
申請者 松江一畑交通株式会社（法人番号　7280001000675 ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 島根県松江市手角町４７３番地2先 島根県松江市手角町１１５番地先　他 17.6
運行系統 米子空港線
認可年月日 平成29年5月23日
備考 美保基地航空祭開催時の迂回系統新設に伴う路線延長

申請者 日ノ丸ハイヤー株式会社（法人番号　4270001000654  ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 島根県松江市手角町４７３番地2先 島根県松江市手角町１１５番地先　他 17.6
運行系統 米子空港線
認可年月日 平成29年5月23日
備考 美保基地航空祭開催時の迂回系統新設に伴う路線延長

申請者 広島バス株式会社（法人番号　4240001009574　  ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県広島市西区商工センター一丁目２－３４ 広島県広島市西区草津新町一丁目２１－５　他 4.12
運行系統 アルパーク～レクト線
認可年月日 平成29年5月25日
備考 レクトへの乗り入れに伴う一部路線延長

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 島根県浜田市三隅町三隅７０－２ 島根県浜田市三隅町森溝上　他 15.5
運行系統 津和野～大阪線
認可年月日 平成29年5月26日
備考 浜田三隅道路全線開通に伴う経路変更

申請者 阪神バス株式会社（法人番号　1140001072148　  ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 島根県浜田市三隅町三隅７０－２ 島根県浜田市三隅町森溝上　他 15.5
運行系統 津和野～大阪線
認可年月日 平成29年5月26日
備考 浜田三隅道路全線開通に伴う経路変更

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

山田　文夫 広島県
佐伯営業所
広島県広島市佐伯区千同１
丁目５－１４－７－Ｂ１０１

1両 H29.5.18 福祉輸送限定

認可年月日 備考

H29.5.8 全部譲渡

H29.5.9 全部譲渡

H29.5.9 一人一車制

H29.5.9 一人一車制

H29.5.9 一人一車制

H29.5.23 一部譲渡

事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

有限会社ファミリーズ・エイド 5260002015429 岡山県 H29.5.15 福祉輸送限定

株式会社リプルケアーセンター 4240001019177 広島県 H29.5.17 福祉輸送限定

有限会社京華 6240002025750 広島県 H29.5.18 福祉輸送限定

前本　恵一 福山交通圏 H29.5.16 一人一車制

両祖　肇 広島交通圏 広島県広島市 H29.5.31 一人一車制

藤中　日出男 岩国交通圏 山口県岩国市 H29.5.31 一人一車制

真田　徹 岡山市 H29.5.31 一人一車制

林　申治 宇部市 H29.5.31 一人一車制

濵本　浩 呉市A H29.5.31 一人一車制

有限会社クラン・コーポレーション 5240002018739 広島県 広島県広島市 H29.5.31 福祉輸送限定

事業者名 法人番号 営業区域 死亡年月日 備考

廣田　正美 福山交通圏 H29.4.21 一人一車制

広島県呉市

徳重　康晴（広島県東広島市）
有限会社白市交通（広島県東広島市）
法人番号：7240002027754

◎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

広島県福山市

広島県広島市

広島県福山市

藤原　清（広島県広島市） 小田　真也（広島県広島市）

田邊　博行（広島県福山市） 日隅　美恵（広島県福山市）

祇園交通株式会社（広島県広島市）
法人番号：9240001017572

株式会社新安佐南交通（広島県広島市）
法人番号：6240001019150

山口県宇部市

一般乗用旅客自動車運送事業の許認可等について

（平成29年5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

室谷　實夫（広島県東広島市） 川元　秀徳（広島県東広島市）

小林　龍彦（岡山県岡山市） 中尾　良雄（岡山県岡山市）

岡山県岡山市

広島県広島市

◎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

岡山県岡山市



 
 
◎ 自家用有償旅客運送者の登録を次のとおり抹消した。 

運送者名 運送の種別 運送の区域 抹消年月日 備考 
社会福祉法人庄原市社会

福祉協議会 
公共交通空白地有償

運送 
庄原市総領町 H29.3.1  

特定非営利活動法人 あ

いの会 
福祉有償運送 浜田市三隅町 H29.3.31  

 



◎　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　トラスト 1240001018149 福田　翔 広島県広島市安佐南区八木２丁目５－５ 082-832-0880 5 H29.5.23 一般

株式会社　板城商事 6240001049899 荒谷　善邦 広島県東広島市西条町森近1004番地5 082-425-2011 5 H29.5.24 一般

山口鈑金自動車工業有限会社 7250002001618 太尾田　修 山口県山口市葵１丁目2番27号 083-922-6633 5 H29.5.30 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

1260002001618 H29.5.30前田　康彦

岡山県

奏物流サービス株式会社

岡山

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　利用
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

竹本　豊 岡山県岡山市中区乙多見251-7 H29.5.15 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　研美社 9260001002283 岡山県岡山市北区新屋敷町2丁目2番20号 H29.3.31 一般（利用無） 一般 無

世佐木　洋 鳥取県米子市義方町10-18 H29.5.2 特定（利用無） 特定 無

幸栄運送有限会社 9260002017999 岡山県倉敷市新田2565番地の3 H29.5.24 一般（利用無） 一般 無


