
１．憲法

１．次の文章は日本国憲法の条文である。 に入る適当な語句を解答欄に記入せよ。

（２点）

（１）すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び に対する国民の権ア

利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重

を必要とする。

（２）すべて国民は、健康で文化的な の生活を営む権利を有する。イ

（３）内閣は、行政権の行使について、 に対し連帯して責任を負ふ。ウ

（４）最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が エ に適合するかしないか

を決定する権限を有する終審裁判所である。

２．次の文章のうち、正しいものには○を、正しくないものには×を解答欄に記入せよ。

（５点）

（１）定住外国人に法律で国政選挙権を付与することは、憲法上禁止されていない。

（２）法廷でメモを取る自由は憲法21条の保障に含まれ、特段の事情のない限り、故な

く妨げられてはならない。

（３）法令上補償規定を欠く場合でも、憲法29条３項を直接根拠にして、補償請求をす

ることができる。

（４）強制加入団体である税理士会が、会の決議に基づいて、特定の政治団体に寄付す

る行為は有効である。

（５）「大学の自治」は「制度的保障」の一つである。

（６）国会を「国権の最高機関」とするのは、国会が主権者である国民によって直接選

任され、その点で国民に連結しており、国政の中心的地位を占める機関であるとい

うことを強調した法的宣言である。

（７）閣議の議事は全会一致で決められるとするのは、すべて慣習により、議事に関す

る特別の規定はない。

（８）法律上は課税できる物品であるにもかかわらず、実際上は非課税として扱われて

きた物品を、通達によって課税物件として扱うことは違憲である。

（９）日本の司法制度は、具体的な訴訟事件を裁判する際に、その前提として事件の解

決に必要な限度で、適用法条の違憲審査を行う方式をとっている。

（10）特別国会は衆議院が解散され総選挙が行われたのちに、召集される会である。

３．以下の問いについて説明せよ。 （３点）

（１）選挙運動期間中に、法定外文書図画の頒布、掲示を禁止する公職選挙法は憲法21

条に違反するか。

（２）公判廷における被告人の自白は、憲法38条３項の「本人の自白」に含まれるか。



２.民法

１．次の文章のうち、正しいものには○を、正しくないものには×を解答欄に

記入せよ。 （ 点）10

（１）民法第１７７条によると、物権の得喪等は登記を行わない限り第三者に対抗できな

い。従って、仮に不法占拠者により占有された場合であっても、登記なき限り権利者

は明渡しを求めることはできない。ただし、損害賠償を請求することは可能である。

（２）占有の訴えに対し、本件に基づく反訴を提起することは許されないが、防御方法と

して本件の主張をなすことは許される。

（３）民法第２０条にいう「詐術ヲ用ヰタルトキ」とは、制限能力者が単に制限能力者で

、 、あることを黙秘していたことのみでは足らず 能力者であることを誤信させるために

相手方に対して積極的詐術を用いることが必要である。

（４）民法７２２条第２項の過失相殺の問題において、被害者たる未成年者の過失を斟酌

する場合には、行為の責任を弁識するに足る知能が備わっていることが必要であり、

単に事理を弁識するに足る知能が備わっているというだけでは不十分である。

（５）抵当権の効力は天然果実のみならず法定果実にも及ぶ。

（６）売買契約を解除された木造帆船の買主が、解除前支出した修理費の償還請求権につ

き留置権を行使中に、右船舶をもって遠距離に航海し貨物の運送業務を行うことは、

民法第２９８条第２項の「其物ノ保存ニ必要ナル使用」にあたらない。

（７）寄託物の瑕疵によって受寄者に損害が生じた場合、寄託者がその瑕疵を知っている

限り、その損害を賠償する必要がある。

（８）不法行為による損害賠償額の算定にあたって差引計算されるものとして損益相殺が

あるが、その例としては、不法行為による死亡者の生活費や遺族年金、死亡した幼児

の養育費がある。

（９）親族とは六親等内の血族及び姻族並びに配偶者をいう。

（ ） 、10 根抵当権の被担保債権は確定した元本及び定期金について設定することができるが
債務不履行による損害賠償の全額についてまで設定することはできない。

（注）試験問題に一部誤りがありましたので、訂正後の問題を掲載しております。



３．海商法

１．次の文章は商法の条文である。 に入る適当な語句を解答欄に記入せよ。

（２点）

（１）船長の に加へたる制限は之を以って善意の第三者に対抗することを得ず。ア

（２）荷受人が運送品を受け取ることを怠りたるときは船長は之を することをイ

得。此場合に於ては遅滞なく荷受人に対して其通知を発することを要す。

（３）船舶が双方の船員の に因りて衝突したる場合に於て双方の ウ の軽重をウ

判定すること能はざるときは其衝突に因りて生じたる損害は各船舶の所有者平分し

て之を負担す。

（４）保険者は エ に因り被保険者が保険の目的に付き有せる一切の権利を取得す。

２．次の文章のうち、正しいものには○を、正しくないものには×を解答欄に記入せよ。

（７点）

（１）商行為を目的として航行の用に供する船舶であっても、総トン数20トン未満の船

舶の所有者は登記をする必要はない。

（２）船舶先取特権は、他の一般債権者はもとより民法上の先取特権者ならびに船舶抵

当権者にも優先して弁済を受ける効力が認められている。

（３）登記船舶には質権を設定できるだけでなく、抵当権も設定することができる。

（４）被用者である船員がその職務を行うにあたり故意または過失によって他人に損害

を加えた場合、船舶所有者はその選任・監督について無過失を立証したときは免責

される。

（５）船長は、その職務を行うにあたって、船舶所有者の指図に従ったときといえども、

その責任を免れることはない。

（６）船長は、船舶所有者に対して、代船長の選任・監督について責任を負う。

（７）船舶所有者は、船舶が堪航能力を欠如していることによって生じた損害について

は、過失の有無にかかわらず賠償責任を負担すべきである。

（８）運送賃のようにその本質を害しないものを欠いても、船荷証券は必ずしも無効と

なるわけではない。

（９）船積期間の経過後といえども、傭船者が運送品の全部を船積しない場合、船長は

発航する旨を傭船者に通知した後でなければ発航できない。

（10）傭船者は発航前においては運送賃の半分、発航後においては全額を支払うことで、

傭船契約を解除することができる。

（11）船荷証券は有価証券である。

（12）特約があれば、旅客が契約により船内に携行しうる手荷物についても、別に運賃

を請求することができる。

（13）共同海損債権は、その計算終了の時より起算して３年で時効となる。

（14）海難救助は、義務なくしてその行為をした者には、その救助の結果の如何にかか

わらず、成立しうる。

３．共同海損について説明せよ。（１点）



４．国土交通省設置法

１．次に掲げる地を管轄する国土交通省の地方支分部局である地方運輸局の名

称及び位置 (都道府県名)を例にならって解答欄に記入せよ。(５点)

(例) ( )釧路市8
番 号 (８)

名 称 北海道運輸局

位 置 北 海 道

( )観音寺市 ( )清水市 ( )益田市 ( )いわき市 ( )伊万里市1 2 3 4 5

２．国土交通省の地方支分部局である地方運輸局(新潟運輸局を除く。)におい

て、次に掲げる事務を所管している内部組織を、○○部△△課又は◎◎部×

×官の形で解答欄に記入せよ。 (５点)

(１)船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査

に関すること。

(２)船員の教育及び養成に関すること。

(３)型式承認を受けた船舶、船舶用機関及び船舶用品の検定の執行に関する

こと。

(４)モーターボート競走に関すること。

(５)油濁損害賠償保障契約に関すること。



５．船 員 法

１．次の文章中、 に入れるべき適当な語句又は数字を解答欄に記入せよ。

（ ）５点

(１) 船員法及び船員法に基づいて発する命令において、船舶所有者に関する規定は、

船舶共有の場合には、船舶管理人に、船舶貸借の場合には、 ア に、船舶所

有者、船舶管理人及び ア 以外の者が船員を使用する場合にはその者に適用

される。

(２) 船舶所有者は、雇入契約の不履行について違約金を定め、又は イ 額を予

定する契約をしてはならない。

(３) 船舶所有者が海員に与えるべき休日は、 ウ について一週間あたり平均一

日以上である。

(４) 船舶所有者は、船員が職務上負傷し、又は疾病にかかったときは、 エ 箇

月の範囲内においてその負傷又は疾病がなおるまで毎月一回、標準報酬の月額に相

当する額の傷病手当を支払わなければならない。

(５) 船員労務官は、必要があると認めるきは、 オ その他事業場に立ち入り、

帳簿書類その他の物件を検査することができる。

２．次の文章のうち正しいものには○を、正しくないものには×を解答欄に記入せよ。

(５点)

、 、(１) 船長は 航行中に船内において死亡者又は行方不明者が発生した場合であっても

その者が船員以外の者であれば、船員法第１９条による報告を行わなくてもよい。

(２) 労働協約又は国土交通大臣に届出された就業規則の定めにより労働条件が変更さ

れた場合は、当該変更についての雇入契約の公認を申請する必要はない。

(３) 水産高校の生徒が実習船に乗り組む場合は、船員手帳の交付を受けることができ

ない。

(４) 船舶所有者が所轄地方運輸局長に就業規則を届け出る場合の提出書類は、就業規

則２通のみである。

(５) 船員手帳の受有者の所在が明らかでないため、これを本人に返還することができ

ない船員手帳を保管する者が、当該船員手帳を最寄りの地方運輸局長等に提出しな

かった場合、罰則の適用を受けることがある。

３．船員手帳の訂正、再交付及び書換えをしなければならないのは、いかなる場合である

か(１)から(３)までのそれぞれについて、すべての場合を述べよ。 (６点)

(１) 訂正

(２) 再交付

(３) 書換え



４．船舶所有者が雇入契約を解除することができるのは、いかなる場合か、２つ述べよ。

ただし、法第４０条に規定するやむ得ない事由があるときに該当する場合を除く。

(２点)

５．常時 人以上の船員を使用する船舶所有者について適用される就業規則の作成及び10
国土交通大臣への届出について、当該適用船舶所有者以外に就業規則を作成し、国土交

通大臣に届け出ることができるものには、どのようなものがあるか述べよ。

(２点)



６．船舶職員法

１．次の文章のうち､正しいものには○を、正しくないものには×を解答欄に記入せよ。

(5点）

(１)乗船履歴の乗船期間を計算するには､乗船日から起算し、末日は終了しないときでも

一日として算入する。

（２）四級小型船舶操縦士及び五級小型船舶操縦士の資格についての試験は､年齢が16歳に

達する者でなければ､受けることができない。

（３）海技免状の有効期間の更新を申請する者で、国土交通大臣が指定する講習の課程を

受ける者は、海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に講習を終了し

なければならない。

（４）三級海技士(航海)と四級海技士(電子通信)の定期試験の申請については､同時にする

ことができる。

（５）海技免状の更新を申請することができる期間(更新期間）の全期間を通じて本邦以外

の地に滞在する者は、その事実を証明する書面を添えて海技免状の更新期間前に更新

の申請をすることができる。

２．次の文章中の に入れるべき適当な語句を解答欄に記入せよ。（12点）

（１）船舶職員法は、 ア として船舶に乗り組ますべき者の資格を定め、もって船

舶の航行の イ を図ることを目的とする。

（２）国土交通大臣は､海技士(航海）の免許にあっては、船舶の航行する ウ 及び

船舶の エ の区分ごとに､乗船履歴に応じ､船舶職員の職についての限定をする

ことができる。

（３）船舶職員法の規定のうち船舶所有者に関する規定は､船舶共有の場合には船舶 オ

に、船舶貸借の場合には船舶 カ に適用する。

（４）六級海技士(航海)の資格についての免許を受けようとする者が修了していなければ

ならない免許講習の課程は、レーダー観測者講習、 キ 講習及び ク

講習である。

（５）乗船履歴として認めない履歴は、 ケ 歳に達するまでの履歴、試験開始期日

からさかのぼり、 コ 年を超える前の履歴等である。

（６）海技従事者は､本籍の都道府県名若しくは サ に変更を生じたとき、又は

シ の記載事項に誤りがあることを発見したときは､遅滞なく､登録事項又は

シ の訂正を申請しなければならない。

３．五級海技士の(機関）の試験を受けるには､①総トン数１０トン以上の船舶に乗り組み

３年以上機関の運転に携わった履歴又は､②総トン数２０トン以上の船舶に六級海技士(

機関)の資格で機関長又は機関士として１年以上乗り組んだ履歴が必要であるが、２つの

異なる乗船履歴を有する場合は､一定の方法で合算することができる。

今ここに

・総トン数10トン以上の船舶に乗り組み１年２ヶ月機関の運転に携わった履歴



・総トン数20トン以上の船舶に六級海技士(機関)の資格で機関長として４ヶ月乗り組ん

だ履歴

の２つの異なる乗船履歴を有する者がいるとする。

（１）この者は、五級海技士(機関)の試験を受けるのに必要な乗船履歴を有しているか否

か。有しているなら○、有していないなら×を解答欄に記入せよ。 (1点）

（２）その理由を合算の具体的な方法にふれながら述べよ。 (2点）



７．海上運送法

１．次の文章中 内に入るべき適当な語句を解答欄に記入せよ。なお、 内

のカナが同一の場合は同じ語句が入るものとする。（５点）

(1) 一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、 ア ごとに、国土交通大臣の許可

を受けなければならない。

(2) 一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しようと

するとき（利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令の定める場合を除

く）は、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の イ 前までに国

土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

(3) 一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び ウ は、国土交通大臣の エ

を受けなければ、その効力を生じない。

(4) 人の運送をする貨物定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続

きにより、 ア ごとに、その事業の開始の日の オ 前までに、国土交通大臣に

その旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更したときも同様である。

２．次の文章の内容について、正しいものに○を、誤っているものに×を、それぞれ解答

欄に記入せよ。（５点）

(1) 一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車

航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては当該自動車航送に係る運賃及び料金を

定め、国土交通省令の定める手続きにより、あらかじめ、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である。

(2) 一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、省

令の定める手続により、休止又は廃止の日の３０日前までに国土交通大臣にその旨を

届け出なければならない。

(3) 人の運送をする不定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続き

により、その事業の開始の日から３０日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なけ

ればならない。届出をした事項を変更したときも同様である。

(4) 旅客不定期航路事業を営む者は、次に掲げる航路において、乗合旅客の運送をして

はならない。

１ 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路

２ 起点が終点と一致する航路であつて寄港地のないもの

(5) 海上運送法の規定は、総トン数５トン未満の船舶のみをもって営む人の運送をする

不定期航路事業には、適用しない。



８．港湾運送事業法

次の文章のうち、正しいものには○を、正しくないものには×を解答欄に記入せよ。

(10点)

(１)コンテナ貨物の積卸しの用に供する港湾のうち国民経済上特に重要なものとして政令

で定めた特定港湾には、京浜、清水、名古屋、四日市、大阪、神戸、姫路、関門、博多

の９港が指定されている。

(２)特定港湾において一般港湾運送事業を営もうとするものは、あらかじめ、特定港湾ご

とに国土交通大臣(地方運輸局長)に届け出なければならない。

(３)特定港湾以外の港湾においてはしけ運送事業を営もうとするものは、運賃及び料金を

定め、国土交通大臣(地方運輸局長)の認可を受けなければならない。

(４)特定港湾において一般港湾運送事業者が届け出た料金が、特定の利用者に対し不当な

差別的取扱いをするものであるとき、国土交通大臣(地方運輸局長)は、期限を定めてそ

の料金を変更することを命ずることができる。

(５)港湾運送事業法上の｢港湾｣とは、政令で指定された港湾のことをいい、その水域は港

則法に基づく港の区域がそのまま準用されている。

(６)港湾運送事業法上、｢港湾運送事業｣とは、営利を目的とする事業に限定されている。

(７)港湾運送関連事業を営もうとする者は、あらかじめ、国土交通大臣(地方運輸局長)に

届け出れば、すべての港湾において事業を営むことができる。

(８)特定港湾以外の港湾において免許を取り消され、その取消しの日から３年を経過しな

い者は、新たに免許を受けることができない。

(９)検数事業とは、船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算又

は重量の計算を行う事業である。

(10)特定港湾において一般港湾運送事業者は、その事業を休止しようとするときは、休止

の日の３０日前までに、国土交通大臣(地方運輸局長)にその旨を届け出なければならな

い。



港則法９．

１．次の文章中 にあてはまる語句を下の語群の中から１つ選び、その記号を解答欄

に記入せよ。(３点)

(１) 危険物を積載した船舶は、特定港においては、 の指定を受けるべき場合を

除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。

(２) 以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、港則法施行

規則に定める航路によらなければならない。

、 、 、 、(３) 何人も 港内又は港の境界外 以内の水面においては みだりに バラスト

廃油、石炭から、ごみその他これに類する廃物を捨ててはならない。

（語群）

(１) (イ)けい留施設 (２) (イ)雑種船 (３) (イ)五千メートル

(ロ)びょう地 (ロ)小型船 (ロ)一万メートル

(ハ)区域 (ハ)巨大船 (ハ)十万メートル

２．次の文章中 に入る適当な語句を下の語群の中から選び、その記号を解答欄に記

入せよ （７点）。

(１) 特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、 ① の種類、期間及

び場所並びに ② の種類及び ③ を具して港長に許可の申請をしなければなら

ない。

(２) 特定港において使用すべき私設信号を定めようとする者は、 ④ の目的、方法

及び内容並びに使用期間を具して港長に ⑤ の申請をしなければならない。

(３) 特定港内又は特定港の境界付近で工事又は作業をしようとする者は、工事又は作

業の目的、 ⑥ 、 ⑦ 及び区域又は場所を具して港長に許可の申請をしなけれ

ばならない。

（語群）

イ－届出 ロ－許可 ハ－行事 ニ－作業 ホ－工事

ヘ－医薬品 ト－危険物 チ－数量 リ－目的 ヌ－方法

ル－期間 ヲ－私設信号 ワ－旗りゅう信号



海上交通安全法１０．

１．次の文章中 にあてはまる語句を下の語群の中から１つ選び、その記号を解答欄

に記入せよ。(５点)

(１) 航路を航行する義務のある船舶は、長さが メートル以上の船舶である。

(２) 巨大船とは長さ メートル以上の船舶をいう。

(３) 速力の制限されている各区間ではいずれも ノットをこえる速力で航行して

はならない。

(４) ばら積みのガソリンを積載している総トン数 トン以上のタンカーは海上交

通安全法上、危険物積載船に該当する。

(５) 海上保安庁長官が進路を警戒する船舶の配備を指示することができるのは、長さ

メートル以上の巨大船又は危険物積載船である巨大船に対してである。

（語群）

(１)(イ)５０ (２)(イ)１００ (３)(イ)１０ (４)(イ)３００ (５)(イ)１５０

(ロ)１００ (ロ)１５０ (ロ)１２ (ロ)５００ (ロ)２００

(ハ)１５０ (ハ)２００ (ハ)１５ (ハ)１０００ (ハ)２５０

２．次の文章中 に入る適当な語句又は数字を下の語群の中から選び、その記号を解

答欄に記入せよ （５点）。

(１) 海上交通安全法は、 ① 、 ② 及び ③ の３海域に全部で ④ の航路を

定めている

(２) 航路を横断する船舶は、当該航路に対しできる限り ⑤ に近い角度で、すみや

かに横断しなければならない。

（語群）

イ－日本海 ロ－瀬戸内海 ハ－太平洋 ニ－東京湾 ホ－伊勢湾

ヘ－直角 ト－水平 チ－１０ リ－１１ ヌ－１２

（注）試験問題に一部誤りがありましたので、訂正後の問題を掲載しております。



海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律１１．

１．次の文章中 にあてはまる語句を下の語群の中から１つ選び、その記号を解答欄

に記入せよ。(５点)

(１) 廃棄物の排出に常用する船舶として登録した船舶の登録事項に変更があった時、

又は廃棄物の排出に常用しなくなった時は遅滞なく、その旨を に届け出なけ

ればならない。

(２) 検査対象船舶は、有効な海洋汚染防止証書又は の交付を受けているもので

なければ航行の用に供してはならない。

(３) 船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、あらかじめその旨を

に届け出なければならない。

(４) 法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌

日から起算して 以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再

検査を申請することができる。

(５) 自家用廃油処理施設により廃油の処理を行おうとする者は、施設の設置の工事を

行う場合、その開始日の 前までに国土交通大臣に届け出なければならない。

(１) (イ)国土交通大臣 (３) (イ)環境大臣 (５) (イ)１５日

(ロ)海上保安庁長官 (ロ)地方運輸局長 (ロ)３０日

(ハ)環境大臣 (ハ)国土交通大臣 (ハ)６０日

(２) (イ)臨時海洋汚染防止証書 (４) (イ)１５日

(ロ)油濁防止緊急措置手引書 (ロ)３０日

(ハ)有害液体物質記録簿 (ハ)６０日

２．次の(１)から(５)の記述のうち、正しいものには○を、正しくないものには×を解答

欄に記入せよ。(５点)

(１) 政令で定める油等の焼却をしようとする者は、その焼却に関する計画が政令に定

める基準に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、環境大臣

の確認を受けなければならない。

(２) 海洋汚染防止証書の記載事項を変更しようとする場合又は記載事項に変更を生じ

た場合は、海洋汚染防止証書等書換申請書を国土交通大臣に提出しなければならな

い。

(３) 船舶を海洋に捨てる場合においては、廃棄に関する計画が基準に適合するもので

あることについて、あらかじめ確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を

受けなければならない。

(４) 船舶に設置するふん尿処理装置、粉砕装置又はオイルフェンス、油処理剤、油吸

着剤若しくは油ゲル化剤を製造する者は、その型式ごとに国土交通大臣の型式承認

を受けることができる。

(５) 海洋施設の設置の届け出をした者は、その届け出に係る事項について変更があっ

たときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。



12．船舶法

１．次の文章は、総トン数２０トン以上の日本船舶（端舟その他ろかいのみをもって運転

し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。）の変更登録について記述したも

のである。正しい文章を一つ選択し、１～３の番号で解答欄に記入せよ。（２点）

（１）船舶所有者に変更のあった場合には、新たな所有者は、船籍港を管轄する登記所に、

船舶件名書の謄本及び譲渡契約書を添えて変更登録を申請しなければならない。

（２）船舶所有者の住所変更があった場合には、所有者は、船籍港を管轄する管海官庁に、

船舶国籍証書及び住民票の写しを添えて変更登録を申請しなければならない。

（３）船舶所有者の名称変更があった場合には、所有者は、船籍港を管轄する管海官庁に、

船舶登記簿の謄抄本を添えて変更登録を申請しなければならない。

２．次の文章は、総トン数２０トン以上の日本船舶（端舟その他ろかいのみをもって運転

し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。）の総トン数の測度について記述

したものである。正しい文章を一つ選択し、１～３の番号で解答欄に記入せよ。

（２点）

（１）日本船舶を所有できる者は、新たに総トン数２０トン以上の船舶を所有した場合に

は、最寄りの管海官庁に総トン数の測度を申請しなければならない。

（２）新たに総トン数２０トン以上の日本船舶を製造した者は、当該船舶の所在地を管轄

する管海官庁に総トン数の測度を申請しなければならない。

（３）外国の造船所で製造した総トン数２０トン以上の船舶を購入した地方自治体は、船

籍港を管轄する管海官庁に総トン数の測度を申請しなければならない。

３．次の文章は、船舶国籍証書の検認について記述したものである。正しい文章を一つ選

択し、１～３の番号で解答欄に記入せよ。（２点）

（１）船舶所有者は、予め指定された期日以降に、船籍港を管轄する管海官庁に船舶国籍

証書の検認を申請しなければならない。

（２）船舶国籍証書の検認申請は、最寄りの管海官庁に申請することができる。

（３）船舶国籍証書の検認を予め指定された期日までに受けなかった船舶所有者は、速や

かに、船舶国籍証書を返還して抹消登録及び抹消登記を申請しなければならない。

４．次の文章は、仮船舶国籍証書の交付について記述したものである。正しい文章を一つ

選択し、１～３の番号で解答欄に記入せよ。（２点）

（１）日本船舶を所有できる者が、外国で総トン数２０トン以上の船舶を取得した場合に

は、船籍港を管轄する管海官庁以外の管海官庁に対して仮船舶国籍証書の交付を申請

することはできない。

（２）日本人が、外国で総トン数２０トン以上の船舶を購入した場合には、その購入地を

管轄する日本の領事官に仮船舶国籍証書の交付を申請することができる。

（３）地方自治体が外国で総トン数２０トン以上の船舶を取得した場合の仮船舶国籍証書

交付申請は、その取得地を管轄する日本の領事館に対して行うことができない。



５．次の文章は、抹消登録について記述したものである。正しい文章を一つ選択し、１～

３の番号で解答欄に記入せよ。（２点）

（１）総トン数２０トン以上の日本船舶が沈没した場合に、当該船舶の所有者が２週間以

内に登録の抹消の申請をしないときには、直ちに管海官庁の職権で登録を抹消するこ

とができる。

（２）総トン数２０トン以上の日本船舶を解撤した場合には、船舶所有者は、登記・登録

の抹消の申請をすべき旨の催告を受けたにもかかわらず、当該船舶の所有者が全く登

記・登録の抹消を申請しないときには、管海官庁は職権で当該船舶に関する登記・登

録を抹消することができる。

（３）総トン数２０トン以上の日本船舶の共有者の一人が日本船舶を所有できない者とな

った場合に、管海官庁が所有者に登録の抹消をすべき旨を催告したにもかかわらず、

抹消登録の申請が行われない場合には、管海官庁は職権で当該船舶の登録を抹消する。

６．次の文章は、船籍港について記述したものである。正しい文章を一つ選択し、１～３

の番号で解答欄に記入せよ。（２点）

（１）東京都２３区内に住所を定めている所有者が、東京都２３区内で住所を移転する場

合には、船籍港は変わらない。

（２）総トン数２０トン以上の日本船舶の総トン数の測度の申請を行う場合には、船籍港

を管轄する管海官庁に申請する前に、予め、当該船舶の主たる根拠地により船籍港と

定めなければならない。

（３）船籍港は、船舶の所在地により定め、当該船舶が航行できる水面に接していなけれ

ばならない。

７．次の文章は、総トン数２０トン以上の日本船舶（端舟その他ろかいのみをもって運転

し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。）の所有者の住所に関わる行政区

画変更について記述したものである。正しい文章を一つ選択し、１～３の番号で解答欄

に記入せよ。（２点）

（１）行政区画の変更があった場合には、所有者は２週間以内に船籍港を管轄する管海官

庁に変更登録を申請しなければならない。

（２）行政区画の名称の変更があった場合には、所有者は変更登録の申請を行う必要はな

い。

（３）区画変更により番地に変更のあった場合には、船舶登記簿謄本を添付して変更登録

を申請しなければならない。

８．次の文章は、船舶登記簿の表題部の変更について記述したものである。正しい文章を

一つ選択し、１～３の番号で解答欄に記入せよ。（２点）

（１）総トン数２０トン以上の日本船舶について、登記された総トン数に変更のあった場

合には、船舶件名書の謄本を添付して登記の変更を申請しなければならない。

（２）総トン数２０トン以上の日本船舶について、登記された船名に変更のあった場合に



は、管海官庁の船名変更認可書を添付して登記の変更を申請しなければならない。

（３）総トン数２０トン以上の日本船舶について、登記された船籍港に変更のあった場合

には、船舶原簿謄抄本を添付して変更の登記を申請しなければならない。

９．次の文章は、船舶管理人の登記について記述したものである。正しい文章を一つ選択

し、１～３の番号で解答欄に記入せよ。（２点）

（１）船舶が共有と成った場合の船舶管理人の選任の登記は、船舶管理人が申請しなけれ

ばならない。

（２）船舶管理人の氏名若しくは名称又は住所に変更のあった場合には、船舶管理人が変

更の登記を申請しなければならない。

（３）船舶管理人が更迭された場合には、更迭された船舶管理人が自ら更迭の登記を申請

しなければならない。

１０．次の文章は、小型漁船の総トン数の測度について記述したものである。正しい文章

を一つ選択し、１～３の番号で解答欄に記入せよ。（２点）

（１）外国で行う総トン数５トン以上２０トン未満の漁船の総トン数の測度は、その所在

地を管轄する日本の領事官が行う。

（２）総トン数２０トン未満の漁船は、総トン数１トン未満の漁船を除いて、主たる所在

地をその区域とする都道府県の行う総トン数の測度を受けなければならない。

（３）総トン数５トン以上２０トン未満の漁船は、手こぎボートやろかい舟を除いて、そ

の所在地を区域とする都道府県を統括する都道府県知事に総トン数の測度を申請しな

ければならない。



1 3．船舶安全法

１．次の文章は、船舶安全法の条文である。 内に入れるべき適当な語句を解答欄に

記入せよ。(１０点)

(１)日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ ア ヲ保持シ且 イ ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施

設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ

(２)管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シテハ其ノ航行区域（漁船ニ付テハ従業

制限）、 ウ 、制限汽圧及 エ ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票（小

型船舶ニ限ル）ヲ交付スベシ

(３)船舶検査証書ノ有効期間ハ五年トス但シ オ ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船

舶又ハ カ ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ六年トス

(４) キ ハ ク 、臨時検査又ハ特別検査ニ合格セザル船舶ニ付テハ之ニ合格スル迄

其ノ効力ヲ停止ス

(５)管海官庁ハ船舶ノ検査ニ関スル事項ヲ記録スル為最初ノ ケ ニ合格シタル船舶ニ

対シテ コ ヲ交付スベシ

２．次の文章は、船舶安全法に関する文章である。 内に入れるべき語句を下欄の語

群から選び、その番号を回答欄に記入せよ。(１０点)

(１)旅客船とは、 ア を超える旅客定員を有する船舶をいう。

(２)小型船舶とは、 イ 未満の船舶をいう。

(３) ウ とは、一国と他の国との間の航海をいう。

(４) エ とは、東は東経百七十五度、南は南緯十一度、西は東経九十四度、北は北緯

六十三度の線により囲まれた水域をいう。

(５)本法施行地において製造する オ 以上の船舶の カ は、製造検査を受けなけれ

ばならない。

(６)沿海区域を航行区域とする キ 以上の船舶には満載吃水線の標示が必要である。

(７)管海官庁は、船舶検査証書の書換えの申請があった場合において、その変更が臨時

的なものであるときには、書換えに代えて ク を交付する。

(８)船舶安全法に基づき、小型船舶に関する検査事務は ケ が行う。

(９)管海官庁は、臨時航行検査に合格した船舶に対して コ を交付する。

語群

①製造者 ②船長 ③臨時書換証書 ④臨時変更証 ⑤１２人 ⑥１３人

⑦長さ１２メートル ⑧長さ２４メートル ⑨長さ３０メートル ⑩国際航海

⑪総トン数２０トン ⑫総トン数３０トン ⑬臨時航行許可証 ⑭臨時航行検査証書

⑮沿海区域 ⑯近海区域 ⑰船舶国籍証書 ⑱船舶検査済票

⑲日本小型船舶検査機構 ⑳日本海洋レジャー安全・振興協会

（注）試験問題に一部誤りがありましたので、訂正後の問題を掲載しております。



14．船舶のトン数の測度に関する法律

１．次の文章は、「船舶のトン数の測度に関する法律」の条文を引用したものであるが、

内に入るべき適当な語句を下から選び番号を解答欄に記入せよ。（１０点）

（１） この法律において「 ア 」とは、外板、仕切り（可動式のものを含む。）若

しくは隔壁又は甲板若しくは覆い（天幕を除く。）により閉囲されている船舶内

のすべての場所をいう。

（２） 総トン数は、我が国における海事に関する制度において、船の イ を表すた

めの主たる指標として用いられる指標とする。

（３） ウ は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の

最大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。

（４） エ の日本船舶の船舶所有者（当該船舶が共有されているときは船舶管理人、

当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。）は、 オ から国

際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際

航海に従事させてはならない。

（５） 船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知つた日から二週間以内に、

国際トン数証書を オ に返還しなければならない。ただし、国際トン数証書を

返還することができない場合において オ にその旨を届け出たときは、この限

りでない。

一 船舶が滅失し、沈没し、又は カ されたとき。

二 船舶が日本の国籍を喪失したとき。

三 船舶の存否が キ 不明になったとき。

四 船舶が国際航海に従事する船舶でなくなったとき。

五 船舶が エ の船舶でなくなったとき。

（６）（特定修繕の範囲）

法附則第三条第一項の国土交通省令で定める修繕（特定修繕）は、 ク に変

更を生ずる修繕であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一・二 （略）

三 上甲板上にある ケ 又は甲板室の コ 又は撤去を伴う修繕

１.容積 ２.大きさ ３.重量 ４.一箇月間

５.三箇月間 ６.六箇月間 ７.国土交通大臣 ８.海事局長

９.地方運輸局長 10.長さ二十四メートル以上 11.総トン数二十トン以上

12.測度長二十四メートル以上 14.船楼 15.船艙 16.船体

17.改造 18.増設 19.改測 20.新設

21.転覆 22.解撤 23.解体 24.撤去

25.総トン数 26.純トン数 27.載貨重量トン数 28.国際トン数

29.積載場所 30.閉囲場所 31.算定場所
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１．次の文章の に入れるべき適当な語句を解答欄に記入せよ。（５点）

(１) 造船法は、 ア の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営

を期することを目的としている。

(２) 施設の新設等の許可基準の１つは、「当該施設を新設し、 イ 、又は借

り受けようとする者の技術的及び ウ 基礎が確実であること。」である。

(３) 軸馬力 エ 以上の船舶用推進機関の製造をする事業を開始した者は、そ

の事業を開始した日から２ヶ月以内に、その施設の概要及び オ を国土交

通大臣に届け出なければならない。

２．次の文章のうち、正しいものには○を、正しくないものには×を解答欄に記入せよ。

（５点）

(１) 造船法第２条第１項の規定による施設の借り受けの許可を受けた者は、その許可

に係る借受による引渡を完了したときは、その日から３０日以内に、その旨を届け

出なければならない。

(２) 総トン数４００トン、長さ５５メートルの鋼製の船舶の製造をすることができる

造船台を新設する場合、設備の新設許可を受ける必要がある。

(３) 造船法第３条第１項の規定による設備の拡張許可を受けずにドックの拡張を行っ

た者は、６月以下の懲役若しくは１０万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(４) きよ底平たん部の長さが９０メートルの造船台の新設許可に係る工事が完了した

ときは、造船法第１１条の２の規定により国土交通大臣から権限を委任されている

所轄地方運輸局長に届け出なければならない。

(５) 船舶の製造業又は修繕業を営む者は、鋼造船所施設状況報告書を毎年２月１５日

までに国土交通大臣に必ず提出しなければならない。
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