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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 3 年 11 月 26 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 

 

 

 

 

令和 3 年 11 月 16 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
226名

２．受験者数
218名

３．試験欠席者
8名

４．合格者数 186名
法令及び地理 145名
法令のみ 41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 45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 32点
北摂地域 41点
上記以外 24点

(2) 地理試験 20点

８．平均点（全体）
(1) 法令試験

大阪地域 43.3点
北摂地域 44.0点
上記以外 38.9点

(2) 地理試験 37.5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）

（内訳）



別紙２－１

①全体
   法令及び地理試験合格者数 186名 （内、 地理試験免除者 41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 103名 （内、 地理試験免除者 20名

試験申込者数

法令試験 131名

地理試験 105名

③北摂地域    法令及び地理試験合格者数 5名 （内、 地理試験免除者 5名

試験申込者数

法令試験 5名

地理試験 0名

④京都地域    法令及び地理試験合格者数 58名 （内、 地理試験免除者 10名

試験申込者数

法令試験 66名

地理試験 56名

⑤神戸地域    法令及び地理試験合格者数 19名 （内、 地理試験免除者 5名

試験申込者数

法令試験 22名

地理試験 17名

⑥奈良地域    法令及び地理試験合格者数 1名 （内、 1名

試験申込者数

法令試験 1名

地理試験 0名

⑦大津地域    法令及び地理試験合格者数 0名 （内、 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

0名 - - -

地理試験免除者

受験者数 最高点 最低点 平均点

1名 40点 40点 40.0点

法令試験

131名 127名 45点 32点

90名 86名 40点 24点

試験申込者数 受験者数 最高点 最低点 平均点

43.3点

5名 5名 45点 41点 44.0点

38.9点

受験者数 最高点 最低点 平均点

179名 171名 40点 20点 37.5点

127名 45点 32点 43.3点

101名 40点 20点 37.0点

受験者数 最高点 最低点 平均点

5名 45点 41点 44.0点

0名 - - -

受験者数 最高点 最低点 平均点

62名 40点 34点 39.0点

52名 40点 24点 38.8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 24点 38.7点

17名 40点 21点 37.3点

1名 37点 37点 37.0点

1名 25点 25点 25.0点



別紙２－２

①申請後試験
   法令及び地理試験合格者数 21名 （内、 地理試験免除者 4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 7名 （内、 地理試験免除者 2名

申請者数
法令試験 7名

地理試験 5名

③北摂地域    法令及び地理試験合格者数 0名 （内、 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 9名 （内、 地理試験免除者 2名

申請者数
法令試験 10名

地理試験 7名

⑤神戸地域    法令及び地理試験合格者数 5名 （内、 地理試験免除者 0名

申請者数

法令試験 5名

地理試験 5名

⑥奈良地域    法令及び地理試験合格者数 0名 （内、 0名

申請者数

法令試験 0名

地理試験 0名

⑦大津地域    法令及び地理試験合格者数 0名 （内、 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

平均点

0名 - - -

法令試験

7名 7名 45点 43点

15名 14名 40点 36点

申請者数 受験者数 最高点 最低点 平均点

44.6点

0名 0名 - - -

39.4点

受験者数 最高点 最低点 平均点

17名 17名 40点 37点 39.1点

7名 45点 43点 44.6点

5名 40点 38点 39.2点

受験者数 最高点 最低点 平均点
0名 - - -

0名 - - -

受験者数 最高点 最低点 平均点
9名 40点 36点 39.2点

7名 40点 37点 38.6点

受験者数 最高点 最低点 平均点

5名 40点 39点 39.8点

5名 40点 39点 39.8点

受験者数 最高点 最低点 平均点

0名 - - -

地理試験免除者

受験者数 最高点 最低点

0名 - - -

0名 - - -



別紙２－３

①事前試験
   法令及び地理試験合格者数 165名 （内、 「法令のみ」選択者 37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 96名 （内、 「法令のみ」選択者 18名

申込者数
法令試験 124名

地理試験 100名

③北摂地域    法令及び地理試験合格者数 5名 （内、 「法令のみ」選択者 5名

申込者数
法令試験 5名

地理試験 0名

④京都地域    法令及び地理試験合格者数 49名 （内、 「法令のみ」選択者 8名

申込者数
法令試験 56名

地理試験 49名

⑤神戸地域    法令及び地理試験合格者数 14名 （内、 「法令のみ」選択者 5名

申込者数

法令試験 17名

地理試験 12名

⑥奈良地域    法令及び地理試験合格者数 1名 （内、 「法令のみ」選択者 1名

法令試験 1名

地理試験 0名

⑦大津地域    法令及び地理試験合格者数 0名 （内、 「法令のみ」選択者 0名

申込者数

法令試験 1名

地理試験 1名

0名 - - -

申込者数 受験者数 最高点 最低点 平均点

1名 40点 40点 40.0点

法令試験

124名 120名 45点

受験者数 最高点 最低点

75名 72名 40点 24点

32点

平均点

43.2点

5名 5名 45点 41点 44.0点

申込者数 受験者数 最高点 最低点 平均点

38.6点

162名 154名 40点 20点 36.1点

5名 45点 41点 44.0点

120名 45点 32点 43.2点

96名 40点 20点 36.9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

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
53名 40点 34点 39.0点

45名 40点 24点 38.9点

17名 40点 24点 38.4点

12名 40点 21点 36.3点

1名 37点 37点 37.0点

1名 25点 25点 25.0点



別紙３

整理番号 氏名 整理番号 氏名 整理番号 氏名

大2 藤原　吉成 大30 新谷　孝司 大61 湯川　彰

大3 塚崎　千賀子 大31 藤戸　則之 大62 山口　和人

大6 杉森　英人 大32 上阪　等 大63 坂本　兼吾

大7 坂口　司 大36 藤井　亮宣 大64 横田　保幸

大8 楠　和弘 大37 北大路　季明 大65 山内　健弘

大9 西埜植　孝司 大39 崎山　末吉 大66 小玉　忍

大10 峯　浩二 大40 今田　博 大68 神田　コト　姜　好恵

大12 矢田　晋也 大41 名倉　功 大69 田村　錠二

大14 平山　東一 大42 中田　大輔 大70 樂満　寿紀

大15 小林　寿史 大44 近藤　邦夫 大71 苅田　雅敏

大16 横山　英次 大45 津川　敏之 大72 河野　雄大

大17 武智　大輔 大46 大川　武紀 大73 木村　善徳

大18 萬浪　成典 大47 高浜　孝弘 大74 南　則行

大19 橋本　洋介 大48 山下　由則 大76 島口　伸一

大20 石川　克也 大52 住谷　信幸 大77 小林　郁朗

大22 岩谷　武司 大53 中村　俊一 大78 山本　雅仁

大23 廣岡　伸彦 大54 宮﨑　裕幸 大79 木田　朋吾

大24 小幡　茂幸 大55 春木　功 大80 齋藤　亮

大25 花井　清貴 大57 奥野　浩幸 大81 柴田　政典

大26 古田　勲 大58 冨中　秀典 大82 木村　健

大27 下左近　正幸 大59 南　安紀 大83 松場　稔

大29 与倉　直人 大60 田中　秀紀

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、伊丹市のうち空港区域に限る。）

次頁に続く。



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103 徳山　裕 大125 別府　武文

大84 中熊　武史 大104 内海　かおり 大128 竹田　正彦

大85 上田　禎宏 大107 康本　正和 大129 木下　隆雄

大88 細竹　豊 大108 山本　宣雄 大130 福島　一幸

大89 矢中　智 大109 岡田　太助 大131 藤田　勝己

大90 田　繁量 大110 下村　和夫 大132 松川　晴美

大91 佐倉　賀奈子 大111 奥田　秀隆 大133 岡田　兼伍

大92 丸山　正孝 大112 岩間　あおい 大134 岸本　隆幸

大93 中島　英樹 大113 花垣　正将 大135 玉置　大海

大94 川北　修嗣 大114 中岡　直樹

大95 末廣　文克 大115 右近　敏秀

大96 佐原　隆夫 大116 大西　武

大98 時　義博 大122 﨑本　智昭

大100 橋本　光勝 大123 倉田　正一

大101 河原　正和 大124 長　克治

整理番号 氏名 整理番号 氏名 整理番号 氏名

大202 藤原　尚樹 大204 藤堂　博 大206 小原　徹

大203 白井　正春 大205 橋長　亘

◎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。）

前頁より

◎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、伊丹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 森本　明夫 京329 有村　康彦 京354 小西　博之

京302 橋本　好夫 京330 安井　直 京355 下岡　孝輔

京305 平川　忠 京331 武繁　正樹 京356 髙岡　博史

京306 林　正也 京332 木村　栄治 京357 金本　廷明

京307 西村　武廣 京333 武田　勝一 京359 石橋　孝至

京308 木村　憲明 京334 城田　真治 京360 北野　恒男

京309 上大迫　明 京337 井口　知 京361 喜多　進

京310 東　謙一 京338 近藤　洋一 京362 伊澤　敏幸

京311 松林　克幸 京339 馬場　美智子 京364 佐藤　龍昭

京312 野元　昭二 京340 杉原　武 京365 西村　聖

京313 川合　幸夫 京341 前田　彰之 京366 田島　透

京314 小川　政博 京342 鈴木　朋輝 京367 熊田　大輔

京315 足達　直定 京343 田中　秀和 京368 西村　龍之助

京316 山田　邦夫 京344 巴山　勝 京369 前澤　雄平

京317 日高　崇 京345 辻元　達雄

京318 堀江　達雄 京346 中川　孝吉

京319 中村　誠治 京347 松本　龍哉

京320 川那辺　保典 京349 奥野　和良

京321 花房　雄一 京350 下西　修

京323 佐伯　栄治 京351 若山　慎一郎

京326 清水　秀次郎 京352 髙沢　勇

京328 富川　直士 京353 東　裕司

◎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 青木　修弘 兵409 五熊　文貴 兵420 板倉　真治

兵402 西田　尚義 兵411 島田　茂 兵421 道原　義正

兵403 山下　玲 兵414 津田　忍 兵422 久保　孝治

兵404 村上　浩司 兵415 槇本　治

兵405 野中　光人 兵416 辻　秀憲

兵406 田畑　義治 兵417 河野　明

兵407 上野　武司 兵418 樋口　竜也

兵408 小西　修二 兵419 坂元　仁

整理番号 氏名

奈601 吉川　国彦

該当者なし

◎大津地域
大津市

◎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、川辺郡及び大阪
国際空港（豊中市、池田市のうち空港区域に限る。）

◎奈良地域
奈良市（ただし、平成１７年４月１日に編入された旧添上郡月ヶ瀬村及び旧山辺郡都祁
村の区域を除く。）


