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 ③ 国内旅行実務 

 

第１問 以下の問１.～問 20.の各設問について該当するものを、それぞれの選択肢から選びなさい。 

 （地名の表記については、原則として「コンサイス日本地名事典第４版」による。） 

 （配点 ２点×20） 

 

問１．       は、北緯 45 度 31 分に位置する北海道最北端の岬で、間宮林蔵の立像があり、晴れた

日にはサハリンをながめることができる。 

ａ． 宗谷岬 ｂ．納沙布岬 ｃ．知床岬 ｄ．積丹岬 

 

問２．       温泉は、周辺に与謝野鉄幹・晶子夫妻の歌碑のある立待岬や五稜郭、トラピスチヌ修

道院などの観光スポットに恵まれた、道内有数の温泉地である。 

ａ． 定山渓 ｂ．朝里川 ｃ．湯の川 ｄ．登別  

 

問３． 青森県南西部から秋田県北西部にまたがる       は、人為の影響をほとんど受けていない原

生的なブナ天然林が世界最大級の規模で分布し、その一部が世界自然遺産に登録されている。 

ａ． 白神山地 ｂ．岩木山 ｃ．八幡平 ｄ．八甲田山 

 

問４． 立山黒部アルペンルートは、北アルプス連峰を貫き、ケーブルカー、ロープウェイ、トロリーバス

などで、      を結ぶ日本を代表する山岳観光ルートである。 

ａ． 新潟県と富山県  ｂ．富山県と長野県 

ｃ． 岐阜県と長野県  ｄ．岐阜県と富山県 

 

問５． 佐賀県東部にある       は、日本最大の規模を誇る弥生時代の環濠集落遺跡で、集落は濠と

柵で囲まれ、物見櫓を持っていたとされ、高床式倉庫跡や多くの甕棺墓が発掘されている。 

ａ． 三内丸山遺跡  ｂ．吉野ヶ里遺跡 

ｃ． 西都原古墳群  ｄ．登呂遺跡 

 

問６． 七珍料理と夕景の美しさで有名な宍道湖の東岸に位置する       には、武家屋敷の遺構や、

『怪談』の作者小泉八雲の旧居がある塩見縄手と呼ばれる堀に沿った美しい通りがある。 

ａ． 出雲市 ｂ．倉吉市 ｃ．松江市 ｄ．米子市 
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問７． 石垣島から定期船で 10 分の距離にある周囲約９㎞の隆起サンゴの小島       は、沖縄民謡

安里屋ユンタ発祥の地であり、赤瓦を白い漆喰で組んだ伝統的な町並みを巡る水牛車は独特の情緒

を醸し出している。 

ａ． 西表島 ｂ．竹富島 ｃ．宮古島 ｄ．与那国島  

 

問８． 能登半島北岸に位置し、漆器と朝市で有名な       は、本年７月に新空港が開港し曾々木海

岸、禄剛崎など奥能登観光の拠点として期待されている。 

ａ． 小松市 ｂ．珠洲市 ｃ．七尾市 ｄ．輪島市 

 

問９． 北海道の中央部、大雪山系を源とし、蛇行した後、日本海に流れ込む       の上流には、巨

岩奇岩が柱立する景勝地層雲峡がある。 

ａ． 石狩川 ｂ．釧路川 ｃ．天塩川 ｄ．十勝川 

 

問 10． 白い岩山が鋸の歯のように一列に連なり、波静かな入江を創り出している陸中海岸国立公園の景勝

地       は、宮古湾の入口にあり、ウミネコ航路で田老港と結ばれている。 

ａ． 笹川流れ ｂ．浄土ヶ浜 ｃ．松島海岸 ｄ．仏ヶ浦 

 

問 11． 「追い手に帆かけてシュラシュシュシュ」と民謡にも謡われ、古くから海の神様として広く信仰を

集める       は、本宮まで 785 段の石段の参道が続き、名物の駕籠が行き交う。 

ａ． 和布刈神社 ｂ．大山祗神社 ｃ．金刀比羅宮 ｄ．吉備津神社 

 

問 12． 次の湖のうち富士五湖に属さないものはどれか。 

ａ． 本栖湖 ｂ．精進湖 ｃ．山中湖 ｄ．芦ノ湖 

 

問 13． 次の国立公園とその公園に含まれる島の組合せのうち、誤っているものはどれか。 

ａ． 小笠原国立公園    ――――――― 父島 

ｂ． 富士箱根伊豆国立公園 ――――――― 八丈島 

ｃ．  西海国立公園     ――――――― 壱岐島 

ｄ． 瀬戸内海国立公園   ――――――― 厳島 
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問 14． 次のＪＲ駅、観光地・観光施設、温泉地の組合せのうち、すべてが同一都道府県内にないものはど

れか。 

ａ．  八戸駅   ――――――― 奥入瀬渓流 ――――――― 大鰐温泉 

ｂ．  角館駅   ――――――― 田沢湖   ――――――― 乳頭温泉 

ｃ．  清里駅   ――――――― 碌山美術館 ――――――― 万座温泉 

ｄ．  伊賀上野駅 ――――――― 伊勢神宮  ――――――― 長島温泉 

 

問 15． 次のＪＲ駅、観光地・観光施設、温泉地の組合せのうち、すべてが同一都道府県内にないものはど

れか。 

ａ．  備中高梁駅 ――――――― 大原美術館   ――――――― 湯原温泉 

ｂ．  宇和島駅  ――――――― 石手寺     ――――――― 道後温泉 

ｃ．  諫早駅   ――――――― ハウステンボス ――――――― 雲仙温泉 

ｄ．  日田駅   ――――――― 柳川      ――――――― 黒川温泉 

 

問 16． 次の半島とその半島に所在する温泉地の組合せのうち、誤っているものはどれか。 

ａ．  能登半島 ――――――― 宇奈月温泉 

ｂ． 伊豆半島 ――――――― 熱川温泉 

ｃ．  島原半島 ――――――― 小浜温泉 

ｄ． 薩摩半島 ――――――― 指宿温泉 

 

問 17． 次の都道府県とその代表的な名産品の組合せのうち、誤っているものはどれか。 

ａ．  宮城県 ――――――― 笹かまぼこ 

ｂ．  静岡県 ――――――― 桜えび 

ｃ．  滋賀県 ――――――― 鮒ずし 

ｄ．  福岡県 ――――――― 辛子蓮根 

 

問 18． 次の祭り・行事とその催される都道府県の組合せのうち、誤っているものはどれか。 

ａ．  花笠まつり  ――――――― 宮城県 

ｂ．  おわら風の盆 ――――――― 富山県 

ｃ．  郡上おどり  ――――――― 岐阜県 

ｄ．  阿波おどり  ――――――― 徳島県 
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問 19． 次の建築物群とその所在する都道府県の組合せのうち、誤っているものはどれか。 

ａ． 喜多方の蔵      ――――――― 山形県 

ｂ． 荻町の合掌造り集落  ――――――― 岐阜県 

ｃ． 伊根の舟屋      ――――――― 京都府 

ｄ． 脇町のうだつの町並み ――――――― 徳島県 

 

問 20． 次の空港名と空港コードとの組合せで、誤っているものはどれか。 

ａ． 秋田空港 ――――――― ＡＸＴ 

ｂ． 小松空港 ――――――― ＫＭＱ 

ｃ． 高知空港 ――――――― ＫＣＺ 

ｄ． 熊本空港 ――――――― ＫＭＩ 
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第２問 国内航空３社（日本航空、全日空、日本エアシステム）に関する以下の問 21.～問 22.の各設問につ

いて該当するものを、それぞれの選択肢から選びなさい。 

 （以下は平成 15 年８月１日現在有効な条件による。） 

 （配点 ５点×２） 

 

問 21． 次の記述のうち、正しいものはどれか。 

ａ．  小児運賃は、満３歳以上 12 歳未満の旅客に対する運賃で、小児運賃に対する往復割引の適用はな

い。 

ｂ． 特定便割引運賃（特割・特便割引）を適用した航空券をチケットレスサービスを利用しないで予

約した場合、航空券の購入期限は、搭乗便出発時刻の 20 分前までである。 

ｃ． スカイメイト割引運賃は、満 12 歳以上 22 歳未満のスカイメイト会員に対する運賃で、利用でき

ない期間は、土曜、日曜、祝日と７月 18 日～８月 31 日である。 

ｄ． 普通運賃を適用する場合のみ、１名１区間片道 300 円の航空保険特別料金は不要である。 

 

問 22． 国内航空券の払戻しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

ａ． 小児運賃を適用した航空券の取消手数料、払戻手数料は大人と同額である。 

ｂ． 普通運賃を適用した航空券の予約を便出発時刻１時間前に取消し、払戻しした場合、払戻手数料

のみ適用され、取消手数料は適用されない。 

ｃ． 普通運賃を適用した航空券の払戻しは、航空券の有効期間および有効期間満了日の翌日から起算

して 30 日以内に限り行なうことができる。 

ｄ．特定便割引運賃（特割・特便割引）を適用した航空券を搭乗日の前日に取消し、払戻しした場合、

払戻手数料のみ適用され、取消手数料は適用されない。 
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第３問 国内航空３社（日本航空、全日空、日本エアシステム）及び旅客鉄道会社（ＪＲ）に関する問 23．

の設問について該当するものを、選択肢から選びなさい。 （配点 ５点×１） 

 

問 23． 次の行程を搭乗・乗車するときの大人片道普通運賃航空券とＪＲの特急券・寝台券のそれぞれの発

売開始日の組合せのうち、正しいものはどれか。 

 

〔行程〕 

 

   航空機  

往路搭乗日 ８月 31 日  東京（羽田） ―――――――――――――― 大阪（伊丹） 

   08:40   09:40  

 

   寝台特急「サンライズ出雲号」  

復路乗車日 ９月１日 大阪 ―――――――――――――――――― 東京 

  00:37    07:08 

※「サンライズ出雲号」は出雲市始発（19:04 発）の列車である。 

 

 

 航空券発売開始日 ＪＲ特急券・寝台券発売開始日 

ａ． ６月 30 日 ７月 31 日 

ｂ． ６月 30 日 ８月 １日 

ｃ． ７月 １日 ７月 31 日 

ｄ． ７月 １日 ８月 １日 
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第４問 旅客鉄道会社（ＪＲ）に関する以下の問 24.～問 32.の各設問について該当するものを、それぞれの

選択肢から選びなさい。 （配点 ５点×９） 

 

問 24． 大人１人が次の行程を乗車する場合の旅客運賃の算出方法で正しいものはどれか。 

 

〔行程〕 

 

往路 10 月１日乗車 

 ←――――― 新幹線「はやて号」 ―――――→ ←―― 特急「つがる号」 ――→  

  東北新幹線    東北本線   

大宮 ―――――――――――――――――――― 八戸 ―――――――――――――― 青森 

  営業キロ 601.6km    営業キロ 96.0km   

 

（注） 大宮－青森間の営業キロは 697.6km である。 

 

復路 10 月３日乗車 

 ←――――――――――――― 寝台特急「北斗星号」 ―――――――――――――→  

 東北本線  青い森鉄道  IGR いわて銀河鉄道  東北本線  

青森 ――――――― 八戸 ＋＋＋＋＋＋＋ 目時 ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 盛岡 ――――――― 大宮 

 営業キロ 96.0km  運賃 660 円  運賃 2,300 円  営業キロ 505.0km  

 

（注１）青い森鉄道と IGR いわて銀河鉄道は、いずれもＪＲ線と通過連絡運輸の取扱を行っている。 

（注２） 青森－大宮間のＪＲ区間を通算した営業キロは 601.0km である。 

 

本州内ＪＲ３社幹線用普通旅客運賃表 

営業キロ 片道運賃 

 91～100km 1,620 円 

501～520km 7,980 円 

601～640km 9,350 円 

681～720km 9,870 円 

 



 － 8 －

ａ． 往路 大宮―青森間の営業キロに対する運賃に往復割引を適用した運賃 

    9,870 円×0.9＝8,883 円 → は
．
数整理 → 8,880 円 

 復路 青森―大宮間のＪＲ区間を通算した営業キロに対する運賃と、青い森鉄道と IGR いわて銀 

   河鉄道の運賃を合算した運賃に往復割引を適用した運賃 

    （9,350 円＋660 円＋2,300 円）×0.9 ＝ 11,079 円 → は
．
数整理 → 11,070 円 

    往路 8,880 円＋復路 11,070 円 ＝  19,950 円  

 

ｂ． 往路 大宮―青森間の営業キロに対する運賃に往復割引を適用した運賃 

    9,870 円×0.9＝8,883 円 → は
．
数整理 → 8,880 円 

 復路 青森―大宮間のＪＲ区間を通算した営業キロに対する運賃に往復割引を適用した運賃と、 

   青い森鉄道と IGR いわて銀河鉄道の運賃を合算した運賃 

    9,350 円×0.9 ＝ 8,415 円 → は
．
数整理 → 8,410 円 

    8,410 円＋660 円＋2,300 円 ＝ 11,370 円 

    往路 8,880 円＋復路 11,370 円 ＝  20,250 円  

 

ｃ． 往路 大宮―青森間の営業キロに対する運賃 

    9,870 円 

 復路 青森―大宮間のＪＲ区間を通算した営業キロに対する運賃に、青い森鉄道と IGR いわて銀 

   河鉄道の運賃を合算した運賃。 

    9,350 円＋660 円＋2,300 円 ＝ 12,310 円 

    往路 9,870 円＋復路 12,310 円 ＝  22,180 円  

 

ｄ． 往路 大宮―青森間の営業キロに対する運賃 

    9,870 円 

 復路 それぞれの区間の運賃を合算した運賃。 

    1,620 円＋660 円＋2,300 円＋7,980 円 ＝ 12,560 円 

    往路 9,870 円＋復路 12,560 円 ＝  22,430 円  
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問 25．10 月１日乗車の熱海～品川間を東海道新幹線経由とした片道乗車券の券面中  （ア）  ～  

 （ウ）  に入る組合せのうち、正しいものはどれか。 

 

〔行程〕 

 東海道新幹線  

熱海 ――――――――――――――――――――― 品川 

 営業キロ 97.8km  

 

（注１） 東海道新幹線 東京―熱海間は東京近郊区間に含まれない。 

（注２） 品川は東京山手線内に属する駅であり、東京～品川間の営業キロは 6.8km である。 

熱海 ――――――――――――― 品川 ------- 東京  

 営業キロ 97.8km  営業キロ 6.8km   

 

本州内ＪＲ３社幹線用普通旅客運賃表 

営業キロ 片道運賃 

 91～100km 1,620 円 

101～120km 1,890 円 

 

 

（注） ＊＊は設問上伏せてある。 

 

 （ア） （イ） （ウ） 

ａ． 品川 １日間 1,620 

ｂ． 品川 ２日間 1,890 

ｃ．  山  東京山手線内 １日間 1,890 

ｄ．  山  東京山手線内 ２日間 1,890 
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問 26． 次の行程のうち、乗継駅で途中下車しないで同日中に乗り継ぐ場合、特急料金を通しで計算できな

いものはどれか。 

 

〔行程〕 

  特急「フレッシュひたち号」  特急「スーパーひたち号」  

ａ． 土浦 ――――――――――― 水戸 ――――――――――― いわき 

 

  特急「はしだて号」  特急「北近畿号」  

ｂ． 京都 ――――――――――― 福知山 ――――――――――― 城崎 

 

  特急「しおかぜ号」  特急「宇和海号」  

ｃ． 岡山 ――――――――――― 松山 ――――――――――― 宇和島 

 

  特急「ソニック号」  特急「にちりん号」  

ｄ． 博多 ――――――――――― 大分 ――――――――――― 宮崎 
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問 27． 大人１人が 10 月１日に次の行程を名古屋駅の改札口を出ないで、全区間グリーン車を利用した場

合のグリーン料金算出方法で正しいものはどれか。 

 

〔行程〕 

 「つばさ 110 号」  「のぞみ 21 号」  「こだま 417 号」  

新庄 ―――― （福島） ―――― 東京 ――――――― 名古屋 ――――――― 岐阜羽島 

 9:44      13:24 13:50   15:33 15:48   16:00   

  グリーン車指定席  

           

 営業キロ 421.4km 営業キロ 396.3km 

     

 営業キロ 148.6km 営業キロ 272.8km 営業キロ 396.3km 

     

 営業キロ 421.4km 営業キロ 366.0km 営業キロ 30.3km 

     

 営業キロ 148.6km 営業キロ 272.8km 営業キロ 366.0km 営業キロ 30.3km 

     

 

営業キロ 100km まで 200km まで 300km まで 301km 以上 

東北・山形新幹線のグリーン料金 1,000 円 2,000 円 3,000 円 4,000 円 

 

営業キロ 100km まで 200km まで 400km まで 

東海道新幹線のグリーン料金 1,240 円 2,670 円 4,000 円 

 

ａ． 4,000 円＋4,000 円＝  8,000 円  

ｂ． 2,000 円＋3,000 円＋4,000 円＝  9,000 円  

ｃ． 4,000 円＋4,000 円＋1,240 円＝  9,240 円  

ｄ． 2,000 円＋3,000 円＋4,000 円＋1,240 円＝  10,240 円  
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問 28． 母親が４歳と３歳のふたりの幼児を連れて寝台特急列車の２人用個室を利用する場合に必要とされ

る運賃、特急料金および寝台料金の組合せのうち、正しいものはどれか。 

 

 運賃 特急料金 寝台料金 

ａ． 大人１人分 大人２人分 ２人分 

ｂ． 大人１人分＋小児１人分 大人２人分 ２人分 

ｃ． 大人１人分 大人１人分＋小児１人分 ２人分 

ｄ． 大人１人分＋小児１人分 大人１人分＋小児１人分 ２人分 

 

問 29． 次の行程を乗車する場合、下線を付した列車に乗継割引が適用される組合せとして正しいものはど

れか。 

 

〔行程〕 

 特急「日本海３号」          

10 月１日 大阪          

     20:17  特急「白鳥３号」  特急「スーパー北斗 13 号」    

10 月２日 青森 函館 札幌 

    11:51 12:17    14:19 14:26    17:48  

 

○：乗継割引適用 

×：乗継割引不適用 

 特急「白鳥３号」 特急「スーパー北斗 13 号」 

ａ． ○ ○ 

ｂ． × ○ 

ｃ． ○ × 

ｄ． × × 
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問 30． 特別企画乗車券の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

ａ． 「フルムーン夫婦グリーンパス・シルバー用」は、夫婦がともに満 70 歳以上でなければ利用でき

ない。 

ｂ． 「ジパング倶楽部」個人会員は、日本在住の満 65 歳以上の男性及び満 60 歳以上の女性であれば

入会できる。 

ｃ． 「レール＆レンタカー」を３名で利用する場合、レンタカーの運転者１名のみが旅客運賃・料金

の割引を受けられる。 

ｄ． 「青春 18 きっぷ」で普通車指定席を利用する場合は、座席指定券のほか乗車券が必要である。 

 

問 31． ＪＲ券の払いもどしに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

ａ． 旅行開始前で、かつ、有効期間内（有効期間の開始日前を含む。）の往復乗車券の払いもどし手

数料は、210 円である。 

ｂ． 指定席特急券を乗車日の２日前に払いもどす場合の払いもどし手数料は、券面特急料金の３割相

当額（は
．
数整理）である。 

ｃ． ４人用グリーン個室を２人で利用する「特急券・グリーン券（個）」を、出発日の３日前に払い

もどす場合、320 円×４人分＝1,280 円が払いもどし手数料となる。 

ｄ． ２人用Ｂ寝台個室を２人で利用する「特急券・Ｂ寝台券」を出発日の３日前に払いもどす場合、

320 円×２名分＝640 円が払いもどし手数料となる。 

 

問 32． 次頁のＪＲ時刻表（交通新聞社発行）〔抜粋〕に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

ａ． エル特急「いしづち 28 号」に松山から乗車した場合、寝台特急「サンライズ瀬戸号」には、同日

中には乗り継ぐことができない。 

ｂ． 寝台特急「サンライズ瀬戸号」に乗車するためには、乗車券・特急券のほかに必ず寝台券が必要

である。 

ｃ． エル特急「しまんと８号」および快速「マリンライナー61 号」には、いずれもグリーン車指定席

がある。 

ｄ． 琴平 20 時 53 分発の高松行普通列車 1284M は、坂出で２本の特急列車に追い抜かれる。 
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