
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 広島県世羅町東上原６３６番地３先 広島県世羅町別迫１２８１番地先　他 24.27
運行系統 世羅町花めぐり定期観光バス
認可年月日 平成29年9月7日
備考 定期観光バス運行に伴う路線認可

申請者 有限会社出雲観光タクシー（法人番号　3280002006502 ）
運行の態様 路線不定期 キロ程
路線 島根県出雲市猪目町２８８番地１先 島根県出雲市猪目町２３２番地１先 0.3
運行系統 うさぎ線
認可年月日 平成29年9月20日
備考 停留所新設に伴う路線認可

申請者 岡山旭交通株式会社（法人番号　6260001007855　）
運行の態様 路線不定期 キロ程
路線 岡山県岡山市南区奥迫川６８－４ 岡山県岡山市南区奥迫川１０３０　他　 0.6
運行系統 迫川地区乗合タクシー（ブンタク）
認可年月日 平成29年9月25日
備考 乗降地点新設に伴う路線認可

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・赤名地域

認可年月日 平成29年9月25日
備考 乗合バス路線廃止に伴う区域拡大・新設

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 飯南町志々・頓原地域

認可年月日 平成29年9月25日
備考 乗合バス路線廃止に伴う区域拡大

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 キロ程
路線 広島県広島市佐伯区美鈴が丘南１丁目７－１ 広島県広島市佐伯区美鈴が丘南１丁目９－６ 0.2
運行系統 美鈴が丘巡回タクシー
認可年月日 平成29年9月25日
備考 地元からの要望に伴う経路変更

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 山口県萩市大字御許町４６－１地先 山口県萩市大字吉田町５１地先　他 1.44
運行系統 スーパーはぎ号、防長線
認可年月日 平成29年9月25日
備考 「萩バスセンター」「東萩」停留所新設に伴う路線認可

申請者 山口交通株式会社（法人番号　4250001000549　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県山口市上小鯖７３３先 山口県山口市上小鯖９７３-３先 0.31
運行系統 小鯖コミュニティータクシー
認可年月日 平成29年9月25日
備考 経路変更に伴う路線認可

申請者 山野タクシー株式会社（法人番号　7250002001683　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県山口市上小鯖７３３先 山口県山口市上小鯖９７３-３先 0.31
運行系統 小鯖コミュニティータクシー
認可年月日 平成29年9月25日
備考 経路変更に伴う路線認可

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 山口県周南市馬神６７３先 山口県周南市馬神６２４先 0.2
運行系統 徳山駅～矢地～堀線/高瀬線
認可年月日 平成29年9月25日
備考 経路変更に伴う路線認可

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 有限会社宇部相互タクシー（法人番号　2250002004245　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県山口市阿知須４５９７-１先 山口県山口市上３７７９-５先　他 1.78
運行系統 阿知須地域コミュニティータクシー
認可年月日 平成29年9月25日
備考 経路変更に伴う路線認可

申請者 日ノ丸自動車株式会社（法人番号　7270001000651　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 鳥取県東伯郡三朝町片柴９２５番地先 鳥取県東伯郡三朝町片柴９９２番地先 0.05
運行系統 上井/三朝線
認可年月日 平成29年9月26日
備考 新道開設に伴う経路変更

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 広島県広島市南区西本浦町５-２先 広島県広島市南区東霞町１６-４先 0.07
運行系統 黄金山地区乗合タクシー
認可年月日 平成29年9月26日
備考 地元からの要望に伴う経路変更

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 山口県防府市国衙３丁目１-５３先 山口県防府市多々良１丁目６-１先 0.4
運行系統 防府駅前～阿弥陀寺線
認可年月日 平成29年9月28日
備考 1月1日～3日及び防府天満宮花火大会開催時の渋滞に備えた迂回系統新設に伴う路線延長

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 広島県府中市鵜飼町５５５-１２先 広島県府中市元町８０先　他 4.1
運行系統 府中市市街地循環バス（左回り）
認可年月日 平成29年9月28日
備考 試験運行開始に伴う路線認可

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 広島県神石郡神石高原町田頭１３０１先 広島県神石郡神石高原町田頭丙４３５先 0.4
運行系統 西福東線
認可年月日 平成29年9月28日
備考 新道乗せ替えに伴う路線延長

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、路線不定期 キロ程
路線 島根県鹿足郡津和野町後田イ６８ 島根県鹿足郡津和野町大字笹山４９９－１ 6.5
運行系統 沼原線（津和野駅～沼原）
認可年月日 平成29年9月29日
備考 沼原線新設に伴う路線延長、態様追加



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

稲村　晃 山口県
本店営業所
山口県柳井市神代４０９４

1両 H29.9.19 福祉輸送限定

大广邪　修一 広島県
本店営業所
広島県広島市南区西荒神町１
番３５号

1両 H29.9.22 福祉輸送限定

中村　俊夫 広島県
本店営業所
広島県広島市安佐北区亀山
南４丁目１４番１９号

1両 H29.9.25 福祉輸送限定

認可年月日 備考

H29.9.4 全部譲渡

H29.9.12 一人一車制

H29.9.19 福祉輸送限定

事業者名 法人番号 営業区域 認可年月日 備考

有限会社梅比良タクシー 4240002035867 江田島市 H29.9.20 営業区域拡大

事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

井出　信幸 広島交通圏 H29.9.25 一人一車制

富本　孝弘 広島交通圏 H29.9.30 一人一車制

事業者名 法人番号 営業区域 死亡年月日 備考

夏森　弘 呉市Ａ H29.8.19 一人一車制

法人番号 営業区域 認可年月日 備考

4240001009442 広島交通圏 H29.9.19

2240002006861 広島交通圏 H29.9.19

8240002049046 広島交通圏 H29.9.19

3240001025473 広島交通圏 H29.9.27

9240001017572 広島交通圏 H29.9.27

2240002013420 広島交通圏 H29.9.27有限会社はとタクシー（広島県広島市）

◎特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づく事業者計画について、　次
のとおり認可した。

申請者の氏名又は名称及び住所

株式会社広島タクシー（広島県広島市）

有限会社三進運輸（広島県広島市）

有限会社ゼイ・アール（広島県安芸郡府中町）

株式会社光南タクシー（広島県広島市）
法人番号：2240001020970

株式会社広島観光（広島県広島市）
法人番号：5240001019044

梶川　利昭（広島県広島市） 新川　裕二（広島県広島市）

株式会社シップ（岡山県岡山市）
法人番号：7260001023133

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

株式会社クロスリンクライフ（岡山県赤磐市）
法人番号：5260001030585

朝日交通株式会社（広島県呉市）

祇園交通株式会社（広島県広島市）

事業者住所

広島県呉市

広島県広島市

事業者住所

広島県広島市

◎一般乗用旅客自動車運送事業の死亡届を受理した。

◎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

大原営業所
広島県江田島市大柿町２６４－７



◎　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　星高 8240001014141 山﨑　愛 広島県広島市西区庚午中3丁目7-4 082-271-3668 5 H29.9.12 一般

株式会社　後藤商店 3240001025052 後藤　茂行 広島県庄原市東城町川東1135番地11 08477-2-0070 5 H29.9.20 一般

株式会社　ユニバース 7260001028644 仲野　清志 岡山県笠岡市園井1847-1 0865-62-4100 5 H29.9.4 一般

株式会社　広 6260001030989 三宅　範恵 岡山県倉敷市片島町323-16 086-466-0140 5 H29.9.28 一般

有限会社　アートモータース 3240002030885 小早川　正 広島県安芸高田市高宮町原田2922番地7 0826-57-1703 5 H29.9.5 一般

株式会社　Ｈ２ 7240001047778 平川　勝 広島県竹原市新庄町2146番地1 0846-24-1192 5 H29.9.5 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

H29.9.5

H29.9.5

1240001042660 1240001050548 H29.9.28

H29.9.28

備考
旧事業者

所在地

新事業者

所在地
認可年月日

相続

分割  利用有

梶谷　正治 宮崎　芳子

広島県 広島県

広島県 広島県

間口ウエストロジ株式会社 間口グリーンエクス株式会社



◎　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

瀬戸内鋼材リース株式会社 7260001003696 岡山県岡山市東区九蟠553番地 H29.9.20 利用登録

中木　昭彦 山口県下関市岬之町13-18 H29.9.8 利用登録

株式会社　ミトマ 3240001051387 広島県広島市中区鶴見町5番1号 H29.9.20 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

有限会社　岩見興業 7240002034965 広島県呉市市川尻町水落1027番地の2 H29.8.30 一般（利用有） 一般 有

安井　一郎 岡山県岡山市中区山崎301-3 H29.8.31 特定（利用無） 特定 無

有限会社　益井組 2240002049349 広島県広島市中区光南1丁目13番14号 H29.9.7 一般（利用無） 一般 無


