
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 鳥取県鳥取市東品治町１０２先 鳥取県鳥取市富安２丁目１６１－６先 0.15
運行系統 鳥取市循環バス
認可年月日 平成29年11月20日
備考 経路変更に伴う路線認可

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 鳥取県鳥取市東品治町１０２先 鳥取県鳥取市富安２丁目１６１－６先 0.15
運行系統 鳥取市循環バス
認可年月日 平成29年11月20日
備考 経路変更に伴う路線認可

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 広島県三次市十日市東４丁目１２-１７先 広島県三次市和知町２５５１-８先　他 61.5
運行系統 広島～名古屋線
認可年月日 平成29年11月30日
備考 尾道自動車道への乗せ替えに伴う経路変更

申請者 ジェイアール東海バス株式会社（法人番号　5180001030536 ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県三次市十日市東４丁目１２-１７先 広島県三次市和知町２５５１-８先　他 56.9
運行系統 広島～名古屋線
認可年月日 平成29年11月30日
備考 尾道自動車道への乗せ替えに伴う経路変更

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

立川　和宏 島根県
介護タクシー絆江津営業所
島根県江津市和木町５６４番地
５

1両 H29.11.2 福祉輸送限定

斉藤運輸株式会社 1280001006034 島根県
あおぞら介護タクシー営業所
島根県益田市大草町７５０番地
１

1両 H29.11.14 福祉輸送限定

藤井　健史 広島県
本店営業所
広島県福山市多治米町４－１１
－１０－１

1両 H29.11.16 福祉輸送限定

株式会社つなぐ 8240001019082 広島県
本社営業所
広島県広島市西区楠木町１丁
目１３番６号

1両 H29.11.16 福祉輸送限定

株式会社シーズンモチベーション 4240001018708 広島県
佐伯営業所
広島県広島市佐伯区千同２丁
目１３－１０

1両 H29.11.20 福祉輸送限定

株式会社カワダカンパニー 3260001019028 岡山県
高梁営業所
岡山県高梁市津川町今津２１９
４－４

1両 H29.11.20 福祉輸送限定

認可年月日 備考

H29.11.15 一人一車制

事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

株式会社ミウラオート 2240001039821 広島県 H29.11.22 福祉輸送限定

片山　義信 広島県 H29.11.24 福祉輸送限定

株式会社エンジョイ・ライフ二十一 6260001007491 岡山県 H29.11.25 福祉輸送限定

伊藤　正一
宇部市（旧厚狭
郡小野村に限
る）

H29.11.30

大江　弘良 広島交通圏 H29.11.30 一人一車制

法人番号 営業区域 認可年月日 備考

8240001007070 広島交通圏 H29.11.7

4240001009863 広島交通圏 H29.11.7

1240001002078 広島交通圏 H29.11.7

1240001012572 広島交通圏 H29.11.7

3240002002471 広島交通圏 H29.11.7

5240002013962 広島交通圏 H29.11.7

5240001018120 広島交通圏 H29.11.7

広島県広島市

山口県宇部市

◎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

つばめ交通株式会社（広島県広島市）

株式会社日の出タクシー（広島県広島市）

関西タクシー株式会社（広島県広島市）

鯉城タクシー株式会社（広島県広島市）

有限会社胡タクシー（広島県広島市）

有限会社広三自動車（広島県広島市）

鯉城交通株式会社（広島県広島市）

広島県福山市

岡山県岡山市

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11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

矢野　善嗣（広島県広島市） 井上　増治（広島県安芸郡府中町）

◎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

広島県三原市



5240002002783 広島交通圏 H29.11.7

3240002000046 広島交通圏 H29.11.7

7240002012789 広島交通圏 H29.11.7

2240002023452 広島交通圏 H29.11.7

2240001043732 広島交通圏 H29.11.21

2240001005781 広島交通圏 H29.11.21

4240002002322 広島交通圏 H29.11.21

3240002037575 広島交通圏 H29.11.21

6240001004945 広島交通圏 H29.11.21

5240001004095 広島交通圏 H29.11.21

有限会社安佐南交通（広島県広島市）

株式会社さくらタクシー（広島県広島市）

有限会社オーケーキャブ（広島県広島市）

株式会社ＮＩＳＩＫＩタクシー（広島県広島市）

第一タクシー株式会社（広島県広島市）

有限会社エンゼルキャブ（広島県広島市）

有限会社大竹タクシー（広島県大竹市）

株式会社城北タクシー（広島県広島市）

有限会社旭タクシー（広島県広島市）

有限会社広島合同タクシー（広島県広島市）



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

社会福祉法人三原市社会福祉協議会 4240005012161 福祉有償運送 三原市 H29.9.29

社会福祉法人トマトの会 3270005004628 福祉有償運送 鳥取県倉吉市及び湯梨浜町H29.11.22

自家用有償旅客運送の登録抹消について

（平成29年11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

植月　徹 岡山県勝田郡奈義町上町川194-6 0868-36-3712 5 H29.11.2 一般

竹原商店株式会社 9260001030573 竹原　聡 岡山県倉敷市鶴の浦3丁目2-16 086-451-4500 5 H29.11.20 一般

チルド.サービス.ライン株式会社 8260001028461 河合　彰 岡山県瀬戸内市長船町長船1177-2 086-239-5557 5 H29.11.14 一般

有限会社　ライフマネージメン
ト．Ｋ

2240002032024 北川　良子 広島県呉市広古新開二丁目13番28-302号 0823-72-0909 1 H29.11.10 霊柩

株式会社　水島魚市場 3260001014870 辻原　智己 岡山県倉敷市水島福崎町1-26 086-444-7103 5 H29.11.1 一般



◎特定貨物自動車運送事業の経営について、次の通り許可した。

申請者 法人番号 代表者 申請者住所 電話番号 車両数 許可年月日

協和キリンプラス株式会社 1010001050380 棚澤　正純 東京都中野区本町２－４６－１中野坂上サンブライトツイン１２階 03－6853－5880 5 H29.11.30



◎　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

H29.11.29

H29.11.29

9170001014899 H29.11.29

H29.11.29

2240001037552 H29.11.28

H29.11.28

備考
旧事業者

所在地

新事業者

所在地
認可年月日

相続

譲渡譲受  利用有

譲渡譲受

落合　金市 落合　亨

鳥取県 鳥取県

和歌山

岡田　大泉

和歌山

株式会社　忠海葬儀店

広島県 広島県

株式会社　グリーンエキスプレス野村　正義



◎　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

リヴソル物流株式会社 9260001031200 岡山県倉敷市東塚3丁目11-12 H29.11.10 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

中村　武 鳥取県米子市冨士見町75-14 H29.10.23 特定（利用無） 特定 無

防府酪農農業協同組合 3250005001602 山口県防府市清水町1番1号 H29.11.1 一般（利用無） 一般 無

小西　幸男 島根県松江市美保関町北浦270-4 H29.11.15 一般（利用無） 一般 無

有限会社　福田産業 7270002001376 鳥取県鳥取市古郡家197番地3 H29.11.16 一般（利用有） 一般 有


