大臣認定講習実施機関一覧表

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

（平成３０年２月１９日現在）

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）

011-842-9337

http://stnet-hokkaido.org/

サンビック福祉移動サービス サンビック介護移動サービス
運転者研修
運転者研修

011-221-3817

http://hgsh.jp/index.php

移送サービス運転協力者講
習会

セダン等運転者講習

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

市町村運営有償運送等運転
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

0156-64-6111

http://city.hokkai.or.jp/~sms/smsHP/sms.files/frame.htm#slide0016.htm

合同会社 RsY

北海道札幌市北区新琴似６条６丁
目４番２２号

八田 利英子

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

011-299-3586

（ホームページ未開設）

特定非営利活動法人さっぽろ福祉
支援ネットあいなび

北海道札幌市南区南３２条西１０丁
目２番３号

下川原 清美

市町村運営有償運送等運転
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

http://www7.plala.or.jp/ainabi/

有限会社鹿光学習センター

北海道札幌市中央区北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/

株式会社ファミリーケアサポート

北海道留萌市栄町１丁目５番６号

ファミリーケアサポート福祉有 ファミリーケアサポートセダン
償運送運転者講習
等運転者講習

0164-43-5600

http://www.family-cs.co.jp/

社会福祉法人上磯はまなす

北海道北斗市野崎１９９－１

新山 正儀

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

0138-73-1311

http://hamanasunosato.wix.com/helper

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

Dネット有償運送運転者講習
会

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）

株式会社ムジコ・クリエイト

青森県弘前市和泉一丁目３番地１
号

新戸部 八州男

0172-28-2188

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）

齋藤 光弘

田中 卓

セダン等運転協力者講習会

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）

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

東條 昭彦

福祉有償運送運転者講習

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

福祉有償運送運転者認定講
習

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

東條 昭彦

市町村有償運送等運転者講
習

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

市町村運営有償運送等運転
者講習

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番地４４

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

セダン等運転者講習

0173-82-1602

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

0191-52-2118

http://semmaya-ds.co.jp/

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/

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/

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/
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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

（平成３０年２月１９日現在）

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）

特定非営利活動法人 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

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）

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/

株式会社横手城北産業

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

0182-32-3671

（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

山形県山形市小白川町2丁目3番31
号

斎藤 丈夫

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

023-623-6613

（ホームページ未開設）

株式会社鶴岡自動車学園

山形県鶴岡市西新斎町６番３４号

斎藤 征士

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

0235-22-6200

http://www.tsurugaku.com/

山形最上ドライビングスクール

山形県新庄市大字泉田字下村西１
９－１

田村 滿

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

0233-25-2221

http://www.si-dsg.com/company/index.html

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２丁目２
６－４ＮＰＯ法人いわき自立生活セン 長谷川 秀雄
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）

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

0246-23-1903

（ホームページ未開設）

菅原 治

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

0248-72-1616

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

ニューワーク情報サービス有限会社 福島県須賀川市栄町370番地

株式会社北福島タクシー

福島県福島市南矢野目字桜内３６
－１

紺野 勝寛

ハートフル福祉有償運送運転 ハートフル福祉有償運送運転
者講習
者講習

024-557-2210

有限会社介護サービスゆかり

福島県いわき市勿来町酒井関根
57-5

三瓶 ミツエ

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

0246-65-1212

http://www.kaigo-yukari.co.jp

茨城県水戸市梅香町２－１－３９
茨城福祉移動サービス団体連絡会 茨城県労働福祉会館２階
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

http://www.ibairen.org/

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

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

0299-91-1294

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

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

交通空白地有償運送運転者
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

社会福祉法人取手市社会福祉協議
茨城県取手市寺田５１４４－３
会

滝野 忠男

取手市社会福祉協議会
福祉有償運送運転者講習会

菅野 忠雄

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

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
株式会社TBC福祉教育センター

栃木県宇都宮市南大通り２－１－２
TBC学院ビル７F

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

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）

取手市社会福祉協議会
セダン等運転者講習会

0297-72-0603

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

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

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

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

028-651-2171

向井 美代子

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

027-255-6111

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

市町村運営有償運送等運転者講習

田嶋 進

田﨑 一朗

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

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

（平成３０年２月１９日現在）

宮地 由高

セダン等運転者講習

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）

特定非営利活動法人尾瀬なでしこ
の会

群馬県沼田市岡谷町１０７７－２

特定非営利活動法人グループ２８

群馬県桐生市黒保根町上田沢７４４
番地

仁木 治代

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

大坂 富男

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

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

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」

後藤 満里子
公共交通空白地有償運送運
転協力者講習

0278-22-0705

0277-96-2582

（ホームページ未開設）

埼玉県福祉移送事業協同組合

埼玉県さいたま市桜区桜田２－１６
－２１－１０５

片山 文雄

福祉有償移送運転者講習

048-753-9612

株式会社顧愛

埼玉県狭山市中央1-46-8

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

星野 辰昭

福祉有償運送運転者講習会

セダン等運転者講習会

049-291-2311

http://www.npojp.jp/

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

048-442-3321

http://www.normanet.ne.jp/~ww100016/

特定非営利活動法人国民生活向上
埼玉県狭山市東三ツ木７－３
委員会
社団法人厚生車輛福祉協会

埼玉県戸田市新曽２２４５番地

山根 明
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名称

講習の名称
福祉有償運送運転者講習

（平成３０年２月１９日現在）

主たる事務所の所在地

代表者氏名

株式会社サブリーム

埼玉県川口市幸町２丁目３－６－１
０６

相原 章人

福祉有償運送運転者講習

株式会社 飯能自動車学校

埼玉県飯能市大字岩沢９５８番地

沢辺 瀞壱

福祉有償運送運転者講習会

一般社団法人 彩の国福祉介護移 埼玉県さいたま市桜区田島８－４－
送協会
２７

吉田 光枝

福祉有償運送運転者講習

一般社団法人全国総合福祉車両協 埼玉県さいたま市北区宮原町３－２
議会
９４第一島村ビル２０１

稲垣 利一

福祉有償運送運転者講習

移動支援ネットワークちば

千葉県柏市若紫227番地6 147街区
コモンA棟

松浦 光恵

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

047-359-9888

市原興業株式会社

千葉県市原市五井８８４０番地

小野尾 光

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

市町村運営有償運送等運転
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）

セダン等運転者講習

050-5862-2834

http://subream.com/

セダン等運転者講習会

042-973-2395

セダン等運転者講習

048-799-3628

セダン等運転者講習

048-796-7503

公益社団法人千葉県シルバー人材 千葉県千葉市中央区中央３丁目９
センター連合会
番１６号

君塚 寛治

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

千葉県君津市人見３丁目６番１９号

津金澤 寛

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

0439-57-6665

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

渋谷 幸一

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

鈴木 孝

移送サービス運転協力者講
習会

http://fukushi.sainokuni-kyoukai.jp

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

坂本 元美

チャレンジ福祉有償運送運転
者講習

中谷 茂章

柏市社協福祉有償運送運転
者講習

柏市社協セダン等運転者講
習

04-7193-4040

小池 満尚

国土交通大臣認定
福祉有償運送運転者講習

国土交通大臣認定
セダン等運転者講習

047-446-7337

http://www.kyosin-kotsu.co.jp/

島田 喜七

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

047-346-2052

http://fnm2011.okoshi-yasu.com/

特定非営利活動法人ライフサポート
千葉県旭市ロ１００４－１７
樂樂

村岡 龍太郎

樂樂福祉有償運送運転者講
習

樂樂セダン等運転者講習

0479-63-5036

株式会社ハートフル

千葉県銚子市中央町５番地の１０

神原 久美子

国土交通大臣認定
福祉有償運送運転者講習

国土交通大臣認定
セダン等運転者講習

0479-21-3334

有限会社北柏交通

千葉県柏市花野井９０９－３

国土交通大臣認定福祉有償
運送運転者講習

国土交通大臣認定セダン等
運転者講習

04-7131-5440

株式会社和光

千葉県大網白里市南今泉4832-7

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
協進交通有限会社

千葉県鎌ケ谷市東初富１丁目１１番
８号

特定非営利活動法人たすけあいの
千葉県松戸市東平賀７番地の２
会ふれあいネットまつど

松丸 尚

0475-77-1066
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大臣認定講習実施機関一覧表

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

（平成３０年２月１９日現在）

セダン等運転者講習

電話番号

NPO法人福祉のとも・あゆみ

千葉県習志野市泉町２丁目３番３－
町山 慶太郎
１０６号

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

047-474-8617

有限会社 ミナト交通

千葉県銚子市川口町２丁目６３８５
番地の４４

勝谷 忠広

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

0479-22-2300

特定非営利活動法人成田国際イン
千葉県成田市宗吾３丁目５６４－３
バウンド協会

宮西 孝典

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

050-5319-1797

市町村運営有償運送等運転
者講習

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

東京都中央区新富１－８－１２

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

03-3206-8939

株式会社ジャパン・リリーフ

東京都千代田区岩本町２－１１－９
イトーピア橋本ビル

野村 俊司

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

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

堂田 レイ子

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
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

中根 裕

移動サービス運転者研修

八王子福祉交通運転者技術
講習セミナー

042-669-5733

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

移動サービス運転者初任者
講習会

東京都三鷹市上連雀８丁目３番１０
号三鷹市上連雀分庁舎

宮田 榮一

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 政治

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

水谷 克博

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

東京都昭島市朝日町３－１８－１２

橋本 幸一

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

042-545-7553

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

石井 傳一郎

社会福祉法人品川区社会福
祉協議会運転者初任者講習
会

財団法人総合健康推進財団
企画室

東京都新宿区西新宿３－７－１ 新
宿パークタワーN棟３５階

玉木 武

福祉有償運送運転者講習

http://www.tokyo-handicab.net/

http://www.taiyokun.sakura.ne.jp/

03-5457-2200

特定非営利活動法人みたかハン
ディキャブ

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
会さわやかサービス
大井１丁目共同ビル２階

http://naritakokusai.com/

03-5833-0430

八王子福祉交通運転者技術
講習セミナー

内藤 千世子

ホームページ（クリックするとページが表示されます）

03-5718-7173

セダン等運転者講習

03-5909-8561
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大臣認定講習実施機関一覧表

名称
株式会社アイム

主たる事務所の所在地

代表者氏名

東京都八王子市南大沢１－２２－２
１

山口 朗

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

（平成３０年２月１９日現在）

セダン等運転者講習

電話番号

株式会社アイム 福祉有償運
送運転者講習

042-674-6456

ホームページ（クリックするとページが表示されます）

社会福祉法人練馬区社会福祉協議 東京都練馬区豊玉北6-12-1 練馬
会
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

株式会社日本教育クリエイト

東京都新宿区西新宿１丁目２３－７
新宿ﾌｧｰｽﾄｳｴｽﾄ７Ｆ

古渕 泰弘

介護ドライバー養成講習

セダン等運転者講習

011-223-5362

http://www.sanko-fukushi.com/

久保 良喜

おでかけサポート福祉有償運 おでかけサポートセダン等運
送運転者講習
転者講習

042-649-6968

http://www.chiikianzen.org/

福祉有償運送ボランティア運
セダン等運転者講習
転者講習

03-3304-5227

篠塚 恭一

福祉有償運送ボランティア運
セダン運転者講習
転者講習

03-6415-6488

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

神奈川県横浜市中区真砂町３－３３
特定非営利活動法人横浜移動サー
セルテ１１Ｆよこはま市民共同オフィ
ビス協議会
ス内

岡村 道夫

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

045-212-2863

医療アクセス権プロジェクト

神奈川県鎌倉市小袋谷１－９－５５

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

0120-961-092

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新羽町８６８

村上 芳子

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

045-547-1400

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

浮岳 堯仁

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

神奈川高齢者生活協同組合

神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10
関内駅前マークビル５Ｆ

吉田 隆幸

福祉有償運送運転者講習会

セダン等運転者講習会

045-663-8825

http://kanagawa.koureikyou.or.jp/

株式会社メディコサービス

神奈川県横浜市港北区網島西６－
１７－５－１

木谷 浩

福祉有償運送運転者講習会

セダン等運転者講習会

044-920-9212

http://medicoservice.co.jp/

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

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

株式会社長坂自動車教習所

山梨県北杜市長坂町長坂上条１５３
市町村運営有償運送等運転
小宮山 浩之
１－１
者講習

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

0551-32-3366

特定非営利活動法人地域住民の安
東京都八王子市小門町41番地
全生活応援団
特定非営利活動法人せたがや移動 東京都世田谷区八幡山１－７－６世
ケア
田谷区福祉移動支援センター内
一般社団法人トラベルヘルパー＆
外出支援サービス振興機構

東京都渋谷区南平台町６－１１ジョ
イヒルズ４Ｆ

吉田 正

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

http://yokohama-ido.jp/
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大臣認定講習実施機関一覧表

名称
くびき野市民ふくしネットワーク

主たる事務所の所在地

代表者氏名

新潟県上越市石橋２－３－３１

加藤 正子

社会福祉法人佐渡ふれあい福祉会 新潟県佐渡市千種58番地１

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
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

（平成３０年２月１９日現在）

セダン等運転者講習

電話番号

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

025-545-5188

ホームページ（クリックするとページが表示されます）

末武 雅之

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

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

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

荻野 優志

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/

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
５号

小池 洋一

福祉有償運送運転者講習会

025-553-9017

株式会社水原自動車学校

新潟県阿賀野市下条２０番地４

高田 尚幸

加茂タクシー有限会社

新潟県加茂市駅前４番１号

坂井 一成

加茂タクシー福祉有償運送運 加茂タクシーセダン等運転者
転者講習会
講習会

0256-52-0931

社会福祉法人 阿賀野市社会福祉
新潟県阿賀野市姥ヶ橋６６９番地
協議会

佐藤 辰郎

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

0250-67-9203

ソーロング株式会社

富山県富山市向新庄町７－８－１６

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
石川県白山市成町７１２－３
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

076-275-7494

特定非営利活動法人長野県ハン
ディキャブ連絡会

長野県上水内郡牟礼村大字川上
2755番地958

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

柳沢 正登

市町村運営有償運送等運転
者講習会

株式会社アジマ自動車学校
ドライビングアカデミーアジマ

長野県下伊那郡喬木村1353

矢澤 文建

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

0265-33-2550

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

移動・送迎運転協力者講習

0778-62-4177

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

福井移動サービス研究会

福井県鯖江市二丁掛町１４－２８

天谷 まり子

セダン等運転者講習会

市町村運営有償運送等新任
運転者講習

0250-62-2000

移送サービス運転者研修会

移送サービス運転者研修会

http://www.unten.co.jp/

026-227-7177

セダン等運転協力者講習

http://www.ajima-d.com/extra/cat186/
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大臣認定講習実施機関一覧表

名称
有限会社あいぜん

主たる事務所の所在地
福井県越前市広瀬町１３１－２３

特定非営利活動法人岐阜羽島ボラ
岐阜県羽島市正木町坂丸２－９７
ンティア協会

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

（平成３０年２月１９日現在）

セダン等運転者講習

電話番号

山西 敏憲

福祉有償運送運転者認定講
習

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

セダン等運転者講習会

0577-57-8180

ホームページ（クリックするとページが表示されます）

0778-21-1782

飛騨福祉移送サービスネットワーク

岐阜県高山市片野町５丁目１９３番
地 認定ＮＰＯ法人あんきや内

蒲池 龍之助

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和

岐阜県郡上市八幡町初納字八講田
5番地1 スマイルガーデン203号

山口 佐織

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ぎふ市民協

岐阜県各務原市那加東新町二丁目
１４６番地 コープぎふほっとサロン
内

細野 俊和

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

自家用有償旅客運送運転者
講習

058-389-3885

株式会社那加自動車教習場

岐阜県各務原市那加西那加２８

小島 陽太郎

市町村運営有償運送当運転
者講習

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

058-389-2525

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

勝亦 武司

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

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

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

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

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/

静岡自動車学園

静岡県静岡市葵区宮前町７１-１

鈴木 善之助

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/

大橋 眞佐美

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 愛知県名古屋市南区三吉町６丁目
ち
２５番地

遠山 哲夫

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

052-611-6100

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

愛知県豊田市錦町２－２１－１

木本 光宣

移送サービス運転協力者講
習会

有限会社ハートフルハウス

愛知県長久手市宮脇９１１

長江 保明

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

豊根村

愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨
平2

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

伊藤 実

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

0575-65-5582

移送サービス運転者協力者
講習会

http://www.nakads.com/

0565-31-5772

0561-63-6433

0536-85-1311

（ホームページ未開設）
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大臣認定講習実施機関一覧表

名称
特定非営利活動法人 和来

代表者氏名

愛知県一宮市大江３丁目１２番地９
号 OSスカイビル２０２号

中村 直子

移送サービス運転者講習

伊藤 和夫

福祉有償運送運転従事者講
習

川上 善幸

公益社団法人三重県柔道整復師会 三重県津市乙部２０８６番地

いが移動送迎連絡会

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

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

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１３１
会

（平成３０年２月１９日現在）

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）

移送サービス運転者講習

0586-52-2324

http://www.warai-ifs.com

福祉有償運送セダン等運転
者講習

059-222-3832

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

加藤 進

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

0594-21-3917

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）

0735-33-0370

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/

0773-20-2221

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

井村 正勝

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

北勢地区福祉・送迎連絡協議会

三重県桑名市外堀４５番地

特定非営利活動法人 てとて

三重県南牟婁郡紀宝町井田２１９１
番地の３

山本 賢治

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

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

特定非営利活動法人福知山ＢＧＭ
福祉サービス

京都府福知山市字中ノ２５０番地５４

森下 由美

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

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

石原 宏武

市町村運営有償運送等運転
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

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於与岐みせん 京都府綾部市於与岐町宮ノ下１８

上野 司

0773-44-1734

http://oyogi.haru.gs/

福祉有償運送運転者講習

過疎地有償運送運転者講習

ランゲート株式会社

京都府京都市中京区壬生坊城町１
番地の１

大中 忠生

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

075-813-3343

http://sp.jobwork.jp/kousyu/yushounsou.html

丹後自動車振興株式会社
網野自動車教習所

京都府京丹後市網野町下岡５２２

中村 秀雄

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

0772-72-2633

http://iwa-ami.jp/amino/

伊良原 淳也

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/

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）

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３－５
活動情報センター
－１５KSプラザ３階
移送サービスネットワーク・泉州

大阪府堺市南区桧尾３０９３番地７
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大臣認定講習実施機関一覧表

名称

主たる事務所の所在地

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

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

（平成３０年２月１９日現在）

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）

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

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

時野 学

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-laboratory.com/

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://kaigocenter.jp/

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 大阪府泉南市男里5丁目6-17

藤原 健二

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

072-458-0855

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一丁目３
番１－１０００号

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/

株式会社グリーマリン

大阪府岸和田市加守町２－６－２

中道 禔徽

グリースマイル福祉有償運送
運転者講習

072-422-5260

http://www.glir-marine.com/

株式会社アズンシステム

大阪府大阪市西区北堀江１丁目１
番３号 四ツ橋日生ビル別館４階

川北 恭裕

自家用有償旅客運送福祉有
償運送運転者講習

自家用有償旅客運送セダン
等運転者講習

06-6776-0234

http://azn-system.co.jp/

一般社団法人フクシライフ

大阪府泉佐野市中庄1740番地の1

野口 秀敏

福祉有償運送運転者講習

福祉有償運送運転者講習

072-486-0294

http://fukushi-life.jp/

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

http://activenetwork.or.jp/

福祉有償運転者講習

セダン等運転者講習

072-483-2545

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/

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）

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/

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）

特定非営利活動法人アクティブネッ
大阪府茨木市片桐町11番16号
トワーク
一般社団法人フクシ有償運送

大阪府泉南市馬場１－４－３２

藤原 みどり

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

筒井 良一

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岩山
１－５６－１

向 昭彦

株式会社ＳＮＯＷＰＬＵＭ

神戸市兵庫区駅前通4丁目1番32号

毛利 友紀

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

藤田 由紀雄

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

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
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大臣認定講習実施機関一覧表

名称

主たる事務所の所在地

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

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

（平成３０年２月１９日現在）

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）

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）

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

尼崎ドライブスクール

兵庫県尼崎市北初島町13番地

田中 洋一

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

06-6481-8682

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

078-642-1666

移動・送迎運転者講習

移動・送迎運転者講習

072-792-3532

http://sawavakasan.sakura.ne.jp/

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/

一般社団法人神戸障害児スポーツ 兵庫県神戸市長田区神楽町２－３
振興協会
－１－４０２
特定非営利活動法人さわやか北摂 兵庫県川西市縁台３－３－３９

市町村運営有償運送等運転
者講習

米澤 淳志

野村 貴美子

有限会社ハヤシ

奈良県天理市富堂町３２０番地１

広陵町商工会

奈良県北葛城郡広陵町笠１６２番地

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生駒まごころ

奈良県生駒市山崎町２１番地２号１
０３号室

岡本 玲子

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

0743-71-7775

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/

株式会社ＺＥＮＳＨＩＮケアサポート・
和歌山県田辺市稲成町189番地の4
カタチ

坂本 晶彦

福祉有償運送運転者講習

福祉有償運送運転者講習

0739‐33‐7967

http://catachi.jp/

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

0859-37-2225

学校法人イナバ自動車学校

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

学校法人米子自動車学校

鳥取県米子市旗ヶ崎２丁目１５番１
号

柳谷 由里

米子自動車学校市町村運営
有償運送等運転者講習

米子自動車学校福祉有償運
送運転者講習

米子自動車学校セダン等運
転者講習

0859-33-1231

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たすけあい平
島根県出雲市西代町１０３２－４
田

林 知世子

http://www.amagasaki-ds.co.jp/

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

https://www.yojiga.net/
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大臣認定講習実施機関一覧表

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

セダン等運転者講習

電話番号

特定非営利活動法人コミュニティサ
島根県出雲市大社町入南８０－１
ポートいずも

渡部 直樹

株式会社出雲高等自動車教習所

島根県出雲市上塩治町２４８６

万代 敏治

真庭自動車学校

岡山県真庭市目木１４４７番地

杉脇 正也

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

株式会社稲荷自動車教習所

岡山県岡山市北区小山５４４番地

安川 一恵

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

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
岡山県福祉タクシー協議会

市町村運営有償運送等運転
者認定講習

講習の名称
福祉有償運送運転者講習

（平成３０年２月１９日現在）

岡山県岡山市中区平井１丁目５番２
大橋 廉太郎
０号

みまさかクリア・サポート有限責任事
岡山県津山市野村315番地6
業組合

松田 吉夫

福祉有償運送運転者認定講
習

セダン等運転者認定講習

0853-53-8066

自家用有償旅客運送福祉有
償運送運転者講習

自家用有償旅客運送セダン
等運転者講習

0853-21-5653

移動サービス運転者講習

移動サービス運転者講習

0867-94-2143

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

086-901-1222

みまさかクリアサポート市町村
みまさかクリアサポート福祉有 みまさかクリアサポートセダン
運営有償運送等運転者講習
償運送講習会
等運転者講習会
会

0868-29-3315

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中央７丁目１７
番３５－１０１号

市川 マヤ

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

082-422-4115

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

島本 幸子

福祉有償運送運転者講習会

セダン等運転者講習会

0823-29-1717

有限会社あんしん

広島県尾道市浦崎町４６０８－３

神原 暢幸

備後地域福祉有償運送運転
者講習

株式会社テクノ自動車学校

広島県安芸郡熊野町５６４０-１

竹内 勝博

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

小河 努

市町村運営有償運送運転者
講習

福祉有償運転者講習

ホームページ（クリックするとページが表示されます）

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

050-3070-8926

セダン等運転者講習

082-854-4000

ピアズ福祉有償運送運転者
講習会

0823-84-3731

082-296-0400

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

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 貴美子

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

http://tekuno.info/
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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
福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

広島県福山市蔵王町３８１５番地

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

福祉有償運送運転者講習

082-962-5264

株式会社second house

広島県広島市中区東白島町１５－１
西田ビル２０１号

西田 和貴

福祉有償運送運転者講習

082-962-4848

社会福祉法人 あづみの森

広島県尾道市久保町１８１１番地

宇根 幸治

あづみの森福祉有償運送運
転者講習

0848-20-7551

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

福祉有償運送運転者講習会

有限会社サクラ介護事業所

山口県山口市桜畠６丁目７番１５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 勲

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

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

福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習

電話番号

株式会社山陽自動車学校

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

横田尚哉

市町村運営有償運送等運転者講習

（平成３０年２月１９日現在）

セダン等運転協力者講習会

セダン等運転者講習

084-941-5060

0833-76-0550

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

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

087-876-8810

http://tatara-net.com/

http://www.jp-care.gr.jp/

兼間 道子

まごころ福祉有償運送運転者 まごころセダン等運転者講習
講習会
会

087-865-8001

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

愛媛県松山市朝生田町４－４－３２

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

和泉 由紀夫

市町村運営有償運送等新任
運転者講習

福祉有償運送およびセダン等 福祉有償運送およびセダン等
新任運転者講習
新任運転者講習

089-932-1151

信清 敏男

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

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

鹿毛 哲也

http://www.nishinihon1.com/

0884-44-6399

特定非営利活動法人長寿社会支援
香川県高松市松並町８０２番地１
協会

第一自動車教習所

（ホームページ未開設）

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

多田羅 譲治

ホームページ（クリックするとページが表示されます）

http://www.dai1-dc.jp/
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大臣認定講習実施機関一覧表

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

（平成３０年２月１９日現在）

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）

社会福祉法人キリスト者奉仕会

福岡県大牟田市新勝立町３丁目５
番地１５

川野 直人

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安瀬６４－１
山本 恭太朗
３１

移送サービス運転者認定講
習

093-771-3236

www.wakamatsu-taxi.co.jp

株式会社マイマイ

福岡県福岡市中央区笹丘１－２８－
三戸 宗一郎
７４

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

092-715-0101

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

株式会社しちふく

福岡県福岡市西区周船寺１－６－９
釜崎ビル

王野 智広

しちふく福祉有償運送運転者 しちふく福祉有償運送運転者
及びセダン等運転者講習会 及びセダン等運転者講習会

092-834-4937

http://shichifuku-f.jimdo.com/

さが福祉移動サービス・ネットワーク 佐賀県佐賀市鍋島３丁目３番２０号

江口 陽介

移動サービス認定運転者講
習

0952-36-6865

特定非営利活動法人市民生活支援
佐賀県佐賀市鍋島三丁目３番２０号
センターふくしの家

江口 陽介

ふくしの家福祉有償運送運転 ふくしの家（セダン含む）福祉
者講習会
有償運送運転者講習会

0952-36-6865

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

梅林 徹

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

市町村運営有償運送等運転
者講習

0944-59-0810

セダン等運転者研修

移動サービス認定運転者講
習

093-582-2060

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

熊本県熊本市南区城南町下宮地８
６４番地５

松江 弘資

市町村有償運送運転者講習

移送・移動サービス運転者講
セダン等運転者講習
習

096-427-5716

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

福祉有償運送運転者講習会

セダン等運転者講習会

0966-22-5115

http://www.tsubame-taxi.co.jp/

キクチ産業株式会社

熊本県合志市豊岡2054－45

菊池 浩次

あすぱる福祉有償運送運転
者講習会

あすぱる福祉有償運送運転
者講習会

096-200-1090

http://www.asupal.com

特定非営利活動法人ＮＰＯひむか

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

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）

0985-53-1950

移動支援運転者講習

宮崎県都城市松元町４街区１７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 田村 真一郎
ワーク
支援センター内
エムアール交通株式会社

宮崎県宮崎市永楽町１４４番地

特定非営利活動法人 あんさんぶる 宮崎県宮崎市恒久５丁目５番地９

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

吉本 悟朗

市町村移送サービス運転者
講習会

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

甲斐 勝良

移動支援運転者講習

認定運転者講習

認定セダン講習

0985-52-1552

（ホームページ未開設）
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大臣認定講習実施機関一覧表

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

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

株式会社ハーネスケア

鹿児島県鹿児島市桜ケ丘５丁目２０
番地７

江野 里美

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

合同会社孝心

鹿児島県大島郡喜界町大字湾１５８
７番地２

德 成寿

社会福祉法人クオラ

鹿児島県薩摩郡さつま町船木２３１
５番地１

松下 兼一

有限会社まほろば

沖縄県中頭郡北谷町字桑江575番
地5

喜如嘉 千枝美

特定非営利活動法人 大きな和

沖縄県名護市伊差川１０５６番地３

奥山 博史

市町村運営有償運送等運転者講習

ケア搬送市町村有償運転者
講習

（平成３０年２月１９日現在）

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）

わかまつ園セダン等運転者講
習

0996-25-2368

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

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/

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）

福祉有償運送運転者及びセ
ダン等運転者講習

福祉有償運送運転者及びセ
ダン等運転者講習

0997-65-0230

福祉有償運送運転者講習

福祉有償運送運転者講習

0996-53-0026

運転協力者講習会

運転協力者講習会

098-936-1174

おきなわ有償運送講習会

おきなわ有償運送講習会

050-3818-8910

セダン等運転者講習

http://www.qoler.jp
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