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                    国土交通省 近畿運輸局 

 

問い合わせ先 

（所属）自動車交通部 旅客第二課 

（担当）内藤・吉川 

（電話）06-6949-6446 

                                                    平成 29年 12月 7日 

 

 

一般乗用旅客自動車運送事業（1 人 1 車制個人タクシーに限る。）許可等申請

者に対する法令及び地理試験の実施結果について 

 

 

 

 

平成 29年 11月 28日に実施した標記の結果について、別紙 1、別紙 2-1、別

紙 2-2、別紙 2-3及び別紙 3のとおり公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 配布先 

      陸運記者会 

  （ハイタク部会） 

 

 

 



別紙１

１．試験申込者数
179名

２．受験者数　※試験申込者数から試験欠席者（取下げ含む）を除いた数

168名

３．試験欠席者(取下げ含む)
11名

４．法令及び地理試験合格者数
139名

５．試験の合格点（全体）
(1) 法令試験

大阪地域･北摂地域 41点以上（45点満点）
上記以外 36点以上（40点満点）

(2) 地理試験 36点以上（40点満点）

６．最高点（全体）
(1) 法令試験

大阪地域 45点
北摂地域 44点
上記以外 40点

(2) 地理試験 40点

７．最低点（全体）
(1) 法令試験

大阪地域 34点
北摂地域 42点
上記以外 27点

(2) 地理試験 26点

８．平均点（全体）
(1) 法令試験

大阪地域 43.4点
北摂地域 43.0点
上記以外 38.9点

(2) 地理試験 37.3点

　※詳細は別紙2-1（全体）、別紙2-2（申請後試験）、別紙2-3（事前試験）のとおり

９．合格者名簿（別紙3のとおり）



別紙２－１

①全体
   法令及び地理試験合格者数 139名 地理試験免除者 44名

営業区域

大阪地域

北摂地域

上記以外

地理試験

　※地理試験受験者数は、申請後試験（地理試験免除者）及び事前試験（「法令のみ」選択者）を除いた数

　※地理試験免除者は、申請後試験（地理試験免除者）及び事前試験（「法令のみ」選択者）の合計数

②大阪地域    法令及び地理試験合格者数 70名 地理試験免除者 15名

試験申込者数

法令試験 99名

地理試験 81名

③北摂地域    法令及び地理試験合格者数 4名 地理試験免除者 1名

試験申込者数

法令試験 4名

地理試験 3名

④京都地域    法令及び地理試験合格者数 44名 地理試験免除者 15名

試験申込者数

法令試験 52名

地理試験 35名

⑤神戸地域    法令及び地理試験合格者数 20名 地理試験免除者 13名

試験申込者数

法令試験 23名

地理試験 10名

⑥大津地域    法令及び地理試験合格者数 1名 地理試験免除者 0名

試験申込者数

法令試験 1名

地理試験 1名

1名 40点 40点 40.0点

1名 38点 38点 38.0点

受験者数 最高点 最低点 平均点

受験者数 最高点 最低点 平均点

22名 40点 36点 38.5点

9名 39点 34点 36.9点

49名 40点 27点 39.1点

34名 40点 26点 37.2点

3名 40点 38点 39.3点

受験者数 最高点 最低点 平均点

受験者数 最高点 最低点 平均点

4名 44点 42点 43.0点

92名 45点 34点 43.4点

74名 40点 29点 37.2点

38.9点

受験者数 最高点 最低点 平均点

130名 121名 40点 26点 37.3点

43.4点

4名 4名 44点 42点 43.0点

試験申込者数 受験者数 最高点 最低点 平均点

法令試験

99名 92名 45点 34点

76名 72名 40点 27点



別紙２－２

①申請後試験
   法令及び地理試験合格者数 38名 地理試験免除者 13名

営業区域

大阪地域

北摂地域

上記以外

地理試験

※地理試験受験者数は、申請後試験（地理試験免除者）を除いた数

②大阪地域    法令及び地理試験合格者数 14名 地理試験免除者 3名

申請者数
法令試験 16名

地理試験 13名

③北摂地域    法令及び地理試験合格者数 0名 地理試験免除者 0名

申請者数
法令試験 0名

地理試験 0名

④京都地域    法令及び地理試験合格者数 14名 地理試験免除者 5名

申請者数
法令試験 17名

地理試験 10名

⑤神戸地域    法令及び地理試験合格者数 9名 地理試験免除者 5名

申請者数

法令試験 9名

地理試験 4名

⑥大津地域    法令及び地理試験合格者数 1名 地理試験免除者 0名

申請者数

法令試験 1名

地理試験 1名

1名 40点 40点 40.0点

1名 38点 38点 38.0点

4名 39点 38点 38.5点

受験者数 最高点 最低点 平均点

受験者数 最高点 最低点 平均点

9名 40点 38点 38.8点

15名 40点 38点 39.5点

10名 40点 35点 38.3点

0名 - - -

受験者数 最高点 最低点 平均点

受験者数 最高点 最低点 平均点
0名 - - -

15名 45点 42点 44.3点

12名 40点 31点 38.1点

39.2点

受験者数 最高点 最低点 平均点

28名 27名 40点 31点 38.3点

44.3点

0名 0名 - - -

申請者数 受験者数 最高点 最低点 平均点

法令試験

16名 15名 45点 42点

27名 25名 40点 38点



別紙２－３

①事前試験
   法令及び地理試験合格者数 101名 「法令のみ」選択者 31名

営業区域

大阪地域

北摂地域

上記以外

地理試験

※地理試験受験者数は、事前試験（「法令のみ」選択者）を除いた数

②大阪地域    法令及び地理試験合格者数 56名 「法令のみ」選択者 12名

申込者数
法令試験 83名

地理試験 68名

③北摂地域    法令及び地理試験合格者数 4名 「法令のみ」選択者 1名

申込者数
法令試験 4名

地理試験 3名

④京都地域    法令及び地理試験合格者数 30名 「法令のみ」選択者 10名

申込者数
法令試験 35名

地理試験 25名

⑤神戸地域    法令及び地理試験合格者数 11名 「法令のみ」選択者 8名

申込者数

法令試験 14名

地理試験 6名

⑥大津地域    法令及び地理試験合格者数 0名 「法令のみ」選択者 0名

申込者数

法令試験 0名

地理試験 0名

0名 - - -

0名 - - -

13名 40点 36点 38.2点

5名 37点 34点 35.6点

受験者数 最高点 最低点 平均点

受験者数 最高点 最低点 平均点
34名 40点 27点 38.9点

24名 40点 26点 36.8点

受験者数 最高点 最低点 平均点

3名 40点 38点 39.3点

4名 44点 42点 43.0点

77名 45点 34点 43.0点

62名 40点 29点 37.0点

受験者数 最高点 最低点 平均点

38.7点

102名 94名 40点 26点 36.6点

44点 42点 43.0点

申込者数 受験者数 最高点 最低点 平均点

法令試験

83名 77名 45点

受験者数 最高点 最低点

49名 47名 40点 27点

34点

平均点

43.0点

4名 4名



別紙３

整理番号 氏名 整理番号 氏名 整理番号 氏名

大1 佐々木　義昌 大2 義澤　幸洋 大3 小林　茂

大4 谷　弘 大5 黒葛原　大樹 大7 白小路　直

大8 鎌倉　誠 大9 土橋　政仁 大10 山ノ井　孝充

大12 中野　哲雄 大13 磯﨑　勝男 大14 岡田　信義

大15 森　輝 大16 鳥越　伸一 大17 藤田　勝好

大18 山﨑　博 大20 渡邊　康雄 大23 新川　耕生

大25 藤田　友明 大26 井上　慎太郎 大27 熊野　井二

大28 渡部　信次 大29 野宮　由行 大30 山本　真由美

大31 吉野　新一 大32 樋口　惠一 大33 片山　則章

大34 平田　利明 大35 吉川　敏行 大36 戸澤　正雄

大37 橋本　貴司 大38 尾谷　孝博 大39 宇都宮　惠一

大41 佐野　勝重 大42 北口　貴次 大46 高田　清

大47 上田　和延 大48 小林　健兒 大51 松尾　春樹

大55 木本　満 大56 山本　壽一 大57 北田　博幸

大58 阪口　修司 大59 岩本　英明 大60 木下　晃一

大61 南田　康司 大62 西村　晃治 大64 玉置　勝典

大66 久保岡　健吏 大67 稲垣　真吾 大68 外薗　嘉治

大69 串岡　敏弘 大70 国本　明三 大73 今村　明彦

大75 磯﨑　泰造 大76 上野　良一 大80 辻井　宏司

大81 中田　保彦 大82 今井　雅義 大83 稲川　信雄

大85 佐竹　茂一 大86 吉田　寿彦 大87 木村　剛

大88 吉高　博行 大90 逢坂　知史 大91 細井　隆矢

大93 澤井　浩一 大95 常本　勝則 大97 宮下　辰也

大98 石山　哲也

合格者名簿

◎大阪地域
大阪市、豊中市、吹田市、守口市、門真市、東大阪市、八尾市、堺市（ただし、平成１
７年２月１日に編入された旧南河内郡美原町の区域を除く。）及び大阪国際空港（池田
市のうち空港区域に限る。）



別紙３

合格者名簿

整理番号 氏名 整理番号 氏名 整理番号 氏名

大201 妹尾　世四輝 大202 枇杷　克尚 大203 藤本　浩介

大204 岡田　正幸

◎北摂地域
池田市、箕面市、茨木市、高槻市、摂津市、三島郡及び大阪国際空港（豊中市のうち空
港区域に限る。）



別紙３

合格者名簿

整理番号 氏名 整理番号 氏名 整理番号 氏名

京301 志賀　季治 京302 廣田　猛 京305 山下　雅之

京306 福田　義人 京307 西村　健一 京308 坂井　日吉

京309 妹背　十四夫 京310 澤　吉夫 京311 長岡　賢二

京312 埜口　峰英 京313 前田　喜弘 京314 宮東　五十二

京315 山田　慎一 京316 平川　俊行 京318 藤堂　竜一

京319 青柳　昌史 京320 林　憲治 京321 赤松　眞司

京322 大澤　貴司 京323 日野　稔 京325 葛和　廣之

京326 森本　健史 京327 藤谷　浩之 京329 河島　聡

京330 松下　雄二 京331 岡田　信重 京333 森長　達也

京334 井上　秀行 京336 松本　誠司 京337 酒井　修

京338 安達　義明 京339 荒砂　政彦 京340 今江　匡伸

京341 円玉　秀幸 京342 小林　吉晃 京343 堺　恵一

京344 谷口　聖治 京345 西村　剛士 京346 日髙　順子

京347 廣野　知彦 京348 南　榮吉 京349 吉川　清次

京350 吉田　誠一 京351 米谷　之男

◎京都地域
京都市（ただし、平成17年4月1日に編入された旧北桑田郡京北町の区域を除く。）、向
日市、長岡京市、宇治市、八幡市、城陽市、京田辺市、乙訓郡及び久世郡



別紙３

合格者名簿

整理番号 氏名 整理番号 氏名 整理番号 氏名

兵401 井上　康裕 兵402 杉岡　保明 兵403 三浦　真司

兵404 米田　金次 兵405 宮向　光治 兵406 西村　昭男

兵407 伊藤　彰啓 兵408 鈴木　昌俊 兵409 浦島　和彦

兵410 松岡　昭久 兵411 清水　稔夫 兵412 中根　康博

兵414 吉村　博志 兵416 桝谷　繁久 兵417 小島　嘉二

兵418 住田　弘樹 兵419 山端　洋彰 兵420 當　勝久

兵421 山田　昭弘 兵422 池田　正行

◎神戸地域
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、明石市及び川辺郡



別紙３

合格者名簿

整理番号 氏名

滋701 杉江　正弘

◎大津地域
大津市


