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■公示第６７号（自動車交通部） 

 

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。）の 

許可等に係る事前試験の合格者について 

 

令和元年１２月２日 

 

北陸信越運輸局長 板崎 龍介 

 

「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。）の許可等に係る法令及び地理の

試験について」（平成１４年７月１日付け公示第２３号）に基づき、令和元年１１月２２日に実施した事

前試験合格者を下記のとおり発表する。 

 

記 

【法令及び地理】 

営業区域 合格者受験番号 

新潟交通圏 201911 新潟 02 

新潟交通圏 201911 新潟 05 

新潟交通圏 201911 新潟 07 

新潟交通圏 201911 新潟 08 

新潟交通圏 201911 新潟 09 

新潟交通圏 201911 新潟 10 

新潟交通圏 201911 新潟 11 

新潟交通圏 201911 新潟 12 

新潟交通圏 201911 新潟 13 

新潟交通圏 201911 新潟 15 

金沢交通圏 201911 金沢 01 

金沢交通圏 201911 金沢 02 

北陸信越運輸局報 
明日の交通・環境を創造します。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/ 

 
 

令和元年１２月１１日（水曜日）  第６０２号 

国土交通省 北陸信越運輸局                                 毎月３回（1 日・11 日・21 日発行） 
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金沢交通圏 201911 金沢 03 

金沢交通圏 201911 金沢 04 

富山交通圏 201911 富山 01 

富山交通圏 201911 富山 02 

富山交通圏 201911 富山 06 

松本交通圏 201911 松本 01 

 

 【法令のみ】 

営業区域 合格者受験番号 

新潟交通圏 201911 新潟 06 

新潟交通圏 201911 新潟 17 

富山交通圏 201911 富山 03 

富山交通圏 201911 富山 05 

 

１．個人タクシー事前試験結果 

【試験実施日：令和元年１１月２２日】 

  

法令試験 

（４０点満点） 

地理試験 

（４０点満点） 

受験者数 
２９人 

（うち法令のみ受験者５人） 

合格者数 ２２人 

最高点 ４０点 ４０点 

最低点 ２８点 ２４点 

平均点 ３７．１点 ３６．７点 

２．個人タクシー譲渡譲受申請後試験結果 

  

【試験実施日：令和元年１１月２２日】 

  

法令試験 

（４０点満点） 

地理試験 

（４０点満点） 

受験者数 
３人 

（うち地理試験免除者３人） 

合格者数 ３人 

最高点 ３９点  ― 

最低点 ３９点  ― 

平均点 ３９点  ― 
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■公示第６９号（自動車交通部） 

 

 道路運送法施行規則第５５条の規定により次のとおり公示する。 

 本件について意見聴取の申請をしようとするときは、公示の日から１０日以内に下記に掲げる事項を

記載した文書を当該申請事案を管轄する運輸支局長を経由し運輸局長あて提出されたい。 

 なお、郵送による申請の場合にあっては、消印が公示の日から１０日以内のものとする。 

 

記 

 

     １．申請者の氏名又は名称（住所並びに代表者の氏名省略） 

          ２．事案の件名及びその番号 

     ３．意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 

     ４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 

 

     令和元年１２月１１日 

 

北陸信越運輸局長  板崎 龍介 

 

  （事案の件名）   一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金設定認可申請 

事 案 番 号 
申請者の氏名又は名称 

（法人番号） 
運賃ブロック 

事  案  の  概  要 

運賃及び料金の種類 現  行 申  請 

別紙のとおり 

※別紙は５頁参照 

 

■一般貨物自動車運送事業（一般）の許可（自動車交通部） 

事業者名(法人番号) 代表者 許可年月日 主たる事務所の位置 
車両

数 

一誠運輸 株式会社 

(8220001021833) 

代表取締役 

坂田 誠 R 元.11.1 

石川県金沢市戸水二丁目３３

番地 
５ 

有限会社 中山器材産業 

(6220002016347) 

代表取締役 

中山 公子 R 元.11.21 

石川県河北郡内灘町字大根布

五丁目７２番地 
５ 

 

■一般貨物自動車運送事業（霊柩）の許可（自動車交通部） 

事業者名(法人番号) 代表者 許可年月日 主たる事務所の位置 
車両

数 

株式会社 柏善社 

(1110001017535) 

代表取締役 

横村 尚人 R 元.11.1 

新潟県柏崎市日吉町７番３５

号 
１ 

 

 

■自動車分解整備事業の認証（自動車技術安全部） 

認証番号 富認証第２８７号 

認証年月日 令和元年１２月２日 

事業者名 ハッピーアンドドリーム株式会社（法人番号 5230001003560） 

○ 許 認 可 等 
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事業場の名称 ハッピーアンドドリーム株式会社 フラット７富山センター店 

事業場の所在地 富山県富山市中市字法心田割１０番１ 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業、小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小型

三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結 

業務範囲の限定 なし 

 

■指定自動車整備事業の指定（自動車技術安全部） 

指定番号 北信指第４０１４１号 

指定年月日 令和元年１２月３日 

事業者名 藤沢自動車株式会社（法人番号 9220001000316） 

事業場の名称 藤沢自動車株式会社 

事業場の所在地 石川県金沢市間明町１丁目２５５番地 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

 

以 上 
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別  紙 

事案番号 
申請者の氏名又は名称 

（法人番号） 
運賃ブロック 

運賃及び料金の種

類 

事案の概要 

現行 

申請 

運行区間 車種区分 運賃額 
障がい者割引 

適用運賃額 

３１旅第１７７号 
新潟交通佐渡株式会社 

（7110001027652） 
新潟県Ｂ地区 

施設及びエリア 

にかかる定額運賃 
設定なし 

①両津港～金井地区 

特大車 ４，７００円 ４，２３０円 

中型車 ３，６００円 ３，２４０円 

小型車 ３，４００円 ３，０６０円 

②両津港～佐和田地区 

特大車 ６，７００円 ６，０３０円 

中型車 ５，１００円 ４，５９０円 

小型車 ４，８００円 ４，３２０円 

③両津港～相川地区 

特大車 １０，２００円 ９，１８０円 

中型車 ７，９００円 ７，１１０円 

小型車 ７，４００円 ６，６６０円 

④両津港～八幡地区 

特大車 ６，９００円 ６，２１０円 

中型車 ５，３００円 ４，７７０円 

小型車 ５，０００円 ４，５００円 

⑤両津港～新穂地区 

特大車 ４，５００円 ４，０５０円 

中型車 ３，５００円 ３，１５０円 

小型車 ３，２００円 ２，８８０円 

⑥両津港～真野地区 

特大車 ８，１００円 ７，２９０円 

中型車 ６，３００円 ５，６７０円 

小型車 ５，９００円 ５，３１０円 

⑦両津港～小木地区 

特大車 １７，８００円 １６，０２０円 

中型車 １３，８００円 １２，４２０円 

小型車 １２，７００円 １１，４３０円 

 


