
申請者 釜屋　福太郎
運行の態様 区域運行
営業の区域 松江市大野地区
許可年月日 平成27年9月8日
備考 新規許可

申請者 広島バス(株)
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県広島市西区三篠３丁目１４番２３号地先 広島県広島市中区白島北町１８番地先 0.9
運行系統 祇園大橋～広島駅線
認可年月日 平成27年9月1日
備考 路線延長

申請者 （株）中国バス
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 岡山県笠岡市十番町１－２番地先 岡山県浅口郡里庄町浜中９３－１８８番地先 2.3
運行系統 神辺～大阪線（カブトガニ号）
認可年月日 平成27年9月4日
備考 路線延長

申請者 美祢構内タクシー（株）
運行の態様 区域運行
営業の区域 川東・西分地区
認可年月日 平成27年9月11日
備考 区域拡張

申請者 日ノ丸自動車（株）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 鳥取県倉吉市仲ノ町７４２－１先 鳥取県倉吉市新町３丁目１０８０番地１先 0.3

鳥取県倉吉市横田５０３－３先 鳥取県倉吉市横田字竹ノ下タ４７０－１地先 0.3
運行系統 横田線、北谷線、高城線
認可年月日 平成27年9月11日
備考 路線延長

申請者 石見交通（株）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 島根県邑智郡美郷町別府５３６－２ 島根県邑智郡美郷町湯抱５９８－１３ 2.1

島根県邑智郡美郷町湯抱５９８－１３ 島根県邑智郡美郷町湯抱３６８－１０ 0.3
運行系統 粕渕線
認可年月日 平成27年9月17日
備考 路線延長

申請者 （有）嘉川タクシー
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口市嘉川４３４１－７先 山口市嘉川３６０９－２ 0.38

山口市嘉川５０４２－４先 山口市嘉川５０９２－２先 0.22
運行系統 みんなでＧＯ
認可年月日 平成27年9月18日
備考 路線延長

申請者 いわくにバス（株）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県岩国市御庄２１１３－１０番地先 山口県岩国市土生１９－４地先 6.4

山口県岩国市土生２５－４地先 山口県岩国市天尾１９５地先 12
山口県岩国市通津３７１５－２地先 山口県岩国市六呂師９３４地先 9.3
山口県岩国市六呂師１１１９地先 山口県岩国市柱野古宿１４９０－１地先 17.8
山口県岩国市小瀬２９３１地先 山口県岩国市阿品１９２－２地先 10
山口県岩国市阿品２５０－２地先 山口県岩国市阿品９４５地先 1.2

運行系統 二鹿・北河内線、大藤・叶木線、小川津・持ヶ峠線
認可年月日 平成27年9月24日
備考 路線延長

申請者 中国ジェイアールバス（株）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 島根県松江市宍道町佐々布３２４３－２地先 島根県松江市玉湯町湯町１７１６地先 21.2

島根県松江市玉湯町布志名７６７－５１地先 島根県松江市西嫁島３丁目４－１９地先 2.1
島根県松江市灘町１－２１地先 島根県松江市寺町１９８－６１地先 5.8
島根県松江市中原町５２地先 島根県松江市中原町３０－２地先 0.1
島根県松江市外中原町６３－３地先 島根県松江市殿町１９－１地先 0.6
島根県松江市上乃木８丁目１－７地先 島根県松江市佐草町２２７地先 2
島根県松江市上乃木８丁目１－７地先 島根県松江市乃白町４９６－４地先 2
島根県出雲市斐川町直江３６１２－１地先 島根県出雲市大社町杵築東２８３地先 24.4
島根県出雲市大社町中荒木７３７地先 島根県出雲市大社町北荒木９５０－１地先 1.1
島根県出雲市大社町北荒木８５４－３地先 島根県出雲市大社町修理免７３１－１地先 1.1
島根県出雲市大社町杵築南地先 島根県出雲市大社町杵築南８３５－５地先 0.21

一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更について次のとおり認可した

一般乗合旅客自動車運送事業について次のとおり許可した



島根県松江市黒田町５１２－５地先 島根県松江市黒田町５０９－１地先 0.1
島根県松江市佐草町２２７地先 島根県松江市佐草町４０７地先 0.05

運行系統 松江・出雲定期観光バス
認可年月日 平成27年9月25日
備考 路線延長

申請者 大島観光タクシー（株）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県大島郡周防大島町東屋代代の田２４１５－１０先 山口県大島郡周防大島町大字東屋代１９２７－３先 0.5
運行系統 奥畑線
認可年月日 平成27年9月28日
備考 路線延長

申請者 備北バス（株）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 岡山県加賀郡吉備中央町吉川７５２５－２番地先 岡山県加賀郡吉備中央町吉川７５３０－５番地先 2.5
運行系統 高梁駅～吉川線、神原～きびプラザ線
認可年月日 平成27年9月29日
備考 路線延長

申請者 備北バス（株）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 岡山県高梁市下町１４８番地先 岡山県高梁市鍛冶２－１番地先 0.25

岡山県高梁市本町４１－２番地先 岡山県高梁市中之町９番地先 0.25
岡山県高梁市中原町１５４２－１番地先 岡山県高梁市中原町１０８４－１番地先 0.25

運行系統 川面・巨瀬・中井生活福祉バス
認可年月日 平成27年9月29日
備考 路線延長

申請者 中国ジェイアールバス（株）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県東広島市黒瀬町乃美尾８９０－１地先 広島県東広島市黒瀬町乃美尾１０８３－１地先 0.6

広島県東広島市黒瀬町乃美尾７７０－３地先 広島県東広島市黒瀬町乃美尾４７３－１地先 0.1
広島県東広島市黒瀬町宗近柳国１９８３－１地先 広島県東広島市黒瀬町宗近柳国２０３７－３地先 0.4
広島県東広島市黒瀬町楢原８－１地先 広島県東広島市黒瀬町菅田２－３地先 0.3
広島県東広島市黒瀬町菅田３５－１地先 広島県東広島市黒瀬町菅田３０－５地先 0.2

運行系統 黒瀬さくらバス
認可年月日 平成27年9月29日
備考 路線延長

申請者 株式会社久米観光バス
営業区域 岡山県
営業所の位置 岡山県久米郡美咲町打穴西１２６８－１
車両数 中小型３両
認可年月日 平成27年9月18日

運送者名 特定非営利活動法人　手毬の里
運送の種別 福祉有償運送
運送の区域 岡山市南区、玉野市
抹消年月日 H27.9.2
備考 H27.8.31廃止

自家用有償旅客運送者の登録を次のとおり抹消した

一般貸切旅客自動車運送事業について次の通り許可した



認可年月日 備考

横瀬　正
（広島県広島市）

上戸　昭彦
（広島県広島市）

H27.9.9 １人一車制

井上　信章
（広島県広島市）

三角　久直
（広島県広島市）

H27.9.9 １人一車制

為数　寛治
（広島県広島市）

松浦　幸夫
（広島県広島市）

H27.9.9 １人一車制

鍛次　博昭
（広島県広島市）

小野又　晃
（広島県広島市）

H27.9.9 １人一車制

長谷川　憲英
（広島県広島市）

橋本　睦
（広島県広島市）

H27.9.9 １人一車制

賀川　次郎
（岡山県岡山市）

佐藤　彰洋
（岡山県岡山市）

H27.9.9 １人一車制

事業者名 営業区域 廃止年月日 備考

陣山　裕真 広島県 H27.8.21 福祉輸送限定

有限会社御庄タクシー 岩国市 H27.8.11

有限会社長寿園 岡山県 H27.8.31 福祉輸送限定

株式会社すいれん訪問介護ス
テーション

岡山県 H27.8.31 福祉輸送限定

寺本　弘成 呉市 H27.8.26 １人一車制

大森　修 岡山市 H27.9.7 １人一車制

佐々木　陸昭 広島県 H27.9.7 福祉輸送限定

ハート・ケアー・コウノ有限会社 岡山県 H27.9.8 福祉輸送限定

高井　淳治 山口県 H27.9.8 １人一車制山口県宇部市

広島県広島市安佐南区川内

岡山県岡山市南区新保

岡山県岡山市

広島県呉市

一般乗用旅客自動車運送事業の許認可等について

（平成27年９月分）

◎一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡譲受について、次のとおり認可した。

譲　渡　人 譲　受　人

岡山県倉敷市玉島乙島

◎一般乗用旅客自動車運送事業の廃止届を受理した。

事業者住所

広島県呉市山手

山口県岩国市御庄

岡山県倉敷市下の町



◎　一般貨物自動車運送事業の経営について、次のとおり許可した。

中国自貨 申　　請　　者 代表者名 主たる事務所 電話番号 車両数 許可年月日
一般
霊柩の
別

１４１ (株)渡辺重運 渡邊　雅史 倉敷市栗坂317番地2号 086-259-5086 5 H27.9.7 一般

１３６ 有限会社　空閑建設 空閑　博行 岩国市麻里布町3丁目21番16号 0827-21-1804 5 H27.9.7 一般

１３０ インパクト　株式会社 山本　悟史 広島県広島市安佐南区西原3丁目9-14 082-846-4001 5 H27.9.2 一般



◎　一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受等について、次のとおり認可した。

H27.9.18

H27.9.18

有限会社　エール急送原田急便　株式会社

広島県 広島県
譲渡譲受

備考
旧事業者

所在地

新事業者

所在地
認可年月日



◎　事業（貨物自動車運送事業・利用運送事業）廃止の届出について、次のとおり受理した。

事　業　者　名 住　　　　所 廃止日 備    考

島本　ヒトミ 広島市安芸区畑賀1-7-6 H27.9.4 特定（利用有）

有限会社沖田砂利 広島市安佐北区可部三丁目2番18号 H26.6.27 一般（利用有）

宍戸　紀久夫 広島県広島市安芸区中野4丁目7-5 H21.1.1 利用運送事業

福山地区トラック事業協同組合 広島県福山市曙六丁目5番23号 H27.5.24 利用運送事業

有限会社　日奈条運輸サービス 広島県東広島市高屋町小谷3360-1 S52.11.1 利用運送事業

林　晃弘 岡山県岡山市北区番町2丁目6-13 H27.9.15 利用運送事業

有限会社俵石産 島根県大田市大田町大田ﾛ1410番地1 H27.9.15 一般（利用無）

マツダ陸運会協同組合 広島県広島市南区出島2-15-14 H21.3.3 利用運送事業

有限会社　セイエイ産業 岡山県岡山市新築港1番地1 H17.8.31 利用運送事業

片鉄興産　株式会社 岡山県備前市西片上1897-5 H14.7.31 利用運送事業


