
申請者 西川タクシー株式会社(法人番号　6260001020370 ）
運行の態様 区域運行
営業の区域 岡山県久米郡美咲町
許可年月日 平成29年12月13日
備考 新規許可

申請者 有限会社嘉川タクシー(法人番号　4250002000382 ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県山口市嘉川４８２７-５先 山口県山口市嘉川５０１４-３先 0.24
運行系統 嘉川コミュニティータクシー
認可年月日 平成29年12月7日
備考 経路変更

申請者 日本交通株式会社(法人番号　8120001049042 ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 鳥取県鳥取市幸町１丁目６番地先 鳥取県鳥取市桂見５７１-３番地先　他 42.5
運行系統 倉吉～大阪線
認可年月日 平成29年12月7日
備考 系統新設に伴う路線認可(季節便)

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砂原１８番地先 鳥取県東伯郡三朝町片柴９２５番地先 0.9
運行系統 上井/三朝線・三朝線
認可年月日 平成29年12月18日
備考 新道開設に伴う経路変更

申請者 出雲一畑交通株式会社（法人番号　2280001003063 ）　
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 島根県出雲市里方町５７７番地１先 島根県出雲市里方町１１２７番地１先　他 1.4
運行系統 出雲市福祉バス東部線
認可年月日 平成29年12月20日
備考 経路変更に伴う路線認可

申請者 中央交通株式会社（法人番号　9250001003423 ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県宇部市大字小串字黒岩５９５番3先 山口県宇部市大字小串字ニタ田５７９番1先　他 7.07
運行系統 桃山地域コミュニティータクシー
認可年月日 平成29年12月26日
備考 系統新設に伴う路線認可

譲渡人 譲受人 認可年月日

中原　啓介 大和観光株式会社
代表取締役　中原　啓介

島根県邑智郡美郷町都賀本郷125番地2 島根県邑智郡美郷町都賀本郷125番地2
法人番号：9280001007041

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

一般乗合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

H29.12.22



譲渡人 譲受人 認可年月日

中原　啓介 大和観光株式会社
代表取締役　中原　啓介

島根県邑智郡美郷町都賀本郷125番地2 島根県邑智郡美郷町都賀本郷125番地2
法人番号：9280001007041

一般貸切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

H29.12.22



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

佐藤　毅彦 広島県
本店営業所
広島県福山市沼隈町大字常
石甲２０８５

1両 H29.12.11 福祉輸送限定

有限会社つくし 9240002054268 広島県

もみじ営業所
広島県三原市港町１丁目６
番１６号マルヨシビル３階東
館

1両 H29.12.11 福祉輸送限定

株式会社ＨＡＭＡＤＡグループ 7280001002977 島根県
さくら営業所
島根県松江市大庭町１８０８
－１０

1両 H29.12.13 福祉輸送限定

特定非営利活動法人フラット 4240005014331 広島県

ヘルパーステーションふらっ
と営業所
広島県竹原市西野町２０８０
－５

1両 H29.12.20 福祉輸送限定

一般社団法人シルバー代行
サービス

8260005010309 岡山県
ヘルパーズ営業所
岡山県倉敷市下庄７０４－１
フォーバス１－２０５

1両 H29.12.21 福祉輸送限定

特定非営利活動法人道しるべ 1240005014375 広島県
本店営業所
広島県安芸郡海田町幸町７
番３１号

1両 H29.12.22 福祉輸送限定

認可年月日 備考

H29.12.4

H29.12.20 一人一車制

H29.12.20 一人一車制

H29.12.20 一人一車制

H29.12.20 一人一車制

H29.12.20 一人一車制

H29.12.20 一人一車制

H29.12.20 一人一車制

H29.12.22

H29.12.26 一人一車制

H29.12.27 一人一車制

H29.12.27 福祉輸送限定

竹中　健悟（岡山県岡山市）

枝松　恭弘（岡山県岡山市）

藤原　佳（岡山県倉敷市）

安藤　吉郎（広島県広島市）

曙タクシー株式会社（岡山県倉敷市）
法人番号：7260001012375

新佛　福敏（広島県廿日市市）

山本　卓男（広島県広島市） 島中　和範（広島県広島市）

鍛冶　重幸（広島県広島市） 佐々木　和幸（広島県広島市）

日山　進（広島県広島市） 高尾　能弘（広島県広島市）

河内　四市（広島県広島市） 中山　志明（広島県広島市）

廣井　清（広島県広島市）

中原　啓介（島根県邑智郡）

株式会社介護センター安芸風（広島県広島市）
法人番号：9240001041473

野村　隆義（広島県広島市）

矢延　洋（岡山県岡山市）

稲葉　民雄（岡山県岡山市） 西村　新一（岡山県岡山市）

大和観光株式会社（島根県邑智郡）
法人番号：9280001007041

合野　仁士（広島県広島市）

齋藤　則行（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12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



事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

株式会社玉野企画 4250001015035 山口県 H29.12.1 福祉輸送限定

金田　春登 広島県 H29.12.13 福祉輸送限定

山縣　稔 広島交通圏 H29.12.21 一人一車制

谷本　光男 広島交通圏 H29.12.21 一人一車制

岡部　昌景 広島交通圏 H29.12.28 一人一車制

森　　司 広島交通圏 H29.12.31 一人一車制

大久保　京子 広島交通圏 H29.12.31 一人一車制

法人番号 営業区域 認可年月日 備考

7240001014902 広島交通圏 H29.12.6

4240002023756 広島交通圏 H29.12.6

3240001004709 広島交通圏 H29.12.6

5240001009953 広島交通圏 H29.12.19

3240001010260 広島交通圏 H29.12.19

9240001002830 広島交通圏 H29.12.19

8240002003671 広島交通圏 H29.12.19

9240001028875 広島交通圏 H29.12.19

2240002005608 広島交通圏 H29.12.19

2240002011795 広島交通圏 H29.12.19

3240001009237 広島交通圏 H29.12.27

7240001011189 広島交通圏 H29.12.27

7240002017714 広島交通圏 H29.12.27

2240001004387 広島交通圏 H29.12.27

5240002025421 広島交通圏 H29.12.27

丸三タクシー株式会社（広島県広島市）

有限会社吉島タクシー（広島県広島市）

株式会社シンエイコーポレーション（広島県広島市）

有限会社馬木タクシー（広島県広島市）

有限会社カープタクシー（広島県広島市）

株式会社廿日市カープタクシー（広島県廿日市市）

庚午タクシー有限会社（広島県広島市）

有限会社中野タクシー（広島県広島市）

広島近鉄タクシー株式会社（広島県広島市）

ハープ交通有限会社（広島県広島市）

株式会社新中央交通（広島県広島市）

広交タクシー株式会社（広島県広島市）

福助タクシー株式会社（広島県広島市）

株式会社草津タクシー（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。

広島県広島市

広島県広島市

広島県広島市

申請者の氏名又は名称及び住所

株式会社矢野カープタクシー（広島県広島市）

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

広島県安芸高田市

山口県周南市

広島県広島市



◎　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

広島ガス高田販売株式会社 8240001024801 住吉　峰男 広島県安芸高田市吉田町常友669番地 0826-42-3331 5 H29.12.4 一般

株式会社　西広トランスポート 9240001051349 柳尾　匡彦 広島県広島市西区福島町二丁目6-10 082-297-4320 5 H29.12.4 一般

有限会社 　ワールドキャリー・シ
ステム

4240002018970 浜田　慎也 広島県安芸郡府中町青崎南1番地23 082-510-0718 5 H29.12.20 一般

株式会社　末原通商 5240001051385 立川　克司 広島県山県郡北広島町壬生58番地1 0826-72-2039 5 H29.12.28 一般

有限会社　福本自動車工業 1250002003388 福本　昇
山口県防府市大字新田
914番地の4

0835-23-8011 5 H29.12.6 一般

株式会社　眞一トランスポート 6240001051368 江口　彰一 広島県安芸郡海田町国信二丁目5879-1 082-281-1414 5 H29.12.27 一般

大関　薫 大関　薫 広島県広島市東区温品4丁目24-11 082-569-7846 5 H29.12.22 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

H29.12.1

H29.12.1

H29.12.12

H29.12.12

H29.12.20

H29.12.20

7260001026747

2260001031314

未
島根県島根県

大平　由輝 株式会社　大輝商事

岡山県 岡山県

来間　繁 株式会社　来間商事

成瀬　和彦

岡山県 岡山県

株式会社　ＮＨコーポレーション

譲渡譲受  利用有

譲渡譲受  利用有

譲渡譲受

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　岡山直売所ネット
ワーク

7260001024354 岡山県岡山市南区藤田566-126 H29.12.20 利用登録

株式会社　YOKO 6240001050857 広島県広島市中区三川町6番3号 H29.12.25 利用登録

株式会社　アルファパワー 6240001049676 広島県福山市引野町南三丁目19番4号 H29.12.27 利用登録

株式会社　エバルス 9240001001527
広島県広島市中区基町11-10合人社広島紙屋町
ﾋﾞﾙ

H29.12.14 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　キャリーサービス 広島県安芸郡坂町12029-3 H29.10.31 利用運送事業 利用 -

株式会社　アスター 広島県広島市佐伯区石内上一丁目5番1号 H16.5.31 利用運送事業 利用 -

熊田　勉 鳥取県八頭郡若桜町岩屋堂103 H29.12.12 一般（利用無） 一般 無

間口グリーンエクス株式会社 1240001050548 広島県広島市中区銀山町3番1号 H29.10.1 利用運送事業 利用 -

下関市 4000020352012 山口県下関市南部町1番1号 H29.12.20 霊柩（利用無） 霊柩 無


