
⑧ 仮運転免許関係事務委託

１ 委託に係る業務の内容

（1） 道路交通法（以下「法」という。）第92条第１項及び法第93条第１項に規定する

仮運転免許証の作成及び交付に係る事務

（2） 法第97条第１項第１号及び第３号に規定する仮運転免許試験に係る事務

（3） 上記⑴と⑵に付随する業務

２ 受託法人の名称、所在地及び代表者の氏名等

法 人 名
業務を処理する場所 代表者氏名

（ 所 在 地 ）

相生振興株式会社 相生自動車教習所
福岡 弘崇

（兵庫県相生市那波野336番地） 兵庫県相生市那波野336番地

ジェームス山自動車学院

アイジー興産株式会社 神戸市垂水区青山台５丁目４番３号
井植 貞雄

（神戸市垂水区青山台５丁目４番３号） ジェームス山自動車学院学園都市校

神戸市西区学園東町８丁目１番地

アスモ株式会社 尼崎ドライブスクール
小谷 輝夫

（大阪市中央区谷町２丁目６番５号） 兵庫県尼崎市北初島町13番地

有限会社網干自動車教習所 網干自動車教習所
廣橋 一樹

（兵庫県姫路市網干区高田108番地） 兵庫県姫路市網干区高田108番地

尼ケ崎企業株式会社 杭瀬自動車学校
上山 直英

（兵庫県尼崎市杭瀬北新町３丁目２番３号） 兵庫県尼崎市杭瀬北新町３丁目２番３号

株式会社ＥＩＣ 北須磨ドライビングスクール
中元 恵一

（神戸市須磨区車字梨川750番地） 神戸市須磨区車字梨川750番地

株式会社オオキコーポレーション 赤穂自動車教習所
大木 慶生

（兵庫県赤穂市北野中11番地） 兵庫県赤穂市北野中359番地６

株式会社小野自動車教習所 小野自動車教習所
小林 武彦

（兵庫県小野市王子町806番地） 兵庫県小野市王子町806番地

株式会社加古川自動車教習所 加古川自動車教習所
中尾 和彦

（兵庫県加古川市山手１丁目１番１号） 兵庫県加古川市山手１丁目１番１号

加西自動車学院

株式会社加西自動車学院 兵庫県加西市殿原町620番地
青山 涼平

（兵庫県加西市殿原町620番地） 加東自動車教習所

兵庫県加東市松沢字依藤761番地の５

鹿島興産株式会社 播磨自動車教習所
山本 広高

（兵庫県高砂市春日野町２番60号） 兵庫県高砂市春日野町２番60号

株式会社香住自動車教習所 香住自動車教習所
中井 信任

（兵庫県美方郡香美町香住区加鹿野１番地） 兵庫県美方郡香美町香住区加鹿野１番地

株式会社福崎インター自動車学校 福崎インター自動車学校
中農 一也

（兵庫県神崎郡福崎町山崎20番地） 兵庫県神崎郡福崎町山崎20番地

有限会社ケーディエス 関西ドライビングスクール
中尾 亨

（兵庫県姫路市仁豊野５丁目520番地） 兵庫県姫路市仁豊野５丁目520番地

株式会社甲子園オートセンター 甲子園自動車教習所
上山 直英

（兵庫県西宮市高須町１丁目３番１号） 兵庫県西宮市高須町１丁目３番１号



株式会社神戸西インター自動車学校 神戸西インター自動車学校
吉村 充司

（神戸市西区見津が丘一丁目25番地） 神戸市西区見津が丘一丁目25番地

一般財団法人港湾労働安定協会 港技研自動車教習所
溝江 輝美

（東京都港区新橋６丁目11番10号） 神戸市中央区港町９丁目１番

株式会社篠山自動車教習所 篠山自動車教習所
小河 吉彦

（兵庫県丹波篠山市池上569番地） 兵庫県丹波篠山市池上569番地

株式会社三田自動車学院 三田自動車学院
辻 清吾

（兵庫県三田市志手原1147番地の１） 兵庫県三田市志手原1147番地の１

山陽起業株式会社 兵庫県山陽自動車教習所
山中 正代

（兵庫県姫路市北条字川原前986番地） 兵庫県姫路市北条字川原前986番地

株式会社新神戸ドライヴィングスクール 神戸ドライヴィングスクール
吉村 充司

（神戸市北区緑町三丁目６番１号） 神戸市北区緑町三丁目６番１号

有限会社兵庫県洲本自動車教習所 兵庫県洲本自動車教習所
後藤 忠毅

（兵庫県洲本市塩屋２丁目１番57号） 兵庫県洲本市塩屋２丁目１番57号

株式会社西播自動車教習所 西播自動車教習所
岸元 俊朗

（兵庫県姫路市西今宿６丁目１番25号） 兵庫県姫路市西今宿６丁目１番25号

株式会社大陽猪名川自動車学校 大陽猪名川自動車学校
成田 孝明

（兵庫県川辺郡猪名川町紫合字釘貫733番地） 兵庫県川辺郡猪名川町紫合字釘貫733番地

龍野自動車学院株式会社 龍野自動車学院
田上龍太郎

（兵庫県たつの市神岡町大住寺字奈良谷1009番地の1） 兵庫県たつの市神岡町大住寺字奈良谷1009番地の1

春日自動車教習所

兵庫県丹波市春日町黒井921番地

有限会社淡陽自動車教習所 春日自動車教習所氷上校
番所 利行（兵庫県洲本市物部１丁目17番52号） 兵庫県丹波市氷上町横田５番地番地

淡陽自動車教習所

兵庫県洲本市物部１丁目17番52号

株式会社新神戸ドライヴィングスクール西脇支店 西脇自動車教習所
吉村 充司

（兵庫県西脇市板波町700番地） 兵庫県西脇市板波町700番地

株式会社東播自動車教習所 東播自動車教習所
山口 勝英

（兵庫県加古郡播磨町宮西１丁目２番５号） 兵庫県加古郡播磨町宮西１丁目２番５号

株式会社豊岡自動車教習所 豊岡自動車教習所
山口 喬

（兵庫県豊岡市日撫312番地） 兵庫県豊岡市日撫312番地

社会福祉法人白鷺園 姫路中央自動車学院
紺谷 清春

（兵庫県姫路市御立北３丁目17番１号） 兵庫県姫路市本町68番地

西神自動車学院

神戸市西区玉津町高津橋字今池尻11番１号

阪神興業株式会社 土山自動車学院
水山 清嗣

（神戸市長田区若松町６丁目１番１号） 兵庫県加古郡稲美町六分一字山中池1181番地

ポートアイランドドライビングスクール

神戸市中央区港島１丁目１番地６

株式会社阪神自動車学院 阪神自動車学院
古田 尚希

（兵庫県伊丹市池尻７丁目193番地） 兵庫県伊丹市池尻７丁目193番地

株式会社阪神ライディングスクール 西宮北ドライバーズスクール
有馬 君俊

（兵庫県尼崎市大物町１丁目１番１号） 兵庫県西宮市山口町名来1225番地1

ピース実業株式会社 伊川谷自動車学院
水山 裕中

（神戸市長田区菅原通６丁目２番地） 神戸市西区伊川谷町長坂876番地

株式会社姫路南自動車学院 姫路南自動車学院
北野 耕司

（兵庫県姫路市白浜町宇佐崎中１丁目200番地） 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎中１丁目200番地



兵庫県自動車学校西宮本校

兵庫県西宮市深津町４番30号

学校法人兵庫県自動車学校 兵庫県自動車学校明石校
福本 明彦

（兵庫県西宮市深津町４番30号） 兵庫県明石市荷山町1649番地の４

兵庫県自動車学校姫路校

兵庫県姫路市花田町一本松25番地

株式会社兵庫県三原自動車教習所 兵庫県三原自動車教習所
宮本 慶太

（兵庫県南あわじ市賀集八幡358番地） 兵庫県南あわじ市賀集八幡358番地

有限会社廣野自動車教習所 廣野自動車教習所
山口 一喜

（兵庫県三木市別所町小林734番地） 兵庫県三木市別所町小林734番地

平和台自動車学院

神戸市長田区高取山町２丁目23番１号

平和産業株式会社 ＲＩＣＳ ＰＲＯ ＣＡＲ ＳＣＨＯＯＬ

（神戸市長田区菅原通６丁目２番地） 神戸市東灘区向洋町西６丁目20番３
水山 裕中

六甲アイランドカースクール

神戸市東灘区向洋町西６丁目８番

株式会社北播ドライビングスクール 北播ドライビングスクール
大西ゆかり

（兵庫県多可郡多可町中区牧野143番地の11） 兵庫県多可郡多可町中区牧野143番地の11

株式会社山崎自動車教習所 山崎自動車教習所
西村 昭三

（兵庫県宍粟市山崎町千本屋169番地） 兵庫県宍粟市山崎町千本屋169番地

株式会社リエゾンドライビングスクール リエゾンドライビングスクール
田部 秀樹

（神戸市東灘区向洋町東４丁目２番） 神戸市東灘区向洋町東４丁目２番

利昌エンタープライズ株式会社 武庫川自動車学園
阪本 恭三

（兵庫県尼崎市西昆陽４丁目１番13号） 兵庫県尼崎市西昆陽４丁目１番13号

株式会社和田山自動車教習所 和田山自動車教習所
藤原みさと

（兵庫県朝来市和田山町土田727番地） 兵庫県朝来市和田山町土田727番地

陸上自衛隊第３師団千僧自動車教習所 陸上自衛隊第３師団千僧自動車教習所
千田 将也

（兵庫県川西市久代４丁目１番45号） 兵庫県川西市久代４丁目１番45号

陸上自衛隊第３師団姫路自動車教習所 陸上自衛隊第３師団姫路自動車教習所
木村 謙一

（兵庫県姫路市峰南町１番70号） 兵庫県姫路市峰南町１番70号


