
申請者 日本交通株式会社　（法人番号　3270001000564  ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 鳥取県東伯郡湯梨浜町石脇７９３－１２先 鳥取県東伯郡湯梨浜町石脇７９６－３先 0.04
運行系統 橋津線
認可年月日 平成28年10月13日
備考 経路変更

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 島根県飯石郡飯南町下赤名８９０先 島根県飯石郡飯南町下赤名８８０先 0.2
運行系統 赤名線
認可年月日 平成28年10月19日
備考 飯南町役場乗り入れ

申請者 有限会社赤来交通（法人番号　9280002011785  ）
運行の態様 区域運行
営業の区域 飯南町来島地域

認可年月日 平成28年10月19日
備考 区域新設

申請者 有限会社大竹タクシー　（法人番号　1240001025013  ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県大竹市小方苦ノ坂西山３７３番４地先 広島県大竹市小方道源小屋４５１番５地先　他 0.7
運行系統 坂上線
認可年月日 平成28年10月24日
備考 経路変更

申請者 株式会社中国バス　（法人番号　1240001034773  ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県三次市十日市中１丁目１３－１２番地先 広島県三次市十日市南１丁目１６５８－２番地先 0.8
運行系統 三次新大阪線
認可年月日 平成28年10月27日
備考 経路変更

申請者 石見交通株式会社　（法人番号　6280001004966  ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 島根県益田市乙吉町イ１１１－１５ 島根県益田市乙吉町イ１０３－１ 0.25
運行系統 小浜江崎線　他６系統
認可年月日 平成28年10月27日
備考 益田赤十字病院乗り入れ

譲　渡　人 譲　受　人 認可年月日
村上　由美 スマイルバス株式会社　（法人番号　6240001049032 ）

代表取締役　村上　由美
広島県豊田郡大崎上島町東野乙１２２０－２ 広島県豊田郡大崎上島町中野２１１１－１

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の譲渡譲受について次の通り認可した

H28.10.18



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

合同会社エヌワイエム 法人番号:3240003000929 広島県
訪問介護サービス　なすの花
広島県広島市安佐南区相田2
丁目２６９番１

1両 H28.10.25 福祉輸送限定

認可年月日 備考

H28.10.5 一部譲渡

H28.10.25 全部譲渡

H28.10.27 一部譲渡

H28.10.27 一部譲渡

事業者名 法人番号 営業区域 認可年月日 備考

金山　敦司 広島交通圏 H28.10.12 一人一車制

事業者名 法人番号 営業区域 許可年月日 備考

十番交通有限会社 法人番号:2240002030606

三次市、
広島県（福祉
輸送事業に
限る。）

H28.10.5
営業区域の拡

大

事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

石原　泰治 広島交通圏 H28.9.28 一人一車制

◎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

主たる事務所の位置

広島県広島市

◎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

広島県三次市吉舎町吉舎６９５番地１

岡山タクシー株式会社
岡山県岡山市南区豊浜町１１－４７
法人番号：2260001001192

両備ホールディングス株式会社
岡山県岡山市東区西大寺上一丁目１番５０号
法人番号：7260001007086

石原弘義（いしはら福祉タクシー）
島根県松江市山代町５１９番地２

株式会社飛鳥
島根県松江市東出雲町揖屋１２０８番地９
法人番号：4280001006287

◎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。

株式会社さくらタクシー
広島県広島市西区楠木町３丁目２番２６号
法人番号：5240001004095

株式会社城南交通
広島県広島市安佐南区川内１丁目１３番２５号
法人番号：8240001014975

株式会社さくらタクシー
広島県広島市西区楠木町３丁目２番２６号
法人番号：5240001004095

有限会社旭タクシー
広島県広島市東区温品６丁目１７番１１号
法人番号：3240002000046

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



◎　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

有限会社　福井商店 9240002022687 福井　学 広島県東広島市黒瀬町乃美尾4713番地1 082-820-1938 5 H28.10.18 一般

ワンレスト・ロジスティクス　株式
会社

7240002028876 井上　一哉 広島県広島市安佐南区八木2丁目12-31 082-225-8960 5 H28.10.4 一般

株式会社　小林工作所 2270001002322 小林　徹也 鳥取県鳥取市用瀬町用瀬513 0858-87-2929 5 H28.10.18 一般

株式会社　戸信 9270001002431 戸田　暖久 鳥取県鳥取市緑ヶ丘2丁目667-14 0857-24-5872 5 H28.10.18 一般

カワイマーケットライン株式会社 9260001030053 川相　元春 岡山市南区東畦25番地73 080-1936-0007 5 H28.10.3 一般

株式会社　白井荷役 2250001016101 川畑　廣史 山口県下関市豊浦町大字黒井121番地2 083-774-2888 5 H28.10.5 一般

竹中砕石　株式会社 1250001001459 竹中　エルマ 山口県山口市徳地岸見509番地4 0835-52-1169 5 H28.10.18 一般

サンヨー宇部株式会社 6250001000258 横山　省吾 山口県山口市朝田1091番地1 083-922-3511 13 H28.10.24 一般

森本　尚 森本　尚 岡山県岡山市中区関398-8 ｸﾞﾚｰｽｺｰﾄ関207号室 090-4695-0440 5 H28.10.18 一般

株式会社　ファーストエイド 4260001012147 山本　新吾 岡山県岡山市中区倉田371-1 086-201-0128 5 H28.10.18 一般

株式会社　中海葬儀社 6280001002540 小野　政彦 島根県松江市東出雲町揖屋17番地3 0852-53-0983 3 H28.10.5 霊柩



◎　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

9260001029707 H28.10.5

H28.10.5

3270002001660 7270001000206 H28.10.4

H28.10.4

9240001026177 4240001025497 H28.10.3

H28.10.3

2240002044440 9240002042982 H28.10.18

H28.10.18

有限会社　六伸 ホクブ建設有限会社

広島県 広島県

鳥取県

株式会社　大生産業

鳥取県

石村石油　株式会社

広島県 広島県

株式会社　興洋工務店有限会社　日興産業

片山　博之 株式会社　たくみ電設

岡山県 岡山県

合併  利用有

譲渡譲受

合併

譲渡譲受  利用
有

備考
旧事業者

所在地

新事業者

所在地
認可年月日



◎　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　松本製材 7240001028646 広島県廿日市市上の浜一丁目10-12 H28.10.21 利用登録

株式会社　ツーエイト 6260001029577 岡山県岡山市北区今四丁目11番16号 H28.10.18 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

株式会社　安芸メディカル 4240001024895 広島県安芸高田市八千代町勝田448番地 H28.9.30 霊柩（利用無） 霊柩 無

株式会社　西日本運輸サービス（現名称：株式会社　新日本運輸サービス） 4120001197910 大阪府寝屋川市寿町16番30-301号 H28.8.9 利用運送事業 利用 -

有限会社　創運 6250002000884 山口県山口市大内御堀3848-225 H28.10.3 一般（利用有） 一般 有

有限会社　脇運送 6250002005958 山口県宇部市大字中野開作415番地の1 H28.5.9 一般（利用無） 一般 無

有限会社　山岡流通 1260002012363 岡山県岡山市南区内尾290番地12 H28.10.4 一般（利用有） 一般 有


