の別に関係なく、登録の有効期間は登録の日から５年間である。よって、誤 

       り。 

 ４＝ア 本肢は、第 1種旅行業者であって、国内旅行業務取扱管理者を選任した営業所においては、 

    旅行の目的地を本邦外とした募集型企画旅行以外の旅行、例えば、海外の受注型企画旅行や海 

    外の手配旅行を実施できるという意味であり、誤り。 

     イ 第２種旅行業者であって、国内旅行業務取扱管理者を選任した営業所においては、国内 

       の募集型企画旅行および国内の受注型企画旅行を実施することができる。よって、正し 

       い。 

     ウ 本肢の第３種旅行業者は、総合旅行業務取扱管理者が選任されており、自らの旅行業務 

       として（他の旅行業者を代理してということではなく）、渡航手続き代行契約を旅行者 

       と締結することができる。よって、正しい。 

 ５＝イ 本肢は、旅行業の登録の取消の日から５年が経過しておらず、登録の拒否に該当する。 

 ６＝エ 

     ａ 本肢は海外の募集型企画旅行を実施できるように変更登録をするものであり、すなわち、 

       第 1種旅行業への変更登録であり、観光庁長官へ変更登録申請を行う。登録事項の変更 

       の届け出という手続きは誤り。 

     ｂ 旅行業者代理業者が第２種旅行業を営もうとする場合、新たに旅行業の登録申請をしな 

       ければならない。変更登録申請は誤り。 

 ７＝イ 本肢中の「登録の通知を受けた日から 30日以内に…」は誤り。「登録の通知を受けた日から 

    14日以内に…」が正しい。 

 ８＝ウ  

     ア 本肢の営業所では、その１人の者が旅行業務取扱管理者として選任されなければならな 

       い。他の旅行業務取扱管理者がこの営業所の旅行業務取扱管理者を兼務することはでき 

       ない。よって、誤り。 
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     イ 本邦内のみの旅行を取り扱う営業所においては、国内旅行業務取扱管理者試験に合格し 

       た者または総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者を選任することができる。よって、 

       誤り。 

     エ 本肢は登録の拒否に該当する。登録の拒否に該当する者を旅行業務取扱管理者として選 

       任することはできない。よって、誤り。 

 ９＝エ 

 10＝イ 旅行業者代理業者は、その所属旅行業者定めた旅行業務の取扱料金を用いなければならない。 

    旅行業者代理業者はいかなるものであっても旅行業務取扱料金を定めることができない。 

 11＝ア 旅行業約款は、旅行業者と旅行者との取引にかかるものであり、旅行に関するサービスを提 

    供する者（運送・宿泊業者等）との取引に関するものではない。よって、誤り。 

 12＝エ 

     ア 本肢の場合、取引条件の説明は必要であるが、取引条件の説明のための書面の交付は要 

       しない。よって、誤り。 

     イ 旅行相談契約に関しては、取引条件の説明および取引条件の説明所ための書面の交付が 

       必要。よって、誤り。 

     ウ 企画旅行契約においては、旅行業務取扱料金は存在しない。よって、企画旅行に関して 

       は旅行業務取扱料金は取引条件の説明事項として定められていない。誤り。 

 13＝エ 

 14＝ウ 旅行業者代理業者の外務員の証明書は、国土交通省令で定める様式により、その旅行業者代 

    理業者が発行する。その所属旅行業者が発行するは、誤り。 

 15＝イ 

     ｃ 本肢は、取引条件の説明事項、取引条件の説明のための書面への記載事項、旅行契約が 

       成立した際に交付する書面への記載事項には該当するが、広告の表示事項には該当しな 

       い。よって、誤り。 

 16＝エ 

     ア 標識へは、代表者の氏名の記載は不要。よって、誤り。 

     イ 標識には、選任された旅行業務取扱管理者の氏名は記載するが、旅程管理業務を行う主 

       任の者の氏名の記載は不要。よって、誤り。 

     ウ 地の色が白色の標識を掲示している営業所においては国内旅行業務取扱管理者のみが 

       選任されており、国内旅行業務のみを取り扱う。海外旅行・国内旅行を取り扱う営業所 

       においては地の色が青色の標識を掲示する。よって、誤り。 

 17＝ウ 

     ｂ 本邦内の企画旅行であれば本肢の文章は正しいが、本邦外の企画旅行については、旅行 

       地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続きの 

       実施その他の措置を講じなければならない。よって、誤り。 

 18＝エ 

 19＝ア 

     ｃ 旅行業者等は、その名義を他人に旅行業または旅行業者代理業のために利用させてはな 

       らない。（旅行業法第 14条）よって、誤り。 
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     ｄ 旅行業者等は、営業の貸し渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、旅行業ま 

       たは旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。（旅行業法第 14条） 

       よって、誤り。 

 20＝エ 本肢の場合、受託営業所となる旅行業者代理業者の全ての営業所を受託契約において定めて 

    おかなければならない。よって、「主たる営業所のみを定めておけば足りる」は、誤り。 

 21＝ウ 

     ア 所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損賠を賠償する責 

       に任ずる。ただし、所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意を 

       し、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防 

       止につとめたときは、この限りではない。（旅行業法 14条の３第５項）よって、「相当 

       の注意を払えば、旅行者に加えた損害を賠償する責任を免れる」は、誤り。 

     イ 旅行業者代理業者は、その所属旅行業者の承諾の有無に関係なく、その行う業務が旅行 

       業であると誤認させるような広告をしてはならない。よって、誤り。 

     エ 旅行業者代理業者は、旅行者との旅行業務に関する取引において、所属旅行業者の氏名 

       または名称および旅行業者代理業者であることを取引の相手方に説明しなければなら 

       ない。よって、誤り。 

 22＝エ 本肢中の「認証」は、旅行業協会が行う。「登録行政庁の認証」は、誤り。 

 23＝エ 

     ａ 登録行政庁は、旅行業者に対し、旅行業務取扱料金を変更するよう命令することができ 

       る。よって、誤り。 

     ｂ 登録行政庁は、旅行業者に対し、旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担 

       保することができる保険契約を締結することを命令することができる。本肢中の「旅行 

       に関するサービスを提供する者に生じた損害を賠償するために…」は、誤り。 

 24＝エ 

     ア 業務停止命令は、旅行業者等の業務の全部または一部の停止を命ずることができる。よ 

       って、誤り。 

     イ 本肢の場合、登録の拒否または更新登録の拒否に該当するが、登録の取消し等（業務改 

       善命令を含む）には該当しない。よって、誤り。 

     ウ 本肢中の「６箇月以内に事業を開始せず、または、６箇月以上事業を行っていないと認 

       めるときは…」は、誤り。「１年以内に事業を開始せず、または、1年以上事業を行って 

       いないと認めるときは…」が正しい。 

 25＝ウ 

     ａ 弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有するのは旅行者であり、旅行サービスを提供 

       する者は弁済業務保証金からの弁済を受ける権利を有しない。よって、誤り。 

     ｄ 本肢の立ち入り検査等を行うことができるのは登録行政庁である。旅行業協会ではない。 

       よって、誤り。 
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② 約款 

１． 

 １＝エ 旅行業者は、募集型企画旅行の履行にあたって、他の旅行業者または手配を業として行う者、 

    その他の補助者に、手配の全部または一部を代行させることができる。よって、誤り。 

 ２＝エ 

     ア 業務上の都合は、契約締結の拒否に該当する。よって、誤り。 

     イ 申込金は、旅行代金または取消料、違約料の一部として取り扱う。変更手続料金は手配 

       旅行にかかるものであり、企画旅行には存在しない。よって、誤り。 

     ウ 本肢は、未だ旅行契約が成立しておらず、違約料または取消料を収受することはできな 

       い。よって、誤り。 

 ３＝ア 

     イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって７日目に当たる日以降に申し込みがあっ 

       た場合、旅行開始日までの契約書面に定める日までに確定書面を交付する。「旅行開始 

       日の前日までの…」は、誤り。 

     ウ 本肢の場合、あらかじめ旅行者の承諾を得なければならない。よって、誤り。 

     エ 確定された旅行日程、運送もしくは宿泊機関の名称をすべて記載できる場合は契約書面 

       のみの交付で、確定書面の交付は不要。よって、誤り。 

 ４＝ア 

     ｃ 本肢のカード利用日は、申込金については旅行契約成立の日とし、申込金を除く旅行代 

       金については旅行開始日以降の契約書面に記載する日とする。よって、「旅行開始日の 

       前日以降」は誤り。 

 ５＝ア 本肢は、オーバーブッキングが原因となった旅行契約の内容の変更であり、これに伴う旅行 

    代金の増額はできない。よって、誤り。 

 ６＝エ 

     選択肢ア、イ、ウのいずれも旅行者の任意の旅行契約解除とみなされ、旅行業者は取消料を 

     収受することができる。 

 ７＝イ 旅行者が旅行契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき、旅行業者は旅行者 

    に理由を説明して旅行契約を解除することができる。旅行者の承諾を得ることを要しない。よ 

    って、誤り。 

     ア 本肢の場合、いつまでに旅行契約を解除するという規定はない。よって、旅行開始日の 

       前日の旅行契約解除であってもよい。よって、正しい。 

 ８＝イ 本肢の場合、旅行者に理由を説明して、旅行契約を解除することができる。よって、旅行者 

    の承諾を得ることは不要。誤り。 

 ９＝ア 本肢の場合（旅行業者の解除権―旅行開始後の解除）、旅行者が未だ提供を受けていない部 

    分にかかる旅行代金から取消料、違約料、その他の名目の費用を差し引いて残りを払い戻す。 

    よって、誤り。 

     イ 旅行開始前の契約解除にかかる払い戻しは、旅行契約解除の翌日から起算して７日以内 

       に払い戻しを行う。よって、正しい。 
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     ウ 旅行開始後の契約解除にかかる旅行代金の払い戻しは、契約書面に記載した旅行終了日 

       の翌日から起算して 30日以内に払い戻しを行う。本肢の旅行終了日は 10月４日であり、 

       その翌日から起算して 30日目は 11月３日である。よって、正しい。 

     エ 第 19条により、正しい。 

 10＝エ 本肢の措置に要した費用について、旅行業者の責によらないものであるときは、旅行者の負 

    担となる。よって、誤り。 

 11＝ア 

     ａ 本肢中の「手荷物１個につき 15万円…」は誤り。「旅行者１人につき 15万円…」が正 

       しい。 

     ｂ 本肢中の「損害発生の翌日から起算して１年以内に…」は誤り。「損害発生の翌日から 

       起算して２年以内…」が正しい。 

 12＝エ 特約は法令に反せず、旅行者に不利にならない範囲のものでなければならない。よって、「特 

    約はその内容の如何を問わず…」は、誤り。 

 13＝ア 受注型企画旅行契約において、旅行業者は手配をすること、および、旅程を管理することに 

    ついて、義務を負う。よって、誤り。 

 14＝イ 変更補償金の支払額は、旅行代金に旅行業者が定めた 15％以上の率を乗じた額をもって限度 

    とする。よって、正しい。 

    ア 本肢の場合、旅行業者は旅行者に対して損害賠償金の支払いが生ずる。この場合、損害賠 

      償金を支払い、変更補償金は支払わない。よって、誤り。 

    ウ 変更補償金を支払った後に損害賠償金を支払うときは、損害賠償額からすでに支払った変 

      更補償金の額を差し引いて支払う。よって、誤り。 

    エ 旅行業者は、支払うべき変更補償金の額が旅行者１名に対して１企画旅行につき 1,000円 

      未満であるときは変更補償金を支払わない。よって、本肢中の 2,000円未満は、誤り。 

 15＝ウ 

    ア 本肢は、列車の不通、すなわち、運送サービス提供の中止（旅行サービス提供の中止）が 

      原因となったものであり、変更補償金の支払いは不要。 

    イ 本肢は、Ａ航空の欠航、すなわち、運送サービス提供の中止（旅行サービス提供の中止） 

      が原因となったものであり、変更補償金の支払いは不要。 

    エ 本肢は、当初の運行計画によらない運送サービスの提供による変更であり、変更補償金の 

      支払いは不要。 

 16＝ウ 

    ア 特別補償規程は、旅行業者の責任の有無に関係なく、企画旅行参加中の旅行者が偶然かつ 

      急激な外来の事故により傷害を被り、または、携帯品に損害を被ったときに適用される。 

      よって、誤り。 

    イ 入院見舞金と後遺障害補償金を支払うときは、その合計額を支払う。よって、誤り。 

    エ 添乗員等による受け受けが行われない場合は、その企画旅行について最初に利用する運送 

      または宿泊機関等の利用開始時（具体的には個々の利用機関によって異なる）から企画旅 

      行参加中となる。 
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 17＝イ 

    ア 国内旅行においては、地震、噴火または津波、あるいは、地震、噴火、津波に付随して生 

      じた秩序の混乱によって生じた傷害または携帯品の損害は、補償対象にならない。 

    ウ 盗難による損害は補償対象であるが、航空券は補償対象品に含まれない。よって、補償金 

      は支払われない。 

    エ 細菌性食物中毒は補償対象にならない。 

 18＝エ 

    ａ 手配旅行契約において旅行業者は、手配に関する義務を負うが、旅程管理に関する義務は 

      負わない。よって、「旅程を管理することを引き受ける契約」は、誤り。 

 19＝ア 

    ① 旅行者の任意による旅行契約解除の場合 

      旅行代金（収受済み）  運送・宿泊機関等に支払う費用        200,000円 

                  旅行業務取扱料金               10,000円 

              小       計                 210,000円 

      旅行業者が収受する費用 すでに提供を受けた旅行サービスの対価  －） 60,000円 

                  取消料、違約料             －） 20,000円 

                  取消手続料金              －） 5,000円 

                  旅行業務取扱料金            －） 10,000円 

              差     引   （払戻額）           115,000円 

 

    ② 旅行業者の責に帰すべき事由による旅行契約解除の場合 

      旅行代金（収受済み）  運送・宿泊機関等に支払う費用        200,000円 

                  旅行業務取扱料金               10,000円 

              小       計                 210,000円 

      旅行業者が収受する費用 すでに提供を受けた旅行サービスの対価  －） 60,000円 

              差     引   （払戻額）           150,000円 

 20＝イおよびエ 

     イ 旅行業者は、申込書の提出を受けることなく、電話、郵便、ファクシミリ、その他の通 

      信手段による旅行相談契約の申し込みを受け付けることがある。この場合において旅行相 

      談契約は、旅行業者が契約の締結を承諾したときに成立する。よって、「申込書を受理し 

      なければ成立しない」は、誤り。（旅行相談契約の部第３条第３項） 

     エ 本肢中の「損害発生の翌日から起算して２年以内に…」は誤り。「損害発生の翌日から 

      起算して６ヶ月以内に…」が正しい。（旅行相談契約の部第５条第１項） 

２＝ウ 

     ア 貸切バスについて、バス会社が契約責任者に対して乗車券を交付したときが運送契約の 

       成立時期である。よって、誤り。 

     イ 貸切バスの運賃および料金は、乗車時において陸運局長に届け出て実施しているものに 

       よる。よって、本肢中の都道府県知事は誤り。 
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     エ 企画旅行の実施のために旅行業者が貸切バスの運送申し込みをした場合、その旅行業者 

       を契約責任者として運送契約を締結する。よって、誤り。 

３＝ウ 自動車航送において自動車航送運賃には、運転手が２等船室を利用する旅客運賃が含まれる。 

４＝ア 

     イ 本肢中の「手荷物１個につき総額金 150,000円の額」は誤り。「旅客１人につき総額金 

       150,000円の額」が正しい。 

     ウ 搭乗予定便の記載のない航空券の有効期間は、航空券の発行の日の翌日から起算して 90 

       日間である。よって、誤り。 

     エ 旅客運賃および料金、その適用に当たっての条件等は、運賃および料金の種類ごとに航 

       空会社が別に定める運賃料金表による。よって、「国土交通大臣が別定める…」は、誤 

       り。 

５＝イ 

     ア 大口団体とは、専用の臨時列車（いわゆる貸切列車）を１口の団体で利用するものをい 

       い、人数に関する規定はない。31名以上の団体をＡ小口団体といい、８人以上 30人ま 

       での団体をＢ小口団体という。よって、誤り。 

     ウ グリーン料金について、大人と子供は同額。よって、誤り。 

     エ 指定券は、当該列車が始発駅を出発する日の１ヶ月前の日から発売する。よって、誤り。 

６＝ア 申込金は、宿泊契約が成立した後に、宿泊業者がその支払いを求める。よって、「宿泊契約の 

   申し込みをしようとするときは…」は、誤り。 

    および、宿泊契約が成立したときに、宿泊業者が申込金の支払いを求めなかった場合、または、 

   申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、申込金の支払いを必要としない特約に応じたもの 

   として取り扱う。よって、「申込金をホテル（旅館）が指定する日までに、支払わなければなら 

   ない」は、誤り。 
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③ 国内旅行実務 

 

１．１＝ウ．伊勢神宮 

  ２＝ウ．下北半島 

  ３＝エ．小笠原諸島 

  ４＝エ．知覧 

       飫肥（おび）＝宮崎県南部の城下町 

       日田（ひた）＝大分県北部 

       人吉＝熊本県南部 

  ５＝イ．懐古園 

       六義園（りくぎえん）＝東京都内にある大名（柳沢吉保）庭園 

       仙巌園（せんげんえん）＝鹿児島市郊外の磯に島津光久が造った庭園。別名を磯庭園。 

  ６＝イ 城崎温泉＝兵庫県   ママカリ＝岡山県 

     ア 共に大分県。鉄輪（かんなわ）温泉は、別府温泉郷の１つ。 

     ウ 共に岐阜県。 

     エ 共に秋田県。 

  ７＝ア．佐世保市 

  ８＝エ．通潤橋  錦帯橋＝山口県岩国市  渡月橋＝京都市内嵐山  かずら橋＝徳島県祖谷 

  ９＝イ．祇園祭 

        葵祭＝京都市内５月に行われる。 

        鞍馬の火祭り＝京都市内鞍馬。毎年 10月 22日に行われる。 

        時代祭＝京都市内。10月に行われる。 

  10＝ウ．634ｍ 

        東京スカイツリー＝東京都墨田区。 地上 29階。高さ 634ｍ。 

２．１＝長岡祭り（大花火大会）  ―新潟県― ク．８月  ８月１日～３日 

  ２＝三社祭          －東京都－ オ．５月  東京都台東区浅草。浅草神社の例大祭。 

  ３＝箱根大名行列       －神奈川県―サ．11月 

  ４＝あばしりオホーツク流氷祭り－北海道― イ．２月 

  ５＝チャグチャグ馬コ     －岩手県― カ．６月 

  ６＝東大寺修二会（しゅうにえ）－奈良県－ ウ．３月 

３．１＝イ．礼文島  北海道北部 

       三宅島＝東京都  伊江島＝沖縄県  因島＝広島県 

  ２＝エ．中尊寺  岩手県南部 

       瑞巌寺＝宮城県松島湾   輪王寺＝栃木県日光   立石寺＝山形県山形市郊外 

  ３＝ウ．水木しげる記念館（鳥取県境港）   島根県東部（出雲地方）～鳥取県西部 

       手塚治虫記念館＝兵庫県宝塚市。 

       長谷川町子美術館＝東京都世田谷区 

       藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム＝神奈川県川崎市 
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  ４＝ウ．唐津城  福岡県福岡市～佐賀県 

       犬山城＝愛知県   熊本城＝熊本市   松本城＝長野県松本市 

  ５＝エ．日本平  静岡市郊外 

       潮岬＝和歌山県串本  中禅寺湖＝栃木県日光  東尋坊＝福井県北部 

４．１＝エ．上高地  松本（長野県）から平湯温泉（岐阜県）に抜ける途中近辺に上高地が所在。 

  ２＝オ．羽黒山  鶴岡市、温海温泉、羽黒山は共に山形県西部に所在。 

  ３＝ケ．黒部峡谷  魚津、宇奈月温泉、黒部峡谷は共に富山県東部に所在。 

  ４＝カ．熊野古道  紀伊勝浦駅、勝浦温泉、熊野古道は共に和歌山県南部。 

  ５＝イ．榛名山  高崎駅、伊香保温泉、榛名山は共に群馬県に所在。 

      〔語群〕 

        気比（けひ）の松原＝福井県敦賀市。日本三大松原に入れる説もある。 

        層雲峡＝北海道。大雪山の北方山麓石川川流域の峡谷。 

        阿蘇山＝熊本県。 

        清里高原＝山梨県。八ヶ岳南麓に広がる高原。 

        二見浦＝三重県。夫婦岩で有名。 

５．１＝イ 利用できない日はない。ただし、空席がある場合にのみ搭乗できる。 

  ２＝エ 

      大人３名＝大人２名＋大人１名（小学生であっても 12歳以上は大人） 

      小児１名＝５歳児 

      無償１名＝座席を使用しない２歳の幼児 

６＝ウ 本問の場合、大人宿泊料金の 70％を適用する。 

７．１＝エ 

      大人１人＝大人運賃 

      12歳の小学生＝小児運賃 

      ５歳児（幼児）＝無賃扱い 大人または小児に同伴される席を占有しない幼児は２名まで 

                   無賃扱いとなる。 

      ２歳児（幼児）＝無賃扱い 

  ２＝ウ 

  ３＝エ  

     ア 本肢のつばさ号は、福島から東京方面に向けては東北新幹線となる。東北新幹線におい 

       ては新青森駅以外の駅では乗り継ぎ割引はできない。よって、特急「草津」への乗継割 

       引は不可。 

     イ 上越新幹線においては、新潟駅、長岡駅、越後湯沢駅での乗り継ぎに限って乗継割引を 

       適用できる。よって、特急「北越」には乗り継ぎ割引を適用できるが、特急「成田エク 

       スプレス」には割引ができない。 

     ウ 京都駅および岡山駅での乗り継ぎは乗継割引を適用できるが、１つの新幹線を間にはさ 

       んでその前後に割引の対象の列車がるときは、そのいずれか料金の金額の高い方を割引 

       する。よって、「サンダーバード」および「やくも」のいずれかが割引される。すなわ 

       ち、誤り。 
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  ４．①＝イ．３割 

    ②＝ウ．３割 

    ③＝ウ．５割 

  ５．①＝エ 

        幹線と地方交通線にまたがる行程であり、幹線の営業キロと地方交通線の換算キロの 

       合計から幹線不通運賃表によって大人普通運賃を求める。 

        さらに、大人普通運賃を半額にして、子供普通運賃を求める。 

        なお、半額にしたとき、10円未満の端数があるときは、10円単位に切り捨てる。 

    ②＝ウ 

       大人料金の算出 

        小田原―豊橋 新幹線指定席 通常期    3,760円        3,760円 

        豊橋――飯田 特急 指定席 通常期 割引 2,290円÷２＝1,145円→1,140円 

       子供料金の算出 

                      大人料金 

        小田原―豊橋 新幹線指定席  3,760円÷２＝1,880円 

        豊橋――飯田 特急 指定席  1,140円÷２＝  570円 
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