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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）田中・明石 

（電話）06-6949-6446 

                                                    令和 4 年 3 月 29 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 

 

 

 

 

令和 4 年 3 月 22 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 52名

3.試験欠席者 5名

4.法令試験合格者数 50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) 36点

10.法令試験の最低点(上記以外) 36点

11.法令試験の平均点(大阪地域及び北摂地域) 43.6点、詳細は別紙2のとおり

12.法令試験の平均点(上記以外) 39.2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 26名 22名 45点 36点 43.5点 20名
北摂地域 1名 1名 45点 45点 45.0点 1名
京都地域 18名 18名 40点 36点 39.3点 18名
神戸地域 12名 11名 40点 37点 39.0点 11名
姫路地域 0名 0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

27名 23名 45点 36点 43.6点 21名

上記以外 30名 29名 40点 36点 39.2点 29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 0名 0名 - - - -
神戸地域 6名 5名 40点 38点 39.2点 5名
姫路地域 0名 0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 5名 40点 38点 39.2点 5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 24名 20名 45点 36点 43.0点 18名
北摂地域 1名 1名 45点 45点 45点 1名
京都地域 18名 18名 40点 36点 39.3点 18名
神戸地域 6名 6名 40点 37点 38.8点 6名
姫路地域 0名 0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

25名 21名 45点 36点 43.5点 19名

上記以外 24名 24名 40点 36点 39.2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 中島　景久
大2 大阪地域 伊藤　嘉伸
大3 大阪地域 梁　成久
大5 大阪地域 森山　嘉亮
大6 大阪地域 東原　利通
大7 大阪地域 稲垣　俊彦
大8 大阪地域 光本　雅博
大9 大阪地域 福間　基之
大10 大阪地域 林　博美
大12 大阪地域 上田　雅司
大13 大阪地域 松岡　利和
大14 大阪地域 木村　憲生
大15 大阪地域 駒澤　昌和
大16 大阪地域 深谷　敏成 　
大19 北摂地域 山口　益治
大20 大阪地域 山本　健太
大21 大阪地域 金城　幸博
大23 大阪地域 西元　久樹
大24 大阪地域 大橋　雄二
大25 大阪地域 塩谷　登
大26 大阪地域 時田　大輔
京301 京都地域 古田　健一
京302 京都地域 足利　和彦
京303 京都地域 山口　波留美
京304 京都地域 伊達　純
京305 京都地域 樋口　哲
京306 京都地域 辻井　照和
京307 京都地域 筒井　聡
京308 京都地域 小林　久
京309 京都地域 伊藤　義明
京310 京都地域 濱口　栄三
京311 京都地域 羽田　勝彦
京312 京都地域 村上　明
京313 京都地域 竹内　靖
京314 京都地域 中西　昭史
京315 京都地域 川村　真
京316 京都地域 近藤　洋士
京317 京都地域 髙井　文男
京318 京都地域 後藤　宏章
兵401 神戸地域 國眼　恒雄
兵402 神戸地域 山口　利治
兵403 神戸地域 峯下　志信
兵404 神戸地域 丸田　孝幸
兵405 神戸地域 畑中　清孝
兵406 神戸地域 高野　銖国
兵407 神戸地域 福本　智
兵408 神戸地域 難波　勝久
兵409 神戸地域 橋中　久高
兵410 神戸地域 藤田　大輔
兵411 神戸地域 世良　広時


