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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 8月 4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

者に対する法令試験の実施結果について 

 

 

 

 

平成 29年 7月 25日に実施した標記の結果について、別紙 1、別紙 2 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 57名

2.受験者数 57名

3.試験欠席者 0名

4.法令試験合格者数 54名

5.法令試験の合格点(大阪地域及び北摂地域) 41点以上（45点満点）

6.法令試験の合格点(上記以外) 36点以上（40点満点）

7.法令試験の最高点(大阪地域及び北摂地域) 45点

8.法令試験の最高点(上記以外) 40点

9.法令試験の最低点(大阪地域及び北摂地域) 35点

10.法令試験の最低点(上記以外) 34点

11.法令試験の平均点(大阪地域及び北摂地域) 43.8点、詳細は別紙2のとおり

12.法令試験の平均点(上記以外) 39.4点、詳細は別紙2のとおり

13.合格者名簿 別紙3のとおり



別紙2

１．全体

区域
試験申込
者数

受験者数 最高点 最低点 平均点
法令試験
合格者数

大阪地域 24名 24名 45点 35点 43.8点 23名
北摂地域 1名 1名 45点 45点 45.0点 1名
京都地域 19名 19名 40点 35点 39.6点 18名
神戸地域 10名 10名 40点 34点 39.0点 9名
姫路地域 1名 1名 40点 40点 40.0点 1名
奈良地域 0名 0名 - - - -
大津地域 2名 2名 40点 40点 40.0点 2名
和歌山地域 0名 0名 - - - -
大阪地域
及び北摂地域

25名 25名 45点 35点 43.8点 24名

上記以外 32名 32名 40点 34点 39.4点 30名

２．申請後試験

区域
試験申込
者数

受験者数 最高点 最低点 平均点
法令試験
合格者数

大阪地域 2名 2名 45点 45点 45.0点 2名
北摂地域 0名 0名 - - - -
京都地域 4名 4名 40点 40点 40.0点 4名
神戸地域 1名 1名 40名 40名 40.0点 1名
姫路地域 1名 1名 40名 40名 40.0点 1名
奈良地域 0名 0名 - - - -
大津地域 0名 0名 - - - -
和歌山地域 0名 0名 - - - -
大阪地域
及び北摂地域

2名 2名 45点 45点 45.0点 2名

上記以外 6名 6名 40点 40点 40.0点 6名

３．事前試験

区域
試験申込
者数

受験者数 最高点 最低点 平均点
法令試験
合格者数

大阪地域 22名 22名 45点 35点 44.0点 21名
北摂地域 1名 1名 45点 45点 45点 1名
京都地域 15名 15名 40点 35点 39.5点 14名
神戸地域 9名 9名 40点 34点 38.9点 8名
姫路地域 0名 0名 - - - -
奈良地域 0名 0名 - - - -
大津地域 2名 2名 40名 40名 40.0点 2名
和歌山地域 0名 0名 - - - -
大阪地域
及び北摂地域

23名 23名 45点 35点 43.7点 22名

上記以外 26名 26名 40点 34点 39.3点 24名



別紙3

整理番号 営業区域 合格者氏名

大1 大阪地域 青山　岳志
大2 大阪地域 中分　幸夫
大3 大阪地域 寺内　和彦
大5 大阪地域 盛　昭夫
大6 大阪地域 本野　勉
大7 大阪地域 門元　武志
大8 大阪地域 畔地　章司
大9 大阪地域 本間　幸廣

「大10 大阪地域 大城　創明
大11 大阪地域 山内　良次
大12 大阪地域 錦織　弘
大13 大阪地域 太田　順三
大14 大阪地域 高田　治郎
大15 大阪地域 児玉　勇次
大16 大阪地域 宮本　眞作
大17 大阪地域 浦野　励次郎
大18 大阪地域 秋丸　博文
大19 大阪地域 警島　一郎
大20 大阪地域 石原　章夫
大21 大阪地域 阿部　幹也
大22 大阪地域 稲葉　英幸
大23 大阪地域 竹村　健一
大24 大阪地域 大森　淳二
大201 北摂地域 松本　清
京301 京都地域 吉田　哲也
京302 京都地域 濵谷　嗣和
京303 京都地域 山薗　栄志
京304 京都地域 吉野　敏郎
京305 京都地域 足立　泰一郎
京306 京都地域 南　義輝
京307 京都地域 中野　和夫
京308 京都地域 永井　勘一
京309 京都地域 石田　龍一
京311 京都地域 金山　東造
京312 京都地域 包国　孝治
京313 京都地域 喜田　工
京314 京都地域 小林　光雄
京315 京都地域 柴田　一成
京316 京都地域 吉井　隆弘
京317 京都地域 安田　岳央
京318 京都地域 田中　也寸志
京319 京都地域 永野　忠昭
兵401 神戸地域 後藤　雅美
兵402 神戸地域 岩本　武
兵403 神戸地域 西　三四郎
兵404 神戸地域 里　盛夫
兵405 神戸地域 中村　淳
兵406 神戸地域 嶋津　智
兵407 神戸地域 山本　和也
兵408 神戸地域 大谷　満浩
兵409 神戸地域 森田　俊也
兵501 姫路地域 堂本　智紀
滋701 大津地域 森田　哲次
滋702 大津地域 大西　日出行


