
申請者 両備ホールディングス(株)
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 岡山市南区福成２丁目２４番１４号先 岡山市南区築港緑町１丁目１０番２５号 1.9

岡山市南区築港新町２丁目５番２号先 岡山市南区築港新町１丁目１８番５号先 0.4
運行系統 岡山ろうさい病院～玉橋線他
認可年月日 平成27年10月19日
備考 路線延長

申請者 備北交通(株)
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県庄原市大久保町３７６－２先 広島県庄原市大久保町４６４－１先 0.75
運行系統 庄原市地域生活バス「後迫線」
認可年月日 平成27年10月20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 島根県浜田市原井町９８２－４地先 島根県浜田市西村町１３１５地先 8.4
運行系統 浜田エクスプレス
認可年月日 平成27年10月20日
備考 路線延長

申請者 岡山電気軌道(株)
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 岡山市北区青江２丁目３１５－１先 岡山市北区青江２丁目３０８－２先 0.5
運行系統 岡山駅～日赤病院線
認可年月日 平成27年10月21日
備考 路線延長

申請者 （株）エスアールティー
運行の態様 区域運行
営業の区域 久米南町
認可年月日 平成27年10月22日
備考 区域の新設

申請者 中鉄バス(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加茂市場２１００先 岡山県加賀郡吉備中央町加茂市場２１００先 0.052
運行系統 井原エフベーカリー線
認可年月日 平成27年10月22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 岡山県岡山市北区中山下２丁目１－１地先 岡山県岡山市北区中山下２丁目８－１地先 0.2
運行系統 岡山エクスプレス津山号
認可年月日 平成27年10月23日
備考 路線延長

申請者 （有）中田石油店
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 岡山県苫田郡鏡野町井坂４９５ 岡山県苫田郡鏡野町奥津４６３ 4.9

岡山県苫田郡鏡野町奥津４６３ 岡山県苫田郡鏡野町井坂４９５ 4.3
岡山県苫田郡鏡野町井坂４９５ 岡山県苫田郡鏡野町井坂４９５ 0.1
岡山県苫田郡鏡野町奥津４６３ 岡山県苫田郡鏡野町奥津４６３ 0.1

運行系統 奥津渓谷シャトルバス線
認可年月日 平成27年10月28日
備考 路線延長

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



申請者の氏名又は名称 営業区域 営業所の名称・位置
営業所別
配置車両数

許可年月日 備考

株式会社ＹＯＯＭ 広島県
介護タクシーよおむ
広島県安芸郡海田町畝１丁目２１
－６－７

1両 H27.10.8 福祉輸送限定

認可年月日 備考

大崎交通株式会社
代表取締役　清原　大輔
（岡山県津山市中原１４－７）

H27.10.1 全部譲渡

H27.10.6 一部譲渡

H27.10.21 一部譲渡

H27.10.23 一部譲渡

認可年月日 備考

H27.10.5

事業者名 営業区域 廃止年月日 備考

株式会社ハピネスライフケア 鳥取県 H27.8.18 福祉輸送限定

高橋　義視 福山交通圏 H27.9.30 一人一車制

松田　哲雄 広島交通圏 H27.9.30 一人一車制

安永　清治 広島交通圏 H27.9.28 一人一車制

有限会社コムレイド 岡山県 H26.12.31 福祉輸送限定

池尻　良 広島県 H27.10.13 福祉輸送限定

株式会社周南調剤 山口県 H27.9.30 福祉輸送限定

中本　勝 広島県 H27.7.31 福祉輸送限定

株式会社サポートライフ 鳥取県 H27.10.16 福祉輸送限定

戸田　雅巳 広島県 H27.10.1 福祉輸送限定

片桐　之斉 広島県 H27.10.19 福祉輸送限定

広島県広島市西区庚午中

広島県広島市安佐北区安佐町鈴張

広島県東広島市西条町吉行

相続人

松本　常見
（広島県尾道市向島町１１９６７）

松本　祥吾
（広島県尾道市向島町１１９６７）

鳥取県鳥取市今在家

広島県安芸郡府中町浜田

岡山県岡山市南区泉田

広島県広島市

広島県広島市

山口県下松市大字河内

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10月分）

◎一般乗用旅客自動車運送事業の経営について、次のとおり許可した。

◎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

清原　大輔
（岡山県津山市中原１４－７）

◎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

鳥取県米子市目久美町

広島県福山市

◎一般乗用旅客自動車運送事業の相続による事業継続について、次のとおり認可した。

被相続人

有限会社ひまわりタクシー
代表取締役　平田　庄治
（広島県広島市南区仁保３丁目７番４号）

株式会社新安佐南交通
代表取締役　西山　昭彦
（広島県広島市安佐南区八木６丁目２－６６）

広島第一交通株式会社
代表取締役　野口　和之
（広島県広島市西区草津港１丁目９番５４号）

平和第一交通株式会社
代表取締役　野口　和之
（広島県広島市西区草津港１丁目９番５４号）

株式会社日交タクシー
代表取締役　黒田　元造
（広島県安芸郡海田町南堀川町６番２９号）

株式会社城南交通
代表取締役　岡垰　輝之
（広島県広島市安佐南区川内１丁目１３番２５



営業区域 廃止年月日 備考

三原市 H27.10.15有限会社久井交通 広島県三原市久井町下津１４９７－９

特定客自動車運送事業の許認可等について

（平成27年10月分）

◎特定旅客自動車運送事業の廃止届を受理した。

申請者の氏名又は名称 営業所の位置



◎　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

１６６ 株式会社　広運送 池溝　友謙 山口県山口市下小鯖1269-6 083-902-6561 5 H27.10.21 一般

１６０
株式会社　ハウスセレモニー
アーバンはるか

須賀　隆 東広島市西条町寺家3924番地1 082-426-4949 1 H27.10.7 霊柩

１６４ 東洋実業　有限会社 白神　信義 岡山県倉敷市笹沖1159 086-421-3324 5 H27.10.14 一般

１５９ 有限会社　ヤマモト 山本　卓己 岡山県備前市三石2056-1 0869-62-2977 5 H27.10.6 一般



◎　第一種利用運送事業について、次のとおり登録した。

申請者 主たる事務所 登録年月日 備考

株式会社　山陰日酒販 島根県松江市矢田町169番地4 H27.10.1 利用登録

(株)ナルキグループ 山口県岩国市錦町宇佐郷933 H27.10.7 利用登録

(株)ＳＥＮＯＯ 岡山県小田郡矢掛町西川面2529 H27.10.22 利用登録



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

H12.10.25

旧事業者 新事業者
承継年月日 備考

所在地 所在地

有限会社　岡村商運 岡村　秀秋
第一種貨物利用運送事業（自動車）

広島県 広島県



◎　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

有限会社　川島土木 島根県松江市菅田町436番地 H27.9.30 一般（利用有）

入江　祐幸 鳥取県東伯郡北栄町下神147-7 H27.9.28 一般（利用無）

暁セフティ株式会社 岡山県岡山市北区津島笹が瀬4番28号 H25.3.25 利用運送事業

チュウセイ運輸倉庫株式会社 岡山県岡山市北区中山下2丁目1-77 H13.3.23 利用運送事業

明川　展芳 山口県山口市小郡金堀町30-10 H18.4.19 利用運送事業

サンキ物流株式会社 広島県広島市安佐北区三入南1丁目6-18 H27.10.1 一般（利用有）

株式会社ベルテック 岡山県岡山市浜野四丁目17番6号 H21.6.29 利用運送事業

八東運輸株式会社 鳥取県八頭郡八頭町南3番地2 H27.10.27 一般（利用有）


