
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 岡山県倉敷市連島町亀島新田２９１先 岡山県倉敷市連島町西之浦４１４１先 2.1

岡山県倉敷市連島町西之浦９９６先 岡山県倉敷市連島町西之浦６５７先 0.5
運行系統 倉敷ヘルスピア線、新倉ヘルスピア線
認可年月日 平成28年7月7日
備考 路線延長

申請者 備北交通株式会社　（法人番号　1240001025013  ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県三次市四拾貫町１１４９－３先 広島県三原市善入寺６７－１先 55.3

広島県三次市江田川之内町５７７－２先 広島県三次市吉舎町海田原１７７－１先 10.4
運行系統 三次～広島空港線
認可年月日 平成28年7月12日
備考 路線新設

申請者 広島電鉄株式会社　（法人番号　9240001009470  ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県呉市幸町１－１地先 広島県呉市青山町１０－１地先 0.20
運行系統 呉探訪ループバス
認可年月日 平成28年7月19日
備考 路線延長

申請者 防長交通株式会社　（法人番号　3250001009252   ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県山口市朝倉町５－４先 山口県山口市朝倉町４－５５ 0.2
運行系統 山口市コミュニティバス
認可年月日 平成28年7月22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

株式会社松山 法人番号:4270001006949 鳥取県
訪問介護事業所松のねっこ
鳥取県鳥取市大覚寺１７４番地１６

1両 H28.7.20 福祉輸送限定

株式会社ＢＪＣＳ 法人番号:4240001049273 広島県
本店営業所
広島県福山市御幸町大字上岩成９０７番地１

2両 H28.7.29 福祉輸送限定

株式会社オリーブ 法人番号:1240001043551 広島県
広島営業所
広島県広島市南区似島町字家下６０５番地
の１

1両 H28.7.29 福祉輸送限定

十七里　星児 ― 広島県
本社営業所
広島県広島市東区馬木６丁目１７３８

1両 H28.7.29 福祉輸送限定

認可年月日 備考

H28.7.12 一人一車制

事業者名 法人番号 営業区域 認可年月日 備考

古屋　邦夫 広島交通圏 H28.7.8 一人一車制

川下　一明 広島交通圏 H28.7.21 一人一車制

半田　美文 広島交通圏 H28.7.21 一人一車制

事業者名 法人番号 営業区域 認可年月日 備考

有限会社ピースフルケア 法人番号:3120002076635 鳥取県 H28.7.29
倉吉営業所の
廃止に伴う営
業区域の廃止

事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

檜垣　勝裕 下関市 H28.6.30 一人一車制

折崎　如茂 呉市A H28.7.8 一人一車制

深道　兼三朗 呉市A H28.7.11 一人一車制

芦谷　勝美 鳥取県 H28.7.20 福祉輸送限定

新林　宏 広島交通圏 H28.7.25 一人一車制

事業者名 法人番号 営業区域 死亡年月日 備考

田中　俊夫 呉市A H28.7.2 一人一車制広島県呉市

一般乗用旅客自動車運送事業の許認可等について

（平成28年7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

有馬　敏文
（広島県広島市）

伊藤　重俊
（広島県広島市）

山口県下関市

◎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

倉吉営業所
鳥取県倉吉市見日町６００番地

◎一般乗用旅客自動車運送事業の死亡届を受理した。

事業者住所

広島県広島市

鳥取県米子市

広島県呉市

広島県呉市

◎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

広島県広島市

広島県広島市

◎一般乗用旅客自動車運送事業の運送約款変更について、次のとおり認可した。

主たる事務所の位置

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。

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

株式会社　トラフィック 9240001035657 藏　将章 岡山県笠岡市大且1246-1 090-3744-6184 5 H28.7.5 一般

株式会社　シンガタ物流 1120001142984 杉山　憲司 大阪府大阪市中央区島町2丁目4番9号 06-4790-7260 5 H28.7.22 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

7240001023052 1240002032685 H28.7.25

H28.7.25

備考
旧事業者

所在地

新事業者

所在地
認可年月日

譲渡譲受
平林産業　株式会社 呉舗装　有限会社

広島県 広島県



◎　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　transport　one 5260001029644 岡山県津山市野村550-1 H28.7.5 利用登録



◎　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

大陸建設工業　株式会社 7260001020881 岡山県美作市巨勢840-3 H28.6.25 一般（利用無） 一般 無

有限会社　メディアトラフィック 9260002011564 岡山県岡山市南区並木町1-1-16 H28.6.28 特定（利用有） 特定 有

株式会社　まごころサービス 1260001027940 岡山県津山市一方629 H28.6.20 利用運送事業 利用 -

日本製紙大竹サポート　株式会社 3240001028492 広島県大竹市東栄2丁目1番18号 H28.6.30 特定（利用有） 特定 有

有限会社　タカオ 6240002009555 広島県広島市西区山手町23-28-4 H28.7.8 一般（利用有） 一般 有

有限会社　日南セントラル運送 2270002008624 鳥取県日野郡日南町佐木谷1075-11 H28.7.8 特定（利用無） 特定 無


