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公示第１２号 

  
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について 

 
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。）の許可申請等をする前の者を対象と

する事前試験について、下記のとおり実施することとしたので公示する。 
   

令和３年６月９日 
                        北陸信越運輸局長 野津 真生 
 

記 
 
１．試 験 日  令和３年７月２６日（月） 
２．時 間    受付    １３時００分～１３時２０分 
         試験（法令）１３時３０分～１４時２０分 
３．試験場所 

申請営業区域 試 験 会 場 
新潟交通圏 新潟運輸支局会議室 
金沢交通圏 石川運輸支局本庁舎会議室 

４． 受験資格者  
「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２５号）Ⅱ．１．に該当する者 
 
 
 
 
 
 
 

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 ３年 ６月２１日（月曜日）  第６４９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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公  示 

公示第１３号 

 

 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３年６月２１日 

 

北陸信越運輸局長  野津 真生 

 

（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変更認可申請 

 

※別添はＰ１１参照 

 

 

 
■自動車特定整備事業の認証（自動車技術安全部） 

認証番号 新認証第４２０号 

認証年月日 令和２年７月１０日 

事業者名 有限会社 晴海運輸サービス（法人番号 6110002029789） 

事業場の名称 有限会社 晴海運輸サービス 

事業場の所在地 新潟県長岡市浦字番城塚２１４番地１１ 

対象とする自動車の種類 

普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車、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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（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 

 

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 

３旅第１号 

株式会社アサヒタクシ

ー 

（2110001026122） 新潟県 

Ｂ地区 
一括定額運賃 設定なし  概要は別添のとおり 

３旅第２号 

ゆざわ魚沼タクシー株

式会社 

(4110001026186) 

○ 許 認 可 等 
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認証番号 新認証第４２１号 

認証年月日 令和２年７月２７日 

事業者名 塚本 仁 

事業場の名称 フリーメーカー 

事業場の所在地 新潟県北蒲原郡聖籠町大字藤寄１９２１番地１ 

対象とする自動車の種類 

普通自動車（中型）、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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（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 

 

認証番号 新認証第４２２号 

認証年月日 令和２年７月３１日 

事業者名 株式会社仲又鈑金（法人番号 2110001029554） 

事業場の名称 株式会社仲又鈑金 

事業場の所在地 新潟県南魚沼市四十日８９１番地 

対象とする自動車の種類 普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、軽自動車 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（操縦、制動、緩衝） 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 新認証第４２３号 

認証年月日 令和２年１０月６日 

事業者名 新井電機株式会社（法人番号 1110001018772） 

事業場の名称 新井電機株式会社 

事業場の所在地 新潟県上越市石橋２丁目２８２８番地 

対象とする自動車の種類 
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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（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 

 

認証番号 新認証第４２４号 

認証年月日 令和２年１０月３０日 

事業者名 山本 光好 

事業場の名称 かずみや鈑金塗装工業 

事業場の所在地 新潟県新潟市西区山崎字下り１１８８番地６ 

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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（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 

 

認証番号 新認証第４２５号 

認証年月日 令和３年２月１７日 

事業者名 株式会社東北安全ガラス（法人番号 4410001001935） 

事業場の名称 株式会社東北安全ガラス 新潟営業所 

事業場の所在地 新潟県新潟市中央区神道寺１丁目５番２８号 

対象とする自動車の種類 

普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、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 

対象とする整備及び装置の種類 電子制御装置整備（運行補助） 
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業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 新認証第４２６号 

認証年月日 令和３年２月１７日 

事業者名 株式会社大久保自動車硝子（法人番号 5110001000834） 

事業場の名称 株式会社大久保自動車硝子 

事業場の所在地 新潟県新潟市中央区堀之内字浦沢４２番１０ 

対象とする自動車の種類 

普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、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 

対象とする整備及び装置の種類 電子制御装置整備（運行補助） 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 新認証第４２７号 

認証年月日 令和３年２月１７日 

事業者名 滝澤 一也 

事業場の名称 滝澤自動車 

事業場の所在地 新潟県糸魚川市大字桂字下川原５５３番地 

対象とする自動車の種類 

普通自動車（中型）、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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（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 

 

認証番号 新認証第４２８号 

認証年月日 令和３年２月１７日 

事業者名 熊谷 安弘 

事業場の名称 熊谷自動車 

事業場の所在地 新潟県三条市芹山字下田５６１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、小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（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 

 

認証番号 新認証第４２９号 

認証年月日 令和３年２月１８日 

事業者名 栗田 克美 

事業場の名称 輪太屋商会 

事業場の所在地 新潟県上越市頸城区松橋字砂原４９１番地２２ 

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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（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 

 

認証番号 新認証第４３０号 

認証年月日 令和３年２月１８日 

事業者名 有限会社小林車体（法人番号 7110002029739） 

事業場の名称 有限会社小林車体 

事業場の所在地 新潟県長岡市飯塚字前田２１８５番地６ 
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対象とする自動車の種類 

普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、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 

対象とする整備及び装置の種類 電子制御装置整備（運行補助） 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 新認証第４３１号 

認証年月日 令和３年２月１８日 

事業者名 山本 宏 

事業場の名称 山本モータース 

事業場の所在地 新潟県新潟市東区小金町一丁目９３番５ 

対象とする自動車の種類 小型二輪自動車 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結） 

業務範囲の限定 軽油を燃料とする原動機を除く 

 

認証番号 新認証第４３２号 

認証年月日 令和３年２月１９日 

事業者名 有限会社トレックス（法人番号 5110002009189） 

事業場の名称 有限会社トレックス 

事業場の所在地 新潟県新潟市西蒲区曽根字大田１５５５番地 

対象とする自動車の種類 
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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（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 

 

認証番号 新認証第４３３号 

認証年月日 令和３年３月５日 

事業者名 有限会社渡部商事（法人番号 9110002007180） 

事業場の名称 有限会社渡部商事 鈑金塗装部 

事業場の所在地 新潟県新潟市西区小針６丁目７１番２５号 

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 

対象とする整備及び装置の種類 電子制御装置整備（運行補助） 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 新認証第４３４号 

認証年月日 令和３年３月５日 

事業者名 近藤 治樹 

事業場の名称 コンドウカーサービス 

事業場の所在地 新潟県新潟市南区鍋潟字浦３７３番地２ 

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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（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 

 

認証番号 新認証第４３５号 

認証年月日 令和３年３月１９日 

事業者名 カズオート株式会社（法人番号 1110001008740） 

事業場の名称 カズオート株式会社 
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事業場の所在地 新潟県新潟市西区内野上新町１２６８１番地３ 

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 

対象とする整備及び装置の種類 電子制御装置整備（運行補助） 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 新認証第４３６号 

認証年月日 令和３年３月１９日 

事業者名 有限会社吉田自動車ガラス（法人番号 1110002017757） 

事業場の名称 有限会社吉田自動車ガラス 新潟営業所 

事業場の所在地 新潟県新潟市西区緒立流通２丁目５番１の内 

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 

対象とする整備及び装置の種類 電子制御装置整備（運行補助） 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 新認証第４３７号 

認証年月日 令和３年４月１４日 

事業者名 株式会社ＩＴＩ（法人番号 2110001009969） 

事業場の名称 株式会社ＩＴＩ 

事業場の所在地 新潟県新潟市西蒲区押付字浦田１１４３番１ 

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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（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 

 

認証番号 新認証第４３８号 

認証年月日 令和３年４月１４日 

事業者名 株式会社ゼロ・クラブ（法人番号 7110002016448） 

事業場の名称 株式会社ゼロ・クラブ 

事業場の所在地 新潟県新発田市切梅字川向１７１番地１ 

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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（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 

 

認証番号 新認証第４３９号 

認証年月日 令和３年４月２１日 

事業者名 株式会社ビッグモーター（法人番号 9250001011590） 

事業場の名称 ビッグモーター新潟店 

事業場の所在地 新潟県新潟市中央区美咲町１丁目６６４番３４４ 

対象とする自動車の種類 

普通自動車（中型）、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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（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 

 

認証番号 新認証第４４０号 

認証年月日 令和３年４月２３日 
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事業者名 白川塗装株式会社（法人番号 8110001002679） 

事業場の名称 白川塗装株式会社 

事業場の所在地 新潟県新潟市中央区竜が島一丁目３番７号 

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 

対象とする整備及び装置の種類 電子制御装置整備（運行補助） 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 新認証第４４１号 

認証年月日 令和３年４月２３日 

事業者名 株式会社新潟オートガラス（法人番号 1110001033235） 

事業場の名称 株式会社新潟オートガラス 

事業場の所在地 新潟県新潟市東区榎町１８番地４ 

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 

対象とする整備及び装置の種類 電子制御装置整備（運行補助） 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 新認証第４４２号 

認証年月日 令和３年４月２３日 

事業者名 海津 和春 

事業場の名称 ボディーショップ海津 

事業場の所在地 新潟県新潟市北区木崎字尾山前８７０番地１ 

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 

対象とする整備及び装置の種類 電子制御装置整備（運行補助） 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 新認証第４４３号 

認証年月日 令和３年４月２３日 

事業者名 有限会社野口板金塗装（法人番号 7110002005153） 

事業場の名称 有限会社野口板金塗装 

事業場の所在地 新潟県新潟市北区新崎１１１番地１８ 

対象とする自動車の種類 
普通自動車（中型）、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 

対象とする整備及び装置の種類 電子制御装置整備（運行補助） 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 新認証第４４４号 

認証年月日 令和３年４月２３日 

事業者名 平野 良幸 

事業場の名称 ガレージ３９ 

事業場の所在地 新潟県長岡市要町１丁目５番２５号 

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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（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 
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認証番号 新認証第４４５号 

認証年月日 令和３年６月８日 

事業者名 
株式会社オートリペアオオサキ 

（法人番号 8110001025977） 

事業場の名称 株式会社オートリペアオオサキ 

事業場の所在地 新潟県長岡市巻渕４丁目１７４７番地３ 

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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（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 

 

 

認証番号 長認証第５０８号 

認証年月日 令和３年５月２７日 

事業者名 株式会社辰巳商会（法人番号 7100001013521） 

事業場の名称 株式会社辰巳商会 

事業場の所在地 長野県松本市大字和田字南西原３９６７番地２２ 

対象とする自動車の種類 

普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

大型特殊自動車、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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（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 

 

認証番号 長認証第５０９号 

認証年月日 令和３年６月８日 

事業者名 
株式会社立石コーポレーション 

（法人番号 4100001015677） 

事業場の名称 ルネッサ伊那福島店 

事業場の所在地 長野県伊那市福島１５０番地１ 

対象とする自動車の種類 
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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（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 

 

認証番号 長認証第５１０号 

認証年月日 令和３年６月８日 

事業者名 株式会社丸運工業（法人番号 1100001022767） 

事業場の名称 株式会社丸運工業整備工場 

事業場の所在地 長野県飯田市松尾明７７４４番地 

対象とする自動車の種類 

普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車、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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（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 

 

認証番号 富認証第２９８号 

認証年月日 令和３年５月１０日 

事業者名 有限会社 ＢＯＤＹ ＨＯＵＳＥ（法人番号 2230002005732） 

事業場の名称 有限会社 ＢＯＤＹ ＨＯＵＳＥ 
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事業場の所在地 富山県富山市本郷町２５８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、小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結） 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 富認証第２９９号 

認証年月日 令和３年５月１０日 

事業者名 池原 大和 

事業場の名称 池原サービス 

事業場の所在地 富山県黒部市沓掛字道上割３１３３番１ 

対象とする自動車の種類 

普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車、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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（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 

 

認証番号 富認証第３００号 

認証年月日 令和３年５月１９日 

事業者名 有限会社 オートランド小矢部（法人番号 6230002009993） 

事業場の名称 有限会社 オートランド小矢部 

事業場の所在地 富山県小矢部市道林寺３１０番１ 

対象とする自動車の種類 

普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、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 

対象とする整備及び装置の種類 電子制御装置整備（運行補助） 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 富認証第３０１号 

認証年月日 令和３年６月３日 

事業者名 有限会社パブリックオート高橋（法人番号 5230002009391） 

事業場の名称 有限会社パブリックオート髙橋 

事業場の所在地 富山県砺波市十年明８番 

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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（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 

 

認証番号 石認証第４５９号 

認証年月日 令和３年６月８日 

事業者名 三島石油株式会社（法人番号 4220001012472） 

事業場の名称 三島石油株式会社スマイルカーケアスタジオ２ 

事業場の所在地 石川県小松市問屋町５７番 

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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備（動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝） 

業務範囲の限定 なし 
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■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１０２５９号 

指定年月日 令和３年６月１５日 

事業者名 株式会社ホンダオート新発田（法人番号 7110001012910） 

事業場の名称 Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ 下越中央 新津店 

事業場の所在地 新潟県新潟市秋葉区滝谷町２番１９号 

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

二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

 

 

 

以 上 



（別添）

新潟県南魚沼郡湯沢町における一括定額運賃設定

設定するコース 設定する運賃種別 発売上限冊数 乗降可能場所

週４回券 8,440 円 ２０冊

月１２回券 25,320 円 ５冊

週４回券 8,440 円 ２０冊

月１２回券 25,320 円 ５冊

（注意）

※適用期間　令和３年７月１６日～同年９月１２日

※ＴＣとは、岩原ＴＣのことである。

（２）TCより３ｋｍ以上のエリアについては途中乗降を可能とする。但し、途中乗降を行った場合も運賃額は同額とする。

（ただし、フジロックフェスティバル開催日及び前後の日を含め、令和３年８月１９日～同月２３日までは適用しない。フジロックフェスティバル
の開催が中止又は短縮されたときはその期間に合わせて適用期間を変更する。）

（１）発売上限冊数は実証実験期間中の最大販売冊数を表す。

（３）所定期間終了後利用残枚数があっても払い戻しは行わない。

設定する運賃額

TC～土樽間
TCより３ｋｍ以上～土樽間のエ
リア

TC～旭原間
TCより３ｋｍ以上～旭原間のエ
リア
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