
申請者 株式会社岩国駅構内タクシー(法人番号　6250001011148　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県岩国市由宇町１９５－１ 山口県岩国市由宇町５３９先　他 20.6
運行系統 舟木線
許可年月日 平成30年10月5日
備考 新規許可

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 島根県鹿足郡津和野町鷲原６３２先 島根県鹿足郡津和野町邑輝７９５先 6.7
運行系統 津和野町内線
認可年月日 平成30年10月12日
備考 堀庭園までの路線延長

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 岡山県苫田郡鏡野町寺元３６５先 岡山県苫田郡鏡野町円宗寺３１-１先　他 1.5
運行系統 津山西循環線
認可年月日 平成30年10月25日
備考 「産業・流通センター」「戸島」停留所新設に伴う路線認可

申請者 岡山電気軌道株式会社（法人番号　6260001001189　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 岡山県岡山市北区中仙道５５-１２４先　 岡山県岡山市北区問屋町１３-１０１先　他 0.6
運行系統 天満屋～岡山駅～北長瀬駅　他
認可年月日 平成30年10月26日
備考 ショッピングモール「問屋町テラス」オープンに伴う路線延長

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

合同会社Ｅ＆Ｔ 9240003003562 広島県
南幸町営業所
広島県安芸郡海田町南幸町
１０－４０

1両 H30.10.2 福祉輸送限定

合同会社えん 8240003003976 広島県
介護タクシーえん
広島県呉市焼山政畝３丁目２
－１５

1両 H30.10.24 福祉輸送限定

内田　晴久 岡山県
本店営業所
岡山県苫田郡鏡野町上森原
１７４－２

1両 H30.10.31 福祉輸送限定

認可年月日 備考

H30.10.2 一人一車制

H30.10.2 一人一車制

H30.10.2 一人一車制

H30.10.11 一人一車制

H30.10.31 一人一車制

事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

村田　昇 広島交通圏 H30.10.27 一人一車制

鈴木　勝典 広島交通圏 H30.10.31 一人一車制

吉村　国敏 広島交通圏 H30.10.31 一人一車制

法人番号 営業区域 認可年月日 備考

広島交通圏 H30.10.24 一人一車制

◎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変更認可申請に
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

河野　博（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30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。

◎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

広島県広島市

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譲渡譲受について、次のとおり認可した。

譲　渡　人 譲　受　人

桑田　勝（広島県福山市） 三好　康祐（広島県福山市）

藤井　勝三（広島県福山市） 占部　昌靖（広島県福山市）

松山　晃（広島県福山市） 片岡　信博（広島県福山市）

服部　修（広島県広島市） 川﨑　慎介（広島県広島市）

松本　正之（広島県廿日市市） 小野川　健（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

株式会社　船本 8240001049518 船本　明良 広島県広島市西区庚午南1丁目31-20-204 082-275-4027 5 H30.10.3 一般

株式会社 ｽﾄｰﾚｲ 6260001032399 竹内　英志 岡山県総社市久代5768-1 0866-96-0777 5 H30.10.10 一般

株式会社 HIROKI 8240001052967 中村　洋司 広島県広島市安芸区瀬野西6丁目10番15号 082-516-7827 5 H30.10.18 一般

藤谷 恵佑 広島県広島市東区尾長東三丁目9-30 080-6318-6105 1 H30.10.4 霊柩



◎　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

H30.10.3

H30.10.3

9240001053163 H30.10.2

H30.10.2

5240002048455 5250001009085 H30.10.26

H30.10.26

2260001018732 H30.10.3

H30.10.3

3270002002642 H30.10.26

H30.10.26

備考
旧事業者

所在地

新事業者

所在地
認可年月日

相続  利用有
梶野　昭明 梶野　裕惣

広島県 広島県

平田　普 株式会社H
譲渡譲受

広島県 広島県

新井　健治 株式会社新仁テック
譲渡譲受  利用有

岡山県 岡山県

有限会社錦運輸 徳山通運株式会社
合併

広島県 山口県

小林　新ノ介 有限会社コバケン
譲渡譲受  利用有

鳥取県 鳥取県



◎　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

安長産業　有限会社 9240002030459 広島県三次市東酒屋町492番地 H30.9.18 一般（利用無） 一般 無

徳山バルクターミナル株式会社 7250001009100 山口県周南市築港町2番18号 H30.9.30 利用運送事業 利用 -

有限会社　大徳運輸 5240002053950 広島県三原市本郷南1丁目22番1号 H30.9.30 一般（利用無） 一般 無

技研運送　有限会社 4250002004565 山口県宇部市大字小野3270番地の1 H30.10.4 一般（利用有） 一般 有

朝日環境衛生有限会社 2240002039143 広島県福山市新涯町5丁目36番14号 H30.10.22 一般（利用無） 一般廃棄物 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

株式会社ＫＲ物流 8240001053239 広島県福山市水呑町４８１２番地 H30.10.10 利用登録

亀井　栄二
広島県広島市安佐南区緑井八丁目１０－４３
－２

H30.10.12 利用登録

重本　真由美
山口県防府市大字西浦１５４５－４　ヒラタ
ハイツ２－３号

H30.10.26 利用登録

株式会社ＳＩＯＮ　ＳＴＡＦＦ
サービス

8240001052364 広島県広島市西区草津港１丁目４８－２２ H30.10.30 利用登録


