
申請者 中鉄バス株式会社　（法人番号　6260001004381）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 岡山県岡山市北区富吉５３０１－７先 岡山県岡山市北区芳賀５３２２先 0.3
運行系統 天満屋ＢＣ～岡山運輸支局線
認可年月日 平成28年4月15日
備考 路線延長

申請者 出雲一畑交通株式会社　（法人番号　2280001003063 ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 島根県出雲市渡瀬町９６５番地先 島根県出雲市渡瀬町１１３５番地１先 0.5

島根県出雲市渡瀬町１１３１番地１先 島根県出雲市渡瀬町７５１番地１先 0.3
運行系統 出雲市福祉バス西部線
認可年月日 平成28年4月25日
備考 路線延長

申請者 株式会社井笠バスカンパニー　（法人番号　5260001025577）
運行の態様 路線不定期 キロ程
路線 広島県福山市神辺町大字下竹田８９７－２４先 広島県福山市神辺町大字下竹田８９７－５９先 0.1

広島県福山市神辺町大字下竹田９２１－２０先 広島県福山市神辺町大字下竹田９２１－１１先 0.4
広島県福山市神辺町大字下竹田５３８－６５先 広島県福山市神辺町大字下竹田５３８－７０先 0.1

運行系統 デマンド神辺竹尋線
認可年月日 平成28年4月27日
備考 路線延長

申請者 有限会社やぐちタクシー　（法人番号　7240002016947）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県広島市安佐北区口田２－１－１先 広島県広島市安佐北区口田２－１６－１６先 0.4

広島県広島市安佐北区口田１－１５－１８先 広島県広島市安佐北区口田１－１５－１１先 0.1
広島県広島市安佐北区口田８－１４－１３先 広島県広島市安佐北区口田４－１－８先 0.7

運行系統 やぐちおもいやりタクシー
認可年月日 平成28年4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 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

有限会社　住田新聞舗 法人番号:6240002027813 広島県
本店営業所
広島県東広島市西条下見五丁目２番４０
号

1両 H28.4.20 福祉輸送限定

藤原　孝二 広島県
介護タクシーあったかファミリー営業所
広島県広島市西区中広町三丁目５番１７
号

1両 H28.4.20 福祉輸送限定

株式会社　大樹 法人番号:9250003000212 山口県
防府営業所
山口県防府市西浦２３６７－６５

1両 H28.4.25 福祉輸送限定

草香　恒郎 広島県
本店営業所
広島県広島市安佐南区山本八丁目
10－44

1両 H28.4.25 福祉輸送限定

認可年月日 備考

H28.4.20 一部譲渡

事業者名 法人番号 営業区域 認可年月日 備考

事業者名 法人番号 営業区域 認可年月日 備考

黒田タクシー株式会社 法人番号:7240001021254 広島交通圏 H28.4.20

認可年月日 備考

認可年月日 備考

事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

中川ビル株式会社 法人番号:3240001007827 広島県 H26.9.27 福祉輸送限定

松井　修一 広島県 H28.3.24 福祉輸送限定

安佐　敏弘 広島県 H28.3.26 福祉輸送限定

株式会社はぁーと 法人番号:7280001004123 島根県 H28.3.27 福祉輸送限定

大本　忠司 呉市A H28.3.28 一人一車制

奥田　浩三 広島交通圏 H28.3.31 一人一車制

甲斐　克昭 福山交通圏 H28.3.31 一人一車制

萩観光タクシー株式会社 法人番号:7250002013415 萩交通圏 H28.3.31

日本原交通有限会社 法人番号:2260002029118
勝田郡の一
部

H28.4.1

藤井　賢
熊毛郡、周南
市

H28.4.8

藤谷　正記 広島交通圏 H28.4.14 一人一車制

新谷　節雄 呉市A H28.4.19 一人一車制

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4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

有限会社日の丸タクシー
(法人番号：3240002048630)
代表取締役　中須　恭司
（広島県安芸郡熊野町貴船１番１６号）

日の丸交通株式会社
(法人番号：8240001014686)
代表取締役　松岡　貴博
（広島県広島市安佐南区大町東４－１０－３７）

◎一般乗用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。

営業所の名称・位置

◎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）

◎一般乗用旅客自動車運送事業の約款の変更について、次のとおり認可した。

営業所の名称・位置

本社営業所
広島県広島市安佐北区可部３丁目３３－２０

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 相続人

◎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

広島県世羅郡世羅町

広島県呉市

広島県広島市

広島県広島市

広島県広島市

島根県大田市

山口県萩市

岡山県津山市

山口県周南市

広島県広島市

広島県呉市



営業区域
営業所別
配置車両数

許可年月日 備考

認可年月日 備考

営業区域 廃止年月日 備考

鳥取県 H28.3.31

◎特定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

特定旅客自動車運送事業の許認可等について

（平成28年4月分）

◎特定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。

申請者の氏名又は名称 営業所の名称・位置

事業者名 営業所の位置

社会福祉法人八頭町社会福
祉協議会

鳥取県八頭郡八頭町

◎特定旅客自動車運送事業の廃止届を受理した。



◎　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

１８ 株式会社　読宣備後 9240001032539 村井　周一 広島県福山市沖野上町五丁目13-13 084-921-7211 11 H28.4.15 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

4260001027509 H28.4.12

H28.4.12

7280001007142 H28.4.4

H28.4.4

1270002001877 H28.4.12

H28.4.12

9120001062630 4260001002718 H28.4.25

H28.4.25

株式会社ジェイアール貨物・
関西ロジスティクス

株式会社ジェイアール貨
物・山陽ロジスティクス

大阪府 岡山県

株式会社　湖北運送

島根県島根県

有限会社　森田グレーン

鳥取県

大門　隆行

鳥取県

田中　俊男

岡山県

株式会社　田中商事

岡山県

合併  利用有

備考

小林　広明

旧事業者

所在地

新事業者

所在地
認可年月日

譲渡譲受  利用
有

譲渡譲受  利用
有

譲渡譲受  利用
有



◎　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
霊柩の別

利用有無

松江コンクリート輸送　有限会社 72800020003058 島根県松江市玉湯町湯町553-4 H28.3.21 一般（利用無） 一般 無

持田　隼見 島根県松江市東津田町1661-1 H28.3.31 一般（利用無） 一般 無

株式会社　西和レッカー岡山 8260001012267 岡山県岡山市南区新保662-7 H27.5.18 一般（利用有） 一般 有

藤坪　律久 広島県世羅郡世羅西町黒川2904 H28.3.31 利用運送事業 利用 -

松江コンクリート輸送　有限会社 7280002003058 島根県松江市玉湯町湯町553-4 H28.3.31 利用運送事業 利用 -

有限会社　ミササ貨物運送 1240002031200 広島県安芸高田市向原坂1568 H28.3.31 一般（利用無） 一般 無

有限会社　エム・ケイ急配 5280002000387 島根県松江市川原町265-3 H27.9.30 一般（利用無） 一般 無

有限会社　有紀土木工業 2250002015465 山口県周南市大字須々万本郷500番地の1 H28.4.12 一般（利用無） 一般 無

有限会社　湊建設 1260002009764 岡山県岡山市北区白石211-9 H28.4.7 一般（利用無） 一般 無

株式会社　エムジーシー物流サービス水島 2260001015250 岡山県倉敷市水島海岸通三丁目10番地 H28.3.31 利用運送事業 利用 -

野村交通　株式会社 6260001027977 岡山県倉敷市福田町古新田860番地 H28.3.30 一般（利用無） 一般 無

日同運輸　有限会社 6260002007549 岡山県岡山市吉備津562-8 H28.4.14 一般（利用無） 一般 無

室山運輸　株式会社 3240001011671 広島県広島市安佐南区祇園3丁目26番15号 H28.4.19 一般（利用無） 一般 無



◎　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　エス・イー商事 5250001015835
山口県山陽小野田市日の出一丁目11番18-205
号

H28.4.18 利用登録

株式会社　コマースグローリー 4270001006916 鳥取県鳥取市的場二丁目25番1 H28.4.25 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。

承継人 法人番号 被承継人 法人番号

所在地 所在地

株式会社　藤本林業 5260001028530 藤本　純弥 H28.3.1

岡山県 岡山県

山陽運輸倉庫　株式会社 3260001029092 山陽運輸倉庫　株式会社 52600010002592 H28.3.15

岡山県 岡山県

第一種貨物利用運送事業

承継年月日 備考

第一種貨物利用運送事業


