大臣認定講習実施機関一覧表
（平成２３年１１月１４日現在）
名称

主たる事務所の所在地

代表者氏名

北海道移送・移動サービス連絡会

北海道札幌市豊平区美園８条１丁
目３－２３

有限会社グローリーワーク

北海道札幌市中央区南七条西十四
後藤 こずえ
丁目１番１号

株式会社新得モータースクール

北海道上川郡新得町本通北６丁目
１７番地

武田 直幸

特定非営利活動法人通院・外出支
援センターたいせつ

北海道旭川市神楽２条８丁目１番１
０号 ニューライフコーポＢ１１７

岩本 美津枝

合同会社 RsY

札幌市北区新琴似６条６丁目４番２
２号

八田 利英子

特定非営利活動法人さっぽろ福祉
支援ネットあいなび

市町村運営有償運送等運転者講習

講習の名称
福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

電話番号

ホームページ（クリックするとページが表示されます）

移送サービス運転協力者講
習会

セダン等運転協力者講習会

011-842-9337

http://www.stnet-hokkaido.jp/

サンビック福祉移動サービス
運転者研修

サンビック介護移動サービス
運転者研修

011-221-3817

http://glory-sunbic.sakura.ne.jp/yuushou.html

福祉有償運送運転者講習会

セダン等運転者講習会

0156-64-6111

http://city.hokkai.or.jp/~sms/smsHP/sms.files/slide0016.ht
m

福祉有償運送運転者講習会

セダン等運転者講習会

0166-62-3185

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

011-299-3586

市町村運営有償運送等運転
北海道札幌市南区南３４条西１１丁
下川原 清美
目２－１２
者講習会

福祉有償運送運転者講習会

セダン等運転者講習会

011-582-8982

有限会社 鹿光学習センター

札幌市中央区北５条西１４丁目１－
４２

佐々木 潔

ケア輸送サービス従事者講習

セダン等ケア輸送サービス従
事者研修

011-261-5060

http://rokkoo7.web.fc2.com/

青森県移送サービスネットワーク

青森県青森市富田四丁目１８番２４
号

越谷 秀昭

福祉有償運送運転者講習会

福祉有償運送セダン等運転
者講習会

017-761-2560

（ホームページ未開設）

マルエス自工株式会社

青森県弘前市和泉一丁目３番地１
号

新戸部 八州男

有償運送運転者講習（市町村 有償運送運転者講習（福祉有 有償運送運転者講習（セダン
等）
償）
等）

0172-28-2775

http://motor-school.jp/cksc/index.html

0173-82-1602

（ホームページ未開設）

0173-22-3394

（ホームページ未開設）

0191-52-2118

http://home.if-n.ne.jp/~semmaya-d-s/page8.html

移動サービス運転者研修 市
移動サービス運転者研修 福 移動サービス運転者研修 セ
町村運営有償運送等運転者
祉有償運送運転者講習
ダン等運転者講習
講習

0192-55-3990

http://www.si-dsg.com/

濱田 勝夫

市町村運営有償運送等運転
者講習会

市町村運営有償運送等運転
者講習

（ホームページ未開設）

社会福祉法人鰺ヶ沢町社会福祉協 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸
議会
町字後家屋敷９番地の４

神 唯一

社会福祉法人鶴田町社会福祉協議 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字
会
沖津１９３番地

中野 掔司

株式会社千厩自動車学校

岩手県一関市千厩町千厩字中木六
３０番地

佐藤 晄僖

株式会社高田自動車学校
三陸技能講習センター

岩手県陸前高田市竹駒町字相川７
４丁目１番地

田村 満

合資会社中央自動車学校

岩手県岩手郡岩手町大字川口第４
９地割３番４４

石川 淳也

市町村運営有償運送等運転
者講習

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

0195-65-2610

http://www.echna.ne.jp/~chuo/

紫波中央自動車学校

岩手県紫波郡紫波町二日町字西七
久保６６番１

横田 博士

市町村運営有償運送等運転
者講習

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

019-672-4316

http://www.shiwachu.jp/

移動サービス・ネットワークみやぎ

宮城県塩釜市袖野田町３９番２号

坂井 正義

移動ネットみやぎ運転者講習

移動ネットみやぎセダン等運
転者講習

022-362-2030

http://www12.plala.or.jp/idonet-m/

プロンプター甲斐有限会社

宮城県大崎市古川飯川字要害６４９
番地

橋本 正弘

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

0229-26-2958

（ホームページ未開設）

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

福祉有償運送運転者認定講
習
市町村運営有償運送等運転
者講習

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習
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名称

講習の名称
福祉有償運送運転者講習

主たる事務所の所在地

代表者氏名

電話番号

ホームページ（クリックするとページが表示されます）

協業組合三交モータース商会
太平交通研修センター

秋田県秋田市寺内高野１１－１ 太
平自動車学校内

金森 幸志

市町村運営有償運送等運転
者講習

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

018-845-1514

http://www.t-dr.com/

株式会社鷹巣交通

秋田県北秋田市綴子字佐戸岱６番
地

知野 均

市町村運営有償運送等運転
者講習

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

0186-62-1845

http://www.dr-takanosu.sakura.ne.jp/

有限会社横手城北産業

秋田県横手市杉目字街道下８７番
地７

須田 昌悦

市町村運営有償運送等運転
者講習

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

0182-33-2127

http://www.yokotemotor.com/

ワイ・ディー・シー株式会社

秋田県横手市大町６番２９号

平田 晃郎

市町村運営有償運送等運転
者講習

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

0182-33-6010

（ホームページ未開設）

やまがた福祉移動サービスネット
ワーク

山形県山形市城西町一丁目７番地
１９号

川越 隼雄

福祉有償運送初任者運転者
講習会

福祉有償運送初任者運転者
（セダン）講習会

023-645-1987

（ホームページ未開設）

福島県移動サービスネットワーク

福島県いわき市中央台高久二丁目
２６－３ＮＰＯ法人いわき自立生活セ 長谷川 秀雄
ンター内

福祉有償運送運転者認定講
習会

セダン等運転者認定講習会

0246-68-8925

（ホームページ未開設）

郡山綜合行政書士事務所

福島県郡山市大町二丁目３番３２号

郡山市綜合行政書士事務所
福祉輸送支援センター

郡山市綜合行政書士事務所
福祉輸送支援センター

024-932-0860

（ホームページ未開設）

社会福祉法人いわき福音協会

福島県いわき市平上平窪字羽黒
40-44

海野 洋

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

ニューワーク情報サービス有限会社 福島県須賀川市横山町１８番地

関根一男

福祉有償運送・セダン等運転 福祉有償運送・セダン等運転
者講習会
者講習会

0248-72-4045

茨城県水戸市五軒町２－２－２３－
茨城福祉移動サービス団体連絡会 １０２ 茨城ＮＰＯセンター・コモンズ
内

横田 能洋

福祉有償輸送運転者認定講
習

セダン等運転者認定講習

029-300-4321

特定非営利活動法人ヒューマンケア 茨城県東茨城郡大洗町成田町４２８
伊藤 喜代子
センター
６番地

福祉移送サービス運転協力
者講習会

移送サービス運転協力者講
習会

029-266-2208

株式会社ゆりかご

茨城県水戸市飯富町３４６７番地１

久賀谷 健一

ケア輸送サービス従業者講習

ケア輸送サービス従業者講習
（セダン等）

029-229-7562

株式会社テンダーケアジャパン

茨城県水戸市青柳町４２６２番地２

宮内 啓之

テンダー福祉学院「福祉有償
運送運転者講習」

有限会社ケイエス在宅介護サービ
ス

茨城県神栖市大野原５丁目２番５７
号

菊池 光雄

福祉有償運送運転者講習

株式会社和光

茨城県牛久市田宮二丁目５０番１３

岡藤 幸策

チャレンジ福祉有償運送運転
者講習

栃木県移送サービス連絡協議会

栃木県塩谷郡高根沢町花岡１５０３
－３

菅野 忠雄

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

028-676-1100

http://www.npo.lsnet.ne.jp/329epron/pages-6

川島 圭二

福祉有償運送運転者講習会

福祉有償運送セダン等運転
者講習会

028-622-0051

http://www.tochigikenshakyo.jp/db/event/event_data.php?code=237

社会福祉法人栃木県社会福祉協議 栃木県宇都宮市若草一丁目１０番６
会
号

武井 忠好

市町村運営有償運送等運転者講習

過疎地市町村有償運送 移
動・送迎運転・協力者講習

セダン等運転者講習

0246-23-8722

（ホームページ未開設）

http://www.nw-joho.co.jp/kaigo/index.html

029-302-3339

セダン等運転者講習

0299-91-1294

029-830-8451
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名称

主たる事務所の所在地

代表者氏名

市町村運営有償運送等運転者講習

講習の名称
福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

電話番号

群馬県住民参加型在宅福祉サービ 群馬県前橋市新前橋町１３番地１２
ス団体連絡会
号

恩田 初男

移送サービス運転協力者講
習会

移送サービス運転協力者講
習会

027-255-6032

特定非営利活動法人じゃんけんぽ
ん

群馬県高崎市棟高町１２５７番地の
５

井上 謙一

移送サービス運転協力者講
習会

移送（福祉）サービス運転協
力者講習会

027-350-3191

特定非営利活動法人エプロンの会
地域福祉サービス

群馬県吾妻郡中之条町大字西中之
向井 美代子
条２４１

特定非営利活動法人わたらせライフ 群馬県桐生市広沢町１丁目２６１９
サービス
番地７

宮地 由高

特定非営利活動法人尾瀬なでしこ
の会

群馬県沼田市高橋場町４６４１番地
後藤 満里子
１

特定非営利活動法人グループ２８

過疎地有償運送運転協力者
群馬県桐生市黒保根町上田沢７４４
佐々木 耕成
講習
番地

埼玉県移送サービスネットワーク

埼玉県比企郡ときがわ町大野１２５
１番地

特定非営利活動法人ぬくもり福祉会
埼玉県飯能市落合２９０番４
たんぽぽ

移動サービス運転者講習「福 移動サービス運転者講習「セ
祉」
ダン」

0279-75-3911

移送サービス運転協力者講
習会（福祉）

0277-70-6677

移送サービス運転協力者講
習会（セダン）

移動サービス運転者講習「福 移動サービス運転者講習「セ
祉」
ダン」

0278-22-0705

0277-96-2582

笹沼 和利

移送サービス運転協力者講
習会

移送サービス運転協力者講
習会

0493-67-1678

桑山 和子

ぬくもり福祉会たんぽぽ福祉 ぬくもり福祉会たんぽぽセダ
有償運送運転者講習
ン等運転者講習

042-972-8611

埼玉県福祉移送事業協同組合

埼玉県さいたま市桜区五関６８８－
３

吉田 光枝

福祉有償移送運転者講習

048-753-9612

株式会社寿介護エス・オー・エス

埼玉県狭山市大字水野６０６番地の
９４ 西部フラワーヒル５４－６

吉田 眞里

福祉有償運送運転者講習

04-2950-6682

グラファージ株式会社

埼玉県さいたま市浦和区東高砂町１
７－１０

吉田 篤司

自家用有償旅客運送運転者
福祉有償運送運転者講習

自家用有償旅客運送運転者
セダン等運転者講習

048-886-8739

移動支援ネットワーク千葉

千葉県柏市柏二丁目５番９号

須貝 昭治

移動ネットちば福祉有償運送 移動ネットちばセダン等運転
運転者研修
者研修

04-7168-8600

市原興業株式会社

千葉県市原市五井８８４０番地

小野尾 房子

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

0436-21-3366

市町村運営有償運送等運転
者講習

社団法人千葉県シルバー人材セン 千葉県千葉市中央区中央四丁目８
ター連合会
番１号

松井 操

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

043-227-5112

株式会社オールプロジェクト

天竺 寛

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

0439-57-6665

千葉県君津市人見３丁目６番１号

社会福祉法人南房総市社会福祉協 千葉県南房総市千倉町瀬戸２７０５
議会
番地６

飯田 良吉

社会福祉法人我孫子市社会福祉協
千葉県我孫子市我孫子１８６１番地
議会

飯島 守

移送サービス運転協力者講
習会

ホームページ（クリックするとページが表示されます）

（ホームページ未開設）

0470-44-3577

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

04-7184-1539
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名称

主たる事務所の所在地

社会福祉法人 柏市社会福祉協議
千葉県柏市5丁目11番8号
会

代表者氏名

市町村運営有償運送等運転者講習

講習の名称
福祉有償運送運転者講習
柏市社協福祉有償運送運転
者講習

為成 勝五郎

セダン等運転者講習
柏市社協セダン等運転者講
習

国土交通大臣認定 福祉有償
運送運転者講習

千葉県銚子市中央町5番地の10

練馬区

東京都練馬区豊玉北六丁目１２番１
志村 豊志郎
号

練馬区移動サービス研修

練馬区移動サービス研修

03-5984-2716

東京ハンディキャブ連絡会

東京都千代田区飯田橋四丁目４番
地８号

荻野 陽一

移送サービス運転協力者講
習

移送サービス運転協力者講
習

03-3222-8915

株式会社ジャパン・リリーフ

東京都千代田区神田松永町１８番
地１ビオレ秋葉原

飯田 誠

株式会社介護ＪＡＰＡＮ

東京都台東区東上野六丁目１番２
号

奥山 博史

福祉有償輸送運転者講習

セダン等運転者講習

03-5806-4141

特定非営利活動法人ケアセンター
八王子

東京都八王子市散田町四丁目２４
番１５号

添田 繁實

八王子福祉交通運転者技術
講習セミナー

八王子福祉交通運転者技術
講習セミナー

042-669-5733

特定非営利活動法人移動支援
フォーラム

東京都練馬区東大泉三丁目１番１８
－２０３号

長谷川 清

移動支援ドライバー講習（市
町村運営有償運送等運転者
講習）

移動支援サービス運転者講
習（福祉有償運送運転者講
習）

移動支援サービス運転者講
習（セダン等運転者講習）

03-3814-4676

杉本 依子

移動サービス運転者研修

移動サービス運転者研修

移動サービス運転者研修

03-3706-0626

社会福祉法人渋谷区社会福祉協議
東京都渋谷区宇田川町５番２号
会

鈴木 銀三郎

0479-22-2300

株式会社ジャパン・リリーフ運 株式会社ジャパンリリーフ運
転者講習
転者講習

ホームページ（クリックするとページが表示されます）

04-7193-4040

有限会社 ミナト交通

特定非営利活動法人全国移動サー 東京都世田谷区船橋一丁目１番２
ビスネットワーク
－２０４号山崎ビル

高尾 和子

電話番号

（ホームページ未開設）

03-5297-8544

移動サービス運転者初任者
講習会

03-5457-2200

世田谷移動サービス協議会

東京都世田谷区玉川二丁目５番７
号

高橋 練造

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

03-5376-6616

特定非営利活動法人みたかハン
ディキャブ

東京都三鷹市上連雀八丁目３番１０
号

宇田 邦宏

福祉有償運送運転者講習会

セダン等運転者講習会

0422-41-0185

世田谷区

東京都世田谷区世田谷４－２１－２
７

保坂 展人

世田谷区福祉有償運送運転
者講習

世田谷区セダン等運転者講
習

03-5432-2422

特定非営利活動法人八王子移動
サービスネットワーク

東京都八王子市横川町１０８番２－
６

扇澤 正治

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

042-623-4405

ＮＰＯ法人 Ｊネット

東京都国立市西三丁目８番地の３１
１-１０６

竹田 保

Ｊ－ＮＥＴ！福祉有償運送運
転者講習

Ｊ－ＮＥＴ！セダン等運転者講
習

017-761-2560

移動ＮＥＴ多摩

東京都多摩市愛宕４-７-１２ シャン
グリラ２１-１０６

杉本 依子

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

042-389-2677

優ケアステーション有限会社

東京都八王子市北野町５１９番地２
８

小濱 直美

福祉移送サービス運転者講
習

福祉移送サービス運転者講
習（セダン）

042-631-1162
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大臣認定講習実施機関一覧表
（平成２３年１１月１４日現在）
講習の名称
名称
主たる事務所の所在地
代表者氏名
市町村運営有償運送等運転者講習 福祉有償運送運転者講習
社会福祉法人品川区社会福
社会福祉法人品川区社会福祉協議 東京都品川区大井１丁目１４番１号
石井 傳一郎
祉協議会運転者初任者講習
会さわやかサービス
大井１丁目共同ビル２階
会

セダン等運転者講習

電話番号
03-5718-7173

財団法人総合健康推進財団
企画室

東京都港区芝公園２丁目６番８号

玉木 武

福祉有償運送運転者講習

株式会社アイム

東京都八王子市南大沢１－２２－２
１

山口 朗

株式会社アイム 福祉有償運
送運転者講習

042-674-6456

練馬区社会福祉協議会

東京都練馬区豊玉北6-12-1 練馬
区役所東庁舎4階

上野 定雄

社会福祉法人 練馬区社会福 社会福祉法人 練馬区社会福
祉協議会 福祉有償運送運転 祉協議会 福祉有償運送運転
者講習会
者講習会

03-3992-5600

社会福祉法人 幹福祉会

東京都立川市錦町３－１－２９サン
ハイム立川１階

野口 俊彦

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

042-526-2898

特定非営利活動法人かながわ福祉 神奈川県横浜市港北区新横浜1移動サービスネットワーク
16-2S.E.Etoile602

清水 弘子

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

045-534-6718

特定非営利活動法人横浜移動サー 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目
ビス協議会
１番地５６号

岡村 道夫

福祉移動サービス運転者講
習

セダン等運転者講習

045-212-2863

セダン等運転者講習

03-5777-2754

医療アクセス権プロジェクト

神奈川県横浜市西区高島二丁目５
番１５号

逢澤 詳子

福祉移動介護サービス運転
者講習会

セダン等運転者講習会

045-453-6711

有限会社神奈川ドライバーズネット

神奈川県横浜市神奈川区菅田町４
４８番地１

渡辺 正義

福祉移動サービス運転者講
習会

移動介護に求められる運転者
講習会

045-473-1390

福祉クラブ生活協同組合

神奈川県横浜市港北区日吉五丁目
喜代永 真理子
２１番３１号

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

045-564-9993

小泉 國雄

宮前区社会福祉協議会福祉
有償運送運転者養成講習

宮前区社会福祉協議会セダ
ン等運転者講習

044-856-5500

栗原 早苗

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

055-275-6555

社会福祉法人新潟県社会福祉協議 新潟県新潟市中央区上所２丁目２
会
番２号

小川 和雄

福祉有償運送運転者講習会

セダン等運転者講習会

025-281-5520

阿賀野市

新潟県阿賀野市岡山町１０番１５号

天野 市榮

くびき野市民ふくしネットワーク

新潟県上越市大貫１５１８番１

加藤 正子

くびき野市民ふくしネットワー
ク福祉有償運送運転者講習
会

くびき野市民ふくしネットワー
クセダン等運転者講習会

025-522-5808

社会福祉法人佐渡ふれあい福祉会 新潟県佐渡市千種59番地１

金子 宏

福祉有償運送運転者講習会

セダン等運転者講習会

0259-63-2300

社会福祉法人 新潟市社会福祉協
新潟県新潟市中央区八千代1-3-1
議会

関 昭一

福祉有償運送運転者講習会
及びセダン等運転者講習会

福祉有償運送運転者講習会
及びセダン等運転者講習会

025-243-4370

神奈川県川崎市宮前区宮崎２－６
社会福祉法人川崎市宮前区社会福
－１０ 東急宮崎台ガーデンオフィス
祉協議会
４階
やまなし障害者移送ネットワーク

山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原１
８０８－２ みらいファーム内

ホームページ（クリックするとページが表示されます）

阿賀野市営バス運転者講習

http://www.neri-shakyo.com/

0250-62-2510

http://www.syakyo-niigatacity.or.jp/

5／12

大臣認定講習実施機関一覧表
（平成２３年１１月１４日現在）
名称

主たる事務所の所在地

社会福祉法人 新発田市社会福祉 新潟県新発田市本町4丁目16番83
協議会
号

代表者氏名

市町村運営有償運送等運転者講習

青山 武夫

講習の名称
福祉有償運送運転者講習

電話番号

ホームページ（クリックするとページが表示されます）

国土交通大臣認定 福祉有償 国土交通大臣認定 セダン等
運送運転者講習会
運転者講習会

0254-23-1000

http://www9.ocn.ne.jp/~svlshaky/

セダン等運転者講習

特定非営利活動法人ぐりーんバス
ケット

新潟県糸魚川市南押上３丁目８番３
佐々木 昭司
５号

福祉有償運送運転者講習会

セダン等運転者講習会

025-553-9017

ソーロング有限会社

富山県富山市向新庄町八丁目１番
６５号

藤原 功一

福祉移送サービス運転者研
修会

セダン移送サービス運転者研
修会

076-452-2787

有限会社コクエー

富山県富山市中川原新町２７４番地
５

大橋 正治

移送サービス運転者研修会

移送サービスセダン等運転者
研修会

076-420-1050

北陸移動サービスネットワーク

石川県金沢市御影町８番３２号

須戸 哲

福祉有償運送運転者講習会

福祉有償運送セダン等運転
者講習会

076-242-1172

特定非営利活動法人バリアフリー総
石川県金沢市松村１丁目１３１番地
合研究所

山田 文代

移動サービス運転者研修 市
移動サービス運転者研修 福 移動サービス運転者研修 セ
町村運営有償運送等運転者
祉有償運送運転者講習
ダン等運転者講習
講習

076-268-9032

特定非営利活動法人長野県ハン
ディキャブ連絡会

長野県長野市川中島町今井１３８７
番地５号

降幡 和彦

移送サービス運転者研修会

026-286-7676

長野県タクシー協会

長野県長野市大字高田字高田沖３
５９－３

中村 平

市町村運営有償運送等運転
者講習会

移送サービス運転者研修会

移送サービス運転者研修会

026-227-7177

有限会社福井新世紀ケアサービス 福井県福井市栗森町１５号４６番地

森川 泰行

福井新世紀ケア輸送サービス
セダン等運転者講習
運転者講習

0776-56-4660

福井移動サービス研究会

福井県あわら市国影第１３号１３番
地

齊藤 和子

移動・送迎運転協力者講習

0776-78-7077

有限会社あいぜん

福井県越前市広瀬町５８－２

山西 敏憲

福祉有償運送運転者認定講
習

0778-21-1782

福祉有償運送運転者講習

058-383-7610

セダン等運転協力者講習

社会福祉法人各務原市社会福祉協 岐阜県各務原市那加桜町二丁目１
議会
６３番地

森 真

特定非営利活動法人岐阜羽島ボラ 岐阜県羽島市正木町須賀赤松２９０
ンティア協会
番地

川合 宗次

福祉有償運送運転者講習会

セダン等運転者講習会

058-393-0751

飛騨福祉移送サービスネットワーク 岐阜県高山市江名子町５４１番地１

蒲池 龍之助

福祉有償運送運転者講習会

セダン等運転者講習会

0577-35-5676

鷲見 年代

郡上八幡福祉有償運送運転
者講習会

特定非営利活動法人りあらいず

岐阜県郡上市八幡町小野六丁目８
番地１０

特定非営利活動法人ぎふ市民協

岐阜県各務原市那加東新町二丁目
自家用有償旅客運送運転者
１４６番地 コープぎふほっとサロン 加藤 たき江
講習
内

自家用有償旅客運送運転者
講習

自家用有償旅客運送運転者
講習

058-389-3885

福祉移動サービスネット静岡

静岡県富士市三ッ沢４５３－２１ 特
定非営利活動法人ふれあい富士内

移送サービス運転協力者講
習会

移送サービス運転協力者講
習会

0545-22-0300

勝亦 武司

0575-65-5416
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大臣認定講習実施機関一覧表
（平成２３年１１月１４日現在）
名称

主たる事務所の所在地

代表者氏名

株式会社 柿澤学園 スルガ交通安 静岡県静岡市清水区興津中町５２２
全教育センター
－１

柿澤 友也

株式会社島田自動車学校

静岡県島田市道悦２丁目２番１号

池谷 俊昭

静岡自動車学園

静岡県静岡市葵区宮前町７１番地
の１

鈴木 善之助

市町村運営有償運送等運転者講習

講習の名称
福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

電話番号

ホームページ（クリックするとページが表示されます）

福祉有償運転者講習及びセ
ダン等運転者講習

福祉有償運転者講習及びセ
ダン等運転者講習

054-369-1177

http://www.sulga.co.jp/hukusi/top.htm

福祉有償運送運転者講習及
びセダン等運転者講習

福祉有償運送運転者講習及
びセダン等運転者講習

0547-37-5221

http://www.shimaji.net/

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

054-262-7562

http://www.kenji.ac.jp/

山本 瑛

福祉有償運送運転者研修会

福祉有償運送運転者研修会

0537-35-3724

http://www.kiku-syakyou.or.jp/

特定非営利活動法人東海福祉移動 愛知県名古屋市南区三吉町三丁目
研究協議会
５８番地１

山田 和男

移送サービス運転協力者講
習会

セダン等運転協力者講習会

052-619-6076

特定非営利活動法人移動ネットあい 愛知県名古屋市瑞穂区下坂町１丁
ち
目３０番地

岸田 泰彦

移動ネットあいち安全運転教 移動ネットあいち安全運転教
育
育

052-882-8802

株式会社アーパス

愛知県稲沢市高御堂５－１６０－２３

薄田 浩之

福祉有償運送運転者講習

0587-24-2168

特定非営利活動法人豊田ハンディ
キャブの会

愛知県豊田市桜町１－２５

有限会社ハートフルハウス

愛知県愛知郡長久手町長湫宮脇３
５

長江 保明

豊根村

愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨
平2

伊藤 実

社団法人三重県柔道整復師会

三重県津市乙部２０８６番地

伊藤 和夫

福祉有償運送運転従事者講
習

福祉有償運送セダン等運転
者講習

059-222-3832

いが移動送迎連絡会

三重県伊賀市上野中町２９７６番地
１ 上野ふれあいプラザ３階

川上 善幸

福祉有償運送移動・送迎運転 福祉有償運送セダン等運転
協力者講習
者講習

0595-21-5866

福祉移動サービス・福祉有償 福祉移動サービス・セダン等
運送運転者講習
運転者講習

059-227-5145

福祉有償運送・セダン等運転 福祉有償運送・セダン等運転
従事者講習
従事者講習

0894-21-3917

移送サービス市町村運営等
運転者講習

移送サービス運転協力者講
習会

移送サービス運転協力者講
習会

077-574-0174

http://www.eonet.ne.jp/~hiyoshioffice/index.html

福祉輸送講習会

セダン等講習会

077-535-4921

（ホームページ未開設）

移動・送迎運転協力者講習

077-564-7898

http://www.biwako.jp/~nt-tenki/

社会福祉法人菊川市社会福祉協議
静岡県菊川市半済１８６５
会

社会福祉法人三重県社会福祉協議
三重県津市桜橋２丁目１３２番地
会

市町村運営有償運送等運転
者講習

移送サービス運転協力者講
習会

甲村 等

森下 達也

ハートフルハウス福祉有償運 ハートフルハウス・セダン等運
送運転者講習
転者講習
市町村運営有償運送等運転
者講習

市町村運営有償運送等運転
者講習

加藤 進

0565-31-1117

0561-63-6433

0536-85-1311

北勢地区福祉・送迎連絡協議会

三重県桑名市外堀４５番地

一般社団法人 移送サービス支援
センター

滋賀県大津市衣川２丁目３５番２７
号

株式会社 栄寛

滋賀県野洲市行畑１－８－３６

田中 寛樹

市町村運営協議会講習会

特定非営利活動法人エヌピーオー
子どもネットワークセンター天気村

滋賀県草津市東草津１丁目１番１５
号

山田 貴子

過疎地 移動・送迎運転協力
移動・送迎運転協力者講習
者講習

日吉 ちず子

移送サービス運転者協力者
講習会

（ホームページ未開設）
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株式会社ミストラルサービス

京都府福知山市長田大野下２７３７
番地１２

小林 勝

0773-20-2221

http://www.mistralservice.co.jp/

特定非営利活動法人福知山ＢＧＭ
福祉サービス

京都府福知山市内記6丁目89番地
の4

山田 周一

過疎地有償運送 移動・送迎 福祉有償運送 移動・送迎運
運転協力者講習会
転者協力者講習会

セダン等 移動・送迎運転協
力者講習会

0773-24-3244

http://f-bgm.com/unpappa.html

特定非営利活動法人京都運転ボラ 京都府京都市南区上鳥羽奈須野町
ンティア友の会
３７

吉田 嘉久

福祉有償運送運転者講習会

セダン等運転者講習会

075-682-0204

http://www.h5.dion.ne.jp/%7Enpo.kdv/

特定非営利活動法人あやべ福祉フ
京都府綾部市里町潜り９番地の１
ロンティア

曽根 庸行

あやべ福祉フロンティア運転
ボランティア講習会

あやべ福祉フロンティア運転
ボランティア講習会

0773-40-2363

http://www.ayabe-wf.net/

特定非営利活動法人移動送迎支援 大阪府大阪市浪速区敷津東三丁目
柿久保 浩次
活動情報センター
６番１０号

移動・送迎運転協力者講習

移動・送迎運転協力者講習

06-4396-9189

http://www.e-sora.net/npo-ido/

移送サービスネットワーク・泉州

松端 克文

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

072-260-1294

（ホームページ未開設）

四方 修

福祉有償運送協力者講習

セダン運転者講習

06-6125-1750

http://www.jssad.jp/index.html

大阪府堺市南区桧尾３０９３番地７

特定非営利活動法人日本障害者競 大阪府大阪市南船場2丁目6番12技支援協会
410号

市町村運営有償運送等運転者講習

セダン等運転者講習

福祉有償運送運転者講習

社会福祉法人であい共生舎

大阪府枚方市磯島元町２１番１０号

津田 茂樹

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

072-848-8924

（ホームページ未開設）

株式会社ＳＳＤ研究所

大阪府大阪市天王寺区上本町５－
５－１５ 東海ビル上本町５０１

大畑 斎

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

06-6191-7100

http://www.ssd-lab.jp/

株式会社貴陽

大阪府岸和田市田治米町４１５-９

川本 修次

福祉有償運送運転研修

セダン等運転研修

0724-43-6118

http://carekouza.com/default.aspx
（岡本介護センター）

特定非営利活動法人アクティブネッ
大阪府茨木市宮元町１番２９号
トワーク

遠藤 準司

アクティブネットワーク運転協 アクティブネットワーク運転協
力者講習
力者講習

072-626-0911

（ホームページ未開設）

社会福祉法人寝屋川市社会福祉協 大阪府寝屋川市池田西町２８番２２
議会
号 寝屋川市立総合センター内

下川 隆夫

運転協力者講習会（福祉）

運転協力者講習会（セダン）

072-838-0400

http://www.neyagawa-shakyo.or.jp/

特定非営利活動法人 フクシライフ

大阪府泉佐野市南泉ヶ丘2丁目１２
－７

野口 正則

運転協力者講習会

運転協力者講習会

072-486-0294

http://fukushilife.com/

株式会社プレースメント

大阪府大阪市北区神山町1-3新扇
町ビル

平良 正吉

(株)プレースメントの介護タク (株)プレースメントの介護タク
シー運転者講習
シー運転者講習
セダン等運転者講習
セダン等運転者講習

06-6364-6031

http://www.place-ment.jp/

兵庫県移送サービスネットワーク

兵庫県明石市大久保町江井島３９２
番地の２

的場 俊明

移送サービス運転協力者講
習会

セダン等運転協力者講習会

078-946-6711

http://www.eonet.ne.jp/%7Ehyogo-isonet/

特定非営利活動法人ネピオン

兵庫県神戸市須磨区妙法寺字蓮池
３６６番地の１０ルネ須磨９０５号室

武澤 利夫

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

078-741-1120

（ホームページ未開設）

株式会社ユニ介護

神戸市兵庫区駅前通4丁目1番32号

毛利 友紀

ユニ有償運転者講習

ユニセダン等運転者講習

078-578-1011

http://www.unikaigo.jp/

市町村運営有償運送等運転
者講習会
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高齢者生協 福祉輸送運転者 高齢者生協 福祉輸送運転者
講習会
講習会

078-200-3933

http://kourei-h.org/

福祉輸送士認定講習会（福祉
福祉輸送士認定講習会（福祉
及びセダン同時実施）
及びセダン同時実施）
セダン等認定講習会（セダン）

0798-20-6261

（ホームページ未開設）

山本 広志

はりま交通研修センター 福
祉有償運送運転者講習

はりま交通研修センター セダ
ン等運転者講習

079-448-5055

http://www.kashimakousan.co.jp/

（ホームページ未開設）

兵庫県高齢者生活協同組合

兵庫県神戸市中央区八幡通３丁目
２－１１

足立 明

株式会社 あみーご

兵庫県西宮市川西町2番35-106号

筒井 良一

鹿島産業株式会社はりま交通研修
兵庫県高砂市春日野町2番60号
センター

講習の名称
福祉有償運送運転者講習

市町村運営有償運送等運転者講習

市町村運営有償運送等運転
者講習

セダン等運転者講習

特定非営利活動法人つくし

神戸市須磨区衣掛町２丁目２番１４
‐１０６号

吉原 広幸

ＮＰＯ法人つくし移動送迎サー ＮＰＯ法人つくし移動送迎サー
ビス運転者講習
ビス運転者講習

078-731-7798

有限会社アスター

兵庫県明石市沢野２丁目６-15

尾﨑 行功

福祉有償運送運転者講習及
びセダン等運転者講習

福祉有償運送運転者講習及
びセダン等運転者講習

078-921-2481

有限会社ハヤシ

奈良県天理市富堂町３２０番地１

林 知世子

有限会社ハヤシ 福祉有償運 有限会社ハヤシ セダン等運
送運転者講習
転者講習

0743-63-0308

http://www.eyll-hayashi.or.jp/

広陵町商工会

奈良県北葛城郡広陵町笠１６２番地

広陵町商工会福祉有償運送
運転者講習

広陵町商工会セダン等運転
者講習

0745-55-3535

http://www.koryonet.or.jp/

株式会社萬葉

奈良県橿原市五井町８２－１

上山 三幸

福祉有償運送運転者講習

福祉有償運送運転者講習

0744-25-5615

特定非営利活動法人本宮あすなろ 和歌山県田辺市本宮町切畑５３８番
会
地

九鬼 聖城

移送サービス運転者講習（福 移送サービス運転者講習（セ
祉有償運送運転者）
ダン等運転者）

0735-42-0228

http://www.geocities.jp/honguasunarokai/

東洋興産株式会社 和歌山県紀北 和歌山県橋本市高野口町大野２５０
自動車学校
番地

米田 惠一

紀北自動車学校福祉有償運
送運転者講習

紀北自動車学校セダン等運
転者講習

0736-42-2826

http://www.btb.ne.jp/kihoku_ds/

とっとり移動支援ネットワーク

鳥取県米子市道笑町２丁目１２６

光岡 芳晶

移動送迎サービス運転者講
習

移動送迎サービスセダン等運
転者講習

0859-32-5140

イナバ自動車学校

鳥取県鳥取市里仁９７－１

大番 秀隆

イナバ市町村運営有償運送
等運転者講習

イナバ福祉有償運送運転者
講習

イナバセダン等運転者講習

0857-31-2111

熊谷 美和子

市町村運営有償運送等運転
者認定講習

福祉有償運送運転者認定講
習

セダン等運転者認定講習

0853-62-0257

特定非営利活動法人コミュニティサ
島根県出雲市里方町１１６番地
ポートいずも

谷本 雅和

市町村運営有償運送等運転
者認定講習

福祉有償運送運転者認定講
習

セダン等運転者認定講習

0853-20-1285

真庭自動車学校

岡山県真庭市目木１４４７番地

福島 利幸

真庭自動車学校市町村運営
有償運送等運転者講習

0867-42-6161

稲荷自動車教習所

岡山県岡山市小山５４４番地

藤原 利博

稲荷自動車教習所市町村運
営有償運送等運転者講習

086-287-2551

横山 和廣

移動サービス運転者講習

特定非営利活動法人たすけあい平
島根県出雲市平田町２７９１番地１
田

岡山県新見市哲西町矢田３６０４番
特定非営利活動法人 移動ネットお
地 特定非営利活動法人ＮＰＯきら
かやま
めき広場内

東 洋一

紀北自動車学校市町村運営
有償運送等運転者講習

移動サービス運転者講習

移動サービス運転者講習

http://homepage1.nifty.com/inarids/

0867-94-2143
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主たる事務所の所在地

代表者氏名

岡山県福祉タクシー協議会

岡山県岡山市平井１丁目５番２０号

大橋 廉太郎

株式会社クォーレ

広島県広島市佐伯区観音台２‐３０‐
今西 千枝子
６

クォーレ福祉有償運送運転者
講習

082-943-9090

株式会社アイ・テック

広島県広島市安佐北区深川二丁目
３８番２号

井西 理博

有償運送運転者講習

082-840-0501

特定非営利活動法人陽だまり

広島県東広島市西条西本町２７番３
７ 高貴ビル２０１

廣瀬 長子

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

082-422-4115

田中 久江

福祉有償運送運転者講習会

セダン等運転者講習会

0823-33-0859

備後地域福祉有償運送運転
者講習

特定非営利活動法人芸南たすけあ
広島県呉市中通１丁目２番３１号
い

市町村運営有償運送等運転者講習

福祉有償運送運転者講習

電話番号

セダン等運転者講習
セダン等運転者講習

086-901-1222

有限会社あんしん

広島県福山市神村町字長風呂１５０
３－３４

神原 暢幸

株式会社テクノ自動車学校

広島県安芸郡熊野町５６４０の１番
地

竹内 正彦

特定非営利活動法人地域ネットくれ 広島県呉市安浦町水尻一丁目３番
んど
１号

中井 泰治

ピアズ福祉有償運送運転者
講習会

0823-84-3731

有限会社リラックス

広島県広島市中区寺町２番２２号

國政 秀一

福祉有償運送運転者講習

082-296-0451

株式会社ほのか

広島県広島市佐伯区八幡４丁目５
－１８

片山 スミエ

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

082-926-3664

有限会社ＫＨＳ

広島県尾道市高須町１９２４番地

柏原 道雄

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

0848-36-6381

株式会社山陽自動車学校

広島県福山市蔵王町３８１５番地

横田尚哉

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

084-941-5060

株式会社ＥＡＲＴＨ

広島県広島市安佐南区伴北７丁目
４－１１

飯田郁子

山口県ハンディキャブ連絡会

山口県光市大字小周防1658-1

冨田 勝久

有限会社サクラ介護事業所

山口市三の宮２丁目２番１０号

橋本 強

サクラ自家用有償旅客運送運 サクラ自家用有償旅客運送運 サクラ自家用有償旅客運送運
転者講習（市町村）
転者講習（福祉）
転者講習（セダン）

083-932-1165

三和企業株式会社

山口県宇部市大字妻崎開作９３４－
１

前田寛見

有償運送運転者講習（市町村 有償運送運転者講習（福祉有 有償運送運転者講習（セダン
等）
償）
等）

0836-41-6611

有限会社あすみ
徳島民間救急サービス

徳島県阿南市羽ノ浦町中庄上ナカ
レ２６－１

高江 幸子

市町村運営有償運送運転者
講習

市町村運営有償運送等運転
者講習

福祉有償運転者講習

084-939-7080

セダン等運転者講習

0 福祉有償運送運転者講習

福祉有償運送運転者講習会

福祉有償運送運転者講習

ホームページ（クリックするとページが表示されます）

082-854-4000

0

セダン等運転協力者講習会

セダン等運転者講習

082-962-5264

http://tekuno.info/

（ホームページ未開設）

0833-76-0550

http://www.nishinihon1.com/

0884-44-6399
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大臣認定講習実施機関一覧表
（平成２３年１１月１４日現在）
名称

主たる事務所の所在地

代表者氏名

株式会社鳴門自動車教習所

徳島県鳴門市大津町矢倉字四ノ越
５２番地

勘川 一三

株式会社阿波すだち

徳島県阿波市阿波町南五味知１０４
－２

伊月美智子

市町村運営有償運送等運転者講習

講習の名称
福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

電話番号
088-621-2128
(徳島県交通政策
課)

市町村運営有償運送等運転
者講習
福祉有償運送運転者講習

福祉有償運送運転者講習

0883-35-2011

特定非営利活動法人明日に架ける
香川県綾歌郡綾川町陶5779番地1
橋

多田羅 譲治

自家用有償旅客運送に係る
運転者講習

自家用有償旅客運送に係る
運転者講習

087-876-6025

特定非営利活動法人えひめ福祉移
愛媛県松山市三町二丁目５番３７号
動サービス支援センター

髙塚 政生

自家用有償旅客運送運転者
講習

自家用有償旅客運送運転者
講習

090-4781-6335

石原トータルケアサポート株式会社 愛媛県松山市針田町１１２番地３

石原 知也

愛媛福祉運転者講習

愛媛福祉運転者講習（セダ
ン）

089-915-5120

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

088-883-3251

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

0946-24-2507

株式会社高知中央自動車学校

高知県高知市江陽町４番５０号

特定非営利活動法人にこにこプラッ
福岡県朝倉市馬田１９５５番地１
トホーム

吉門 賢二郎

市町村運営有償運送等運転
者講習

鹿毛 哲也

社会福祉法人キリスト者奉仕会

福岡県大牟田市今山４３６８番地３

叶 昌全

ケア輸送運転者講習

北九州市

福岡県北九州市小倉北区城内１番
１号

北橋 健治

福祉車両運転者研修

株式会社若松タクシー

福岡県北九州市若松区大字安瀬６
４番地の１３１

山本 康宏

移送サービス運転者認定講
習

093-771-3236

株式会社 マイマイ

福岡県福岡市中央区笹丘１－２８－
７４

三戸 道雄

マイマイ福祉有償運送運転者 マイマイ福祉有償運送運転者
講習会
講習会

092-565-0101

江口 陽介

移送サービス運転協力者講
習会

0952-41-8422

さが福祉移動サービス・ネットワーク 佐賀県佐賀市光一丁目9-17
特定非営利活動法人ほほえみなが 長崎県長崎市茂里町３番２４号 長
さき
崎県総合福祉センター県棟２階

北川 修
市町村運営有償運送等運転
者講習

ホームページ（クリックするとページが表示されます）

0944-59-0810

セダン等運転者研修

移送サービス運転協力者講
習会

093-582-2495

ほほえみながさき福祉有償運 ほほえみながさき福祉有償運
送運転協力者研修
送運転協力者研修

095-849-3239

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

0959-27-0136

移送サービス運転者講習会

移送サービス運転者セダン型
等講習会

096-329-5549

有限会社 新西海自動車学校

長崎県西海市西彼町上岳郷１２３８
番地３

松尾 泰彦

熊本外出支援ネットワーク

熊本県熊本市松尾町上松尾１８番１

小出 照幸

九州移動支援ネットワーク

熊本県熊本市松尾町上松尾１８番１
号

松江 弘資

セダン等運転者講習
移送・移動サービス運転者講習
市町村有償運送運転者講習 移送・移動サービス運転者代替講習
セダン等運転者代替講習

096-329-5549

つばめタクシー株式会社

熊本県人吉市中青井町３０６－６

北 昌二郎

市町村等運営有償運送等運
転者講習会

0966-22-5115

福祉有償運送運転者講習会

http://tatara-net.com/

セダン等運転者講習会

http://www.mymy.co.jp/

（ホームページ未開設）

http://www.tsubame-taxi.co.jp/
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大臣認定講習実施機関一覧表
（平成２３年１１月１４日現在）
名称
特定非営利活動法人ＮＰＯひむか

主たる事務所の所在地

代表者氏名

宮崎県宮崎市大塚町祝子前１７６７
番地１大塚ビル３０１号

向江 正巳

市町村運営有償運送等運転者講習

移動支援運転者講習

宮崎県都城市松元町４街区１４号
都城市福祉有償運送サービスネット
都城市社会福祉協議会障害者生活 清水 ひとみ
ワーク
支援センター内
市町村移送サービス運転者
講習会

講習の名称
福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

認定運転者講習（福祉有償運 認定セダン講習（セダン等運
送運転者講習）
転者講習）

電話番号

ホームページ（クリックするとページが表示されます）

0985-53-1950

移動サービス運転者講習

移動サービス運転者セダン等
講習

0986-26-0294

福祉移送サービス運転者講
習会

セダン移送サービス運転者講
習会

0985-22-7161

エムアール交通株式会社

宮崎県宮崎市永楽町１４４番地

吉本 悟朗

社会福祉法人ひまわり会

鹿児島県薩摩川内市宮里町３０４８
番地９

若松 郁子

わかまつ園福祉有償運送運
転者講習

わかまつ園セダン等運転者講
習

0996-25-2368

http://www3.ocn.ne.jp/~wakamatu/

有限会社ハーネスケア

鹿児島県鹿児島市新栄町１番３号

江野 里美

ケア輸送サポート（福祉有償
運送）運転者講習会

ケア輸送サポート（セダン等）
運転者講習会

099-821-0125

http://www.harnescare.com/

特定非営利活動法人日光

鹿児島県曽於市財部町北俣９７１４
番地の３

長澤 優

ケア搬送福祉有償運転者講
習

ケア搬送セダン等運転者講習

0986-72-1895

（ホームページ未開設）

ケア搬送市町村有償運転者
講習
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