
申請者 有限会社峠建設（法人番号　7280002007926）
運行の態様 区域運行
営業の区域 温泉津町井田地域
許可年月日 平成28年2月24日
備考 新規許可

申請者 宇部市交通局　（法人番号　3000020352021）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県宇部市草江２丁目８－２７ 山口県宇部市恩田町２丁目２７ 1
運行系統 宇部市新川駅～山口宇部空港線
認可年月日 平成28年2月15日
備考 路線延長

申請者 一畑バス株式会社　（法人番号　7280001000972）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 鳥取県鳥取市徳尾３１４－６先 兵庫県佐用郡佐用町口金近字五反田３７４－３４ 64.8
運行系統 出雲・松江～東京線　他２系統
認可年月日 平成28年2月16日
備考 路線延長

申請者 両備ホールディングス株式会社　（法人番号　7260001007086）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 岡山県倉敷市松島９７６－４先 岡山県倉敷市松島１０６７－１先 0.3

岡山県倉敷市二子１０－１先 岡山県倉敷市二子１２００先 0.6
運行系統 中庄駅～清心学園前線
認可年月日 平成28年2月17日
備考 路線延長

申請者 日ノ丸自動車株式会社　（法人番号　7270001000651）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 鳥取県東伯郡三朝町大瀬１０４５先 鳥取県東伯郡三朝町本泉５５０－２先 0.7

鳥取県倉吉市円谷町７５－１先 鳥取県東伯郡三朝町本泉１０６８－２先 2.7
鳥取県東伯郡三朝町穴鴨１６５－４先 鳥取県東伯郡三朝町曹源寺５７－１先 0.3
鳥取県東伯郡三朝町木地山６５５先 岡山県津山市院庄１０６４－７先 36.8

運行系統 新倉吉街道エクスプレス
認可年月日 平成28年2月23日
備考 路線延長

申請者 中原啓介　（法人番号　9280001007041）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 島根県邑智郡美郷町宮内７０６－３番地先 島根県邑智郡美郷町宮内１３７５－４番地先 1.3

島根県邑智郡美郷町村之郷６５１番地先 島根県邑智郡美郷町村之郷４４５番地先 1.2
運行系統 布施線
認可年月日 平成28年2月25日
備考 路線延長

申請者 中原啓介　（法人番号　9280001007041）
運行の態様 区域運行
営業の区域 美郷町此之宮地区、都賀行大浦地区
認可年月日 平成28年2月25日
備考 区域新設

申請者 有限会社スバル代行　（法人番号　4270002006163　）
営業区域 鳥取県、島根県安来市及び松江市
営業所の位置 鳥取県米子市米原９丁目１１番１３号
車両数 小型３両
許可年月日 平成28年2月2日

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

一般貸切旅客自動車運送事業について次の通り許可した

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



申請者の氏名又は名称 法人番号 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　武田 法人番号:8240001006238 広島県
訪問介護　ゆえん
広島県広島市中区鉄砲町６番２
号

1両 H28.2.8 福祉輸送限定

認可年月日 備考

H28.2.25 全部譲渡

認可年月日 備考

H28.2.8

認可年月日 備考

H28.2.18
合併契約
解消のため

認可年月日 備考

H28.2.16

事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

加賀　正人 倉敷交通圏 H28.1.18 一人一車制

沼田　實信 島根県 H28.1.2 福祉輸送限定

有限会社すてっぷ 法人番号:6260002013720 岡山県 H27.11.28 福祉輸送限定

藤村　満 宇部市 H28.1.31 一人一車制

有限会社　イケバヤシ 法人番号:6240002045674 福山市 H28.2.8

川本　敏郎 岡山市 H28.2.5 一人一車制

社会福祉法人可部大文字会 法人番号:3240005002551 広島県 H28.1.31 福祉輸送限定

有限会社八雲自動車 法人番号:6280002002985 松江市 H28.2.23

角増　英明 広島交通圏 H28.2.23 一人一車制

大下　俊明 広島交通圏 H28.2.29 一人一車制

名越　孝明 岡山市 H28.2.29 一人一車制

株式会社山和第一交通 法人番号:5250001007072 下関市 H27.10.15

島根県松江市八雲町西岩坂

岡山県岡山市東区金田

山口県宇部市

有限会社八本松交通（法人番号：6240002028159）
代表取締役　平松　俊二
（広島県東広島市八本松飯田町飯田１６９１－１）

有限会社八本松タクシー（法人番号：7240002028166）
代表取締役　平松　俊二
（広島県東広島市八本松飯田町飯田１６９１－１）

◎一般乗用旅客自動車運送事業の合併について、次のとおり認可した。

合併法人（存続法人） 被合併法人（消滅法人）

◎次の一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併認可を取り消した。

有限会社神和第一交通（法人番号：7250002006154）
代表取締役　坂田　和美
（山口県山陽小野田市中央２丁目１番１号）

被相続人

米山　重吉
（鳥取県岩美郡岩美町岩本１１５０－４）

相続人

米山　肇
（鳥取県岩美郡岩美町岩本１１５０－１０）

小野田第一交通株式会社（法人番号：4250001003774）
代表取締役　坂田　和美
（山口県山陽小野田市日の出１丁目１０番１８号）

一般乗用旅客自動車運送事業の許認可等について

（平成28年2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

山口県下関市岬之町

広島県広島市

岡山県岡山市

島根県安来市赤江町

合併法人（存続法人） 被合併法人（消滅法人）

三原交通株式会社（法人番号：7240001039833）
代表取締役　小林　みな子
（広島県三原市西野４丁目４－１）

富士交通株式会社（法人番号：7240001040238）
代表取締役　小林　みな子
（広島県三原市宮浦６丁目１－４０）

◎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。

◎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

岡山県倉敷市

広島県福山市草戸

岡山県岡山市

広島県広島市安佐北区大林町

広島県広島市



◎　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 法人番号 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

２５０ 有限会社　岡田産業 5240002050221 岡田　信郎 広島県尾道市高須町4775番地7 0848-46-1920 5 H28.2.10 一般

２４７ 有限会社　プロアーム 1280002008632 栗原　満 島根県浜田市長沢町89-1 0855-22-2255 5 H28.2.15 一般

２４５ ＳｔａｒＬｉｎｅ　株式会社 8260001028825 上村　義明 岡山県倉敷市中庄1312-5 090-8717-1002 5 H28.2.8 一般

２４３ 北広島運輸　株式会社 6140002026461 立川　克司 広島県山県郡北広島町壬生58番地1 0826-72-5333 5 H28.2.5 一般

２４６ 株式会社　安芸メディカル 4240001024895 河野　慶一 広島県安芸高田市八千代町勝田459番地 0826-52-3838 1 H28.2.8 霊柩

２４０ 有限会社　アシストダイシン 2250002012751 岡野　正明 山口県下関市彦島塩浜町3丁目14-44 083-267-3779 5 H28.2.2 一般

２５８ 周本　明美 周本　明美 山口県光市束荷988-1 0833-77-2923 5 H28.2.18 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。

法人番号 法人番号

2240001048806 H28.2.10

H28.2.10
譲渡譲受

広島市 広島市

前田　みゆき 前田産業　株式会社

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）承継の届出について、次のとおり受理した。

承継人 法人番号 被承継人 法人番号

所在地 所在地

下関海陸運送株式会社 9250001005650 九州物流株式会社 1250001005352 H28.1.1

山口県下関市東大和町
１丁目５番２２号

山口県下関市東大和町
１丁目５番２２号

承継年月日



◎　第一種貨物利用運送事業について、次のとおり登録した。

申請者 法人番号 主たる事務所 登録年月日 備考

株式会社　ＴＡＢＩＫＡＫＵ 5240001047160 広島県広島市安佐北区深川五丁目11番19号 H28.2.5 利用登録

有限会社　竹内造園 5260002029809 岡山県津山市勝部1342 H28.2.29 利用登録



◎　一般貨物自動車運送事業の合併について、次のとおり認可の取消処分を行った。

法人番号 法人番号

7240001030238 7240001039833 H28.2.18 合併契約解消の
ため

広島県三原市西野４丁目４－１ 広島県三原市宮浦６丁目１－４０

三原交通　株式会社 富士交通　株式会社

合併法人 被合併法人
認可取消年月日 備考

所在地 所在地



◎　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 法人番号 住　　　　所 廃止日 備    考
一般
特定
利用

利用有無

中村　英喜 広島県庄原市西城町大佐344-1 H28.2.2 霊柩（利用無） 霊柩 無

有限会社　谷運輸 4260002019521 岡山県倉敷市福江85番地4 H28.1.30 一般（利用無） 一般 無

有限会社　まるさ運送 7280002008668 島根県浜田市下府町338番地1 H28.2.4 一般（利用無） 一般 無

丸安運輸　有限会社 4260002009563 岡山県岡山市東区宝伝3741番地 H28.2.1 一般（利用有） 一般 有

杉本　晋一 岡山県倉敷市笹沖1195-2 H27.11.9 利用運送事業 利用 -

有限会社　アシストダイシン 2250002012751 山口県下関市彦島塩浜町三丁目14番44号 H28.2.3 利用運送事業 利用 -

中国管工　株式会社 3260001014086 岡山県倉敷市玉島阿賀崎1丁目6番13号 H28.2.22 利用運送事業 利用 -


