
申請者 おかの交通株式会社（法人番号　2240001042800　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 三原市本郷町南方地区、船木地区、北方地区
許可年月日 平成28年9月30日
備考 新規許可

申請者 双葉運輸株式会社（法人番号　9240001010445 ）
運行の態様 区域運行
営業の区域 三原市本郷町南方地区、船木地区、北方地区
許可年月日 平成28年9月30日
備考 新規許可

申請者 株式会社エフ・ジー（法人番号　2240001001491　）
運行の態様 路線定期運行、区域運行
路線 広島県広島市佐伯区美鈴が丘西１－６－１ 広島県広島市佐伯区美鈴が丘西６ 3.65

広島県広島市佐伯区美鈴が丘　西２丁目交差点 広島県広島市佐伯区美鈴が丘　西２丁目交差点 2.42
広島県広島市佐伯区美鈴が丘西１－６－１ 広島県広島市佐伯区美鈴が丘南４－３ 2.34
広島県広島市佐伯区美鈴が丘緑２－１０－２ 広島県広島市佐伯区美鈴が丘　南３丁目交差点 0.81
広島県広島市佐伯区美鈴が丘西１－６－１ 広島県広島市佐伯区美鈴が丘西１－６－１ 0.1

営業の区域 三原市本郷町南方地区、船木地区、北方地区
許可年月日 平成28年9月30日
備考 新規許可

申請者 株式会社とんばら総合開発（法人番号　5280001005684 ）
運行の態様 区域運行
営業の区域 飯南町頓原地域
許可年月日 平成28年9月30日
備考 新規許可

申請者 美祢第一交通有限会社（法人番号　2250002007487 ）
運行の態様 路線定期運行、区域運行
路線 山口県美祢市秋芳町大字秋吉３５０６－２ 山口県美祢市美東町大字赤３１０８ 14.7

山口県美祢市美東町大字赤２８８２－１ 山口県美祢市美東町大字赤１２１２ 0.9
山口県美祢市秋芳町大字秋吉１２３７－９５３ 山口県美祢市秋芳町大字秋吉１２３７－９５７ 0.2
山口県美祢市秋芳町大字秋吉１２３７－２３１ 山口県美祢市秋芳町大字秋吉１２３７－７５４ 0.1

営業の区域 美祢市美東北部地区、南部地区
許可年月日 平成28年9月30日
備考 新規許可

申請者 芸陽バス株式会社　（法人番号　3240001022504  ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県東広島市高屋町高屋東１３７５－１地先 広島県東広島市河内町入野２７８２－３地先 3.6

広島県東広島市河内町入野４５５５地先 広島県東広島市河内町入野３０１７－６地先 1.5
運行系統 白市空港線　迂回系統
認可年月日 平成28年9月6日
備考 路線延長

申請者 中国ジェイアールバス株式会社　（法人番号　5240001006620  ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県防府市高井１０７１－１地先 山口県防府市大字大崎７７番地先 1.6
運行系統 防府駅～山口駅・山口大学
認可年月日 平成28年9月6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 山口県大島郡周防大島町大字小松１８００番地先 山口県大島郡周防大島町大字小松１０９１番地１先 0.23

山口県大島郡周防大島町大字小松２０９番地先 山口県大島郡周防大島町大字小松２５５番地先 0.1
運行系統 大畠駅～町立橘病院前線
認可年月日 平成28年9月9日
備考 路線延長

申請者 日の丸タクシー株式会社　（法人番号　3260001018351  ）
運行の態様 区域運行
営業の区域 六部落・水名エリア

認可年月日 平成28年9月26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

一般乗合旅客自動車運送事業について次のとおり許可した



備考 区域新設

申請者 株式会社エスアールティー　（法人番号　4260001000779  ）
運行の態様 区域運行
営業の区域 久米南町～福渡病院

認可年月日 平成28年9月26日
備考 区域新設

申請者 中鉄バス株式会社　（法人番号　6260001004381  ）
運行の態様 路線不定期 キロ程
路線 岡山県岡山市北区建部町和田南１８９２先 岡山県久米郡美咲町和田北２１３７先 1.7

岡山県岡山市北区建部町和田南３１７７先 岡山県岡山市北区建部町鶴田１０２－１先 4.2
運行系統 御津・建部コミュニティバス
認可年月日 平成28年9月26日
備考 路線延長

申請者 有限会社大竹交通　（法人番号　1240002037503   ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県大竹市黒川３丁目８７番２地先 広島県大竹市玖波６丁目１７０３番３地先 0.7

広島県大竹市玖波６丁目１７２９番６地先 広島県大竹市玖波６丁目２６３９番地先 0.25
運行系統 大竹・栗谷線、こいこいバス
認可年月日 平成28年9月27日
備考 路線延長

申請者 有限会社大竹タクシー　（法人番号　3240002037575   ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県大竹市黒川３丁目８７番２地先 広島県大竹市玖波６丁目２６３９番地先 1.2
運行系統 こいこいバス
認可年月日 平成28年9月27日
備考 路線延長

申請者 有限会社総合企画コーポレーション　（法人番号　7240002029783  ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県山県郡安芸太田町大字下殿河内７０１番地５先 広島県山県郡安芸太田町大字下殿河内２３６番地 0.1
運行系統 芸北戸河内ＩＣ線
認可年月日 平成28年9月30日
備考 路線延長

申請者 加計交通株式会社　（法人番号　2240001024088  ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県山県郡安芸太田町大字下殿河内７０１番地５先 広島県山県郡安芸太田町大字下殿河内２３６番地 0.1
運行系統 病院線
認可年月日 平成28年9月30日
備考 路線延長

申請者 三段峡交通株式会社　（法人番号　2240001024055  ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県山県郡安芸太田町大字下殿河内７０１番地５先 広島県山県郡安芸太田町大字下殿河内２３６番地 0.1
運行系統 坂原線、寺領線
認可年月日 平成28年9月30日
備考 路線延長

申請者 第一タクシー株式会社　（法人番号　2240001005781  ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県広島市安佐南区大塚西２丁目４４－１先 広島県広島市安佐南区伴中央４丁目９先 2.7

広島県広島市安佐南区大塚西２丁目２２先 広島県広島市安佐南区大塚６丁目１－２先 3.2
運行系統 下城ハイツ乗合タクシー
認可年月日 平成28年9月30日
備考 路線新設

申請者 芸陽バス株式会社　（法人番号　3240001022504  ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県三原市本郷南３丁目２９－１７ 広島県三原市本郷南４丁目９－１ 0.9
運行系統 三原本郷循環線ほか
認可年月日 平成28年9月30日
備考 路線延長

申請者 有限会社高宮中央交通　（法人番号　9240002031077  ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県安芸高田市高宮町佐々部５６２－６先 広島県安芸高田市吉田町吉田１２０４－２先 27.4

広島県安芸高田市美土里町北２７７８先 広島県安芸高田市吉田町吉田１８０１－１先 29.8



運行系統 美土里線、高宮線
認可年月日 平成28年9月30日
備考 路線新設

申請者 沖田　正　
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県安芸高田市美土里町生田５４先 広島県安芸高田市安芸高田市美土里町２９５８－１ 7.4

広島県安芸高田市美土里町生田３１４６先 広島県安芸高田市美土里町本郷１６３５－３先 8.6
広島県安芸高田市美土里町生田２９５９－１先 広島県安芸高田市美土里町北３２２先 3.5
広島県安芸高田市高宮町佐々部字式敷２３５４先 広島県安芸高田市吉田町吉田１８０１－１先 27

運行系統 美土里線、高宮線
認可年月日 平成28年9月30日
備考 路線新設

申請者 有限会社カープタクシー　（法人番号　8240002003671   ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県広島市南区東本浦町５－１９先 広島県広島市南区東本浦町７－３６先 0.4

広島県広島市南区黄金山町４－３先 広島県広島市南区東本浦町１１－２５先 0.8
広島県広島市南区東本浦町１４－１５先 広島県広島市南区東本浦町１５－２５先 0.04
広島県広島市南区東本浦町３３－１５先 広島県広島市南区東本浦町３２－１０先 0.1
広島県広島市南区東本浦町４０－１７先 広島県広島市南区南大河町１９－２７先 0.1
広島県広島市南区旭１丁目１８－３０先 広島県広島市南区旭１丁目１７－１６先 0.1
広島県広島市南区旭１丁目１４－９先 広島県広島市南区西霞町１－１５先 1.3

運行系統 黄金山地区乗合タクシー
認可年月日 平成28年9月30日
備考 路線新設

申請者 有限会社稲葉興産　（法人番号　8280002010854   ）
運行の態様 路線不定期 キロ程
路線 島根県隠岐郡隠岐の島町卯敷３４３ 島根県隠岐郡隠岐の島町元屋５９９－３ 7.4

島根県隠岐郡隠岐の島町飯美４２１９先 島根県隠岐郡隠岐の島町飯美３７２－１ 0.7
島根県隠岐郡隠岐の島町中村４３９－３ 島根県隠岐郡隠岐の島町中村１５４１－４ 2.6

運行系統 布施卯敷線　他２系統
認可年月日 平成28年9月30日
備考 路線新設



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

杉西　幸三 広島県
本店営業所
広島県東広島市黒瀬町南方３
３６番地

1両 H28.9.16 福祉輸送限定

岩本　正樹 広島県
矢野営業所
広島県広島市安芸区矢野東六
丁目９－３０

1両 H28.9.23 福祉輸送限定

島林　　武 島根県
本店営業所
島根県大田市大田町大田ロ２９
－１

1両 H28.9.26 福祉輸送限定

有限会社広島西センター 法人番号:3240002020969 広島県
本社営業所
広島県広島市西区竜王町１２
番１－４０８

2両 H28.9.27 福祉輸送限定

認可年月日 備考

H28.9.7 一人一車制

H28.9.7 一人一車制

H28.9.7 一人一車制

H28.9.7 一人一車制

H28.9.7 一人一車制

H28.9.7 一人一車制

H28.9.7 一人一車制

H28.9.7 一人一車制

H28.9.7 一人一車制

H28.9.16 一部譲渡

事業者名 法人番号 営業区域 許可年月日 備考

いさむや第一交通株式会社 法人番号:4250001000904 美祢市 H28.9.30
営業所廃止に
より営業区域廃

止

事業者名 法人番号 営業区域 営業所配置車両数 解除年月日

織田　修 山県郡 ２両（特殊車両を除く） H28.9.6

事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

岡田　憲悟 岡山市 H28.8.29 一人一車制

河野　親昌
美作交通圏
（旧勝田町除
く）

H28.8.31

藤井　邦人 岩国交通圏 H28.8.31 一人一車制

共同タクシー株式会社
岡山県岡山市北区栢谷１０９１－２
法人番号：4260001002065

株式会社エスアールティー
岡山県岡山市北区三和１０００－４５
法人番号：4260001000779

◎一般乗用旅客自動車運送事業の廃止届を受理した。

◎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

秋芳洞営業所
山口県美祢市美東町大字大田５８４４－２

事業者住所

岡山県岡山市

◎一般乗用旅客自動車運送事業の許可に付された業務の範囲を限定する旨の解除をした。

備考

当該届出前の事業計画にお
ける事業用自動車（特殊車
両）に係る業務の範囲は、福
祉輸送限定とし、営業区域は
広島県とする。

熊田　登（広島県広島市） 山谷　宏（広島県広島市）

和田　正登（広島県広島市） 吉村　真由美（広島県広島市）

中川　信義（広島県広島市） 山内　政美（広島県広島市）

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9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

岡山県美作市

山口県岩国市

村田　郁朗（広島県広島市） 松長　大成（広島県広島市）

川之上　博美（広島県福山市） 高橋　宏行（広島県福山市）

遠藤　照己（岡山県岡山市） 前谷　智司（岡山県岡山市）

大沢　篤男（広島県広島市） 正路　宏昭（広島県広島市）

杉田　省三（広島県広島市） 宮﨑　浄二（広島県広島市）

井上　洋（広島県広島市） 山田　光男（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

田村商事　株式会社 7250001008036 田村　昌彦 山口県萩市大字椿東字開作2977-1 0838-22-3997 10 H28.9.12 一般



◎　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　Ｍ　ｐｒｏｄｕｃｅ 9260001029260 岡山県岡山市南区藤田668-157 A-103 H28.9.1 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

溝多　隆夫 岡山県備前市吉永町福満14 H28.8.31 一般（利用無） 一般 無

丸吉運送　有限会社 3240002030373 広島県三次市向江田町663番地の4 H28.8.31 一般（利用無） 一般 無


