
申請者 有限会社加茂タクシー（法人番号　4280002011286 ）
運行の態様 区域運行
営業の区域 島根県雲南市加茂地域
許可年月日 平成29年10月26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 広島県東広島市西条町西条字御建478-4地先 広島県東広島市西条町寺家6188-1地先　他 1.94
運行系統 西条駅北口～広島空港線
認可年月日 平成29年10月17日
備考 系統新設に伴う路線延長

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 広島県東広島市西条町西条字御建478-4地先 広島県東広島市西条町寺家6188-1地先　他 1.94
運行系統 西条駅北口～広島空港線
認可年月日 平成29年10月17日
備考 系統新設に伴う路線延長

申請者 第一交通株式会社（法人番号　9280001005061　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 島根県益田市桂平町１０１４番地２地先 島根県益田市桂平町１１３６番地７地先 0.5
運行系統 桂ヶ平・黒周線
認可年月日 平成29年10月30日
備考 経路変更に伴う路線認可

申請者 有本観光バス株式会社（法人番号　3260001019531　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 美咲町錦織、大垪和、打穴中、打穴上、八神・塚角、久木、羽仁地区

認可年月日 平成29年10月30日
備考 美咲町乗合タクシー運行開始に伴う区域新設

申請者 中鉄北部バス株式会社（法人番号　2260001021042　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 岡山県津山市昭和町１-７０-１先 岡山県津山市横山１２３２先 1.3
運行系統 ごんご小循環線
認可年月日 平成29年10月31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

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



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

株式会社和三 1260001031042 岡山県
本社営業所
岡山県津山市二宮１９４０番
地

1両 H29.10.18 福祉輸送限定

山川　智哉 広島県
本店営業所
広島県広島市西区古江東町
１８－１３

1両 H29.10.19 福祉輸送限定

事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

吉永　隆 広島交通圏 H29.10.31 一人一車制

栗原　寛 広島交通圏 H29.10.31 一人一車制

原田　一正 岡山市 H29.10.19 一人一車制

井上　徹 岡山市 H29.10.27 一人一車制

株式会社武田 8240001006238 広島県 H29.10.31 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

上圓　冨人 宇部市 H29.10.6 一人一車制

遠藤　甫 岡山市 H29.10.13 一人一車制

法人番号 営業区域 認可年月日 備考

7240001021254 広島交通圏 H29.10.18

1240002016366 広島交通圏 H29.10.18

5240001006918 広島交通圏 H29.10.18

7240001008532 広島交通圏 H29.10.18

7240002037142 広島交通圏 H29.10.18

7240001014002 広島交通圏 H29.10.27

7240002016947 広島交通圏 H29.10.27

8240002010643 広島交通圏 H29.10.27

3240001014939 広島交通圏 H29.10.27

広島第一交通株式会社（広島県広島市）

有限会社やぐちタクシー（広島県広島市）

つるみ第一交通有限会社（広島県広島市）

平和第一交通株式会社（広島県広島市）

株式会社日進タクシー（広島県広島市）

有限会社津田交通（広島県廿日市市）

◎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

黒田タクシー株式会社（広島県広島市）

有限会社ドリーム交通（広島県広島市）

株式会社中央タクシー（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

◎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

岡山県岡山市

岡山県岡山市

広島県広島市

山口県宇部市

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許認可等について

（平成29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。



運送者名 法人番号 運送の種別 運送の区域 抹消年月日 備考

社会福祉法人鳥取県厚生事業団 9270005000043 福祉有償運送 鳥取県米子市 H29.10.13

社会福祉法人雲南市社会福祉協議会 1280005006427
公共交通空白地
有償運送

島根県雲南市吉田町 H29.10.13

自家用有償旅客運送の登録抹消について

（平成29年10月分）

◎自家用有償旅客運送者の登録を次のとおり抹消した。



◎　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　フローオペレーション 3250001016703 近石　直己 山口県下関市菊川町大字吉賀235 083-288-2505 5 H29.10.30 一般

有限会社　セイコー通商 3240002020507 須川　善晃 広島県広島市佐伯区八幡1丁目6番28号 082-927-5478 5 H29.10.17 一般

株式会社　楓運輸 5270001007335 福田　和彦 鳥取県鳥取市湖山町南二丁目821番地1 0857-28-4174 5 H29.10.30 一般

株式会社　エムケイ運送 3250001016372 松村　勝也 山口県岩国市立石町二丁目1番17号 090-4571-8709 5 H29.10.19 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

5270001007310 H29.10.27

H29.10.27

7240001043380 3240002026966 H29.10.24

H29.10.24

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  利用有

譲渡譲受
広島県 広島県

中村　明美 株式会社　アシハラ倉庫

鳥取県 鳥取県

株式会社　ＩＲＩＭＡＲＵ 有限会社　智興業



◎　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　エスポアール 9260001024625
岡山県岡山市北区田中185-103 ﾊﾋﾟﾈｽ田中501
号

H29.10.5 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

株式会社　ＴＡＢＩＫＡＫＵ 5240001047160 広島県広島市安佐北区深川五丁目11番19号 H29.9.14 利用運送事業 利用 -

有限会社西谷砕石 2280002009266 島根県江津市渡津町84番地 H29.10.3 一般（利用無） 一般 無

株式会社　アルファ 6260001009950 岡山県赤磐市沢原1549番地 H29.10.5 一般（利用有） 一般 有

エムエム建材株式会社 7010001073087 東京都港区東新橋一丁目5番2号 H29.9.30 利用運送事業 利用 －

平本　繁己 山口県下関市豊浦町大字川棚1444-18 H29.10.10 特定（利用無） 特定 無

有限会社　セイコー通商 3240002020507 広島県広島市佐伯区八幡一丁目6番28号 H29.10.13 特定（利用無） 特定 無

有限会社　新生運輸 8270002009724 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕456-4 H29.3.31 一般（利用有） 一般 有


