
申請者 いわくにバス株式会社（法人番号　7250001012293　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県岩国市海土路町２丁目４０-８番地先 山口県岩国市海土路町２丁目３４番地先　他 0.5
運行系統 岩国駅～県営黒磯線
認可年月日 平成30年1月16日
備考 「一本杉」停留所移設に伴う経路変更

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

ＫＴＳ株式会社 3260001027344 岡山県
本社営業所
岡山県岡山市北区十日市中町
５番２８号

1両 H30.1.12 福祉輸送限定

早川　伸 岡山県
本店営業所
岡山県津山市高野山西１８５０
－２０

1両 H30.1.15 福祉輸送限定

山下　和明 山口県
防府営業所
山口県防府市華浦２丁目７－３
３

1両 H30.1.15 福祉輸送限定

認可年月日 備考

H30.1.18 一人一車制

H30.1.18 一人一車制

H30.1.26 一人一車制

H30.1.26 一人一車制

H30.1.31 一人一車制

認可年月日 備考

H30.1.12

事業者名 法人番号 営業区域 認可年月日 備考

旭タクシー有限会社 2280002008879 浜田市 H30.1.18 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

宮本  三喜男 福山交通圏 H30.1.22 一人一車制

社会福祉法人ふれあい福祉会 5260005001863 岡山県 H30.1.25 福祉輸送限定

有限会社はごろも 8270002004584 鳥取県 H30.1.29 福祉輸送限定

大川　悦生 広島交通圏 H30.1.31 一人一車制

松真　秀一 広島交通圏 H30.1.31 一人一車制

広島県福山市

勢村　克司（広島県広島市）

中田　耕作（広島県広島市）

折田　浩一（広島県広島市）

田中　光弘（広島県広島市）

堂々　孝司（広島県安芸郡府中町）

前田　廣實（広島県安芸郡府中町）

◎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

今市営業所
島根県浜田市旭町丸原４－１０

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30年1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

錦河　誠治（広島県広島市）

村岡　政己（広島県広島市） 山崎　美彦（広島県広島市）

石田　敏彦（広島県廿日市市）

◎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合併について、次のとおり認可した。

合併法人（存続法人） 被合併法人（消滅法人）

福川第一交通株式会社（山口県周南市）
法人番号：4250002016775

徳山第一交通株式会社（山口県周南市）
法人番号：5250002015058

鳥取県鳥取市

広島県広島市

広島県安芸郡海田町



事業者名 法人番号 営業区域 死亡年月日 備考

大下　才志 広島交通圏 H29.12.25 一人一車制

法人番号 営業区域 認可年月日 備考

5240001006728 広島交通圏 H30.1.17

6240002009852 広島交通圏 H30.1.17

4240002004129 広島交通圏 H30.1.17

5240002001397 広島交通圏 H30.1.17

2240001001491 広島交通圏 H30.1.17

広島交通圏 H30.1.19 一人一車制佐々木　淳二他８９２者

一二三タクシー有限会社（広島県広島市）

株式会社エフ・ジー（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

中国タクシー株式会社（広島県広島市）

有限会社宝塚タクシー（広島県広島市）

有限会社かもめタクシー（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。

事業者住所

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

リヴソル物流株式会社 9260001031200 梶川　俊秀 岡山県倉敷市東塚3丁目11番12号 086-454-4566 5 H30.1.26 一般

興和建設工業株式会社 5240001030538 光成　昭博 広島県福山市木ﾉ庄町1丁目16番24号 084-925-0677 5 H30.1.26 一般

ニシエキロジス株式会社 5250001006074 林　泰四郎 山口県下関市本町三丁目1番1号 083-223-2122 23 H30.1.30 一般

株式会社龍成運輸 7260001031375 延　和徳 岡山県総社市宿1330番地19 090-8716-6349 6 H30.1.23 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

6260001031021

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
岡山県 岡山県

大角　勝好 大角運輸株式会社
H30.1.31



◎　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　成晃 9240001052041 広島県広島市佐伯区八幡1丁目6番28号 H30.1.15 利用登録

山本　郁雄 広島県広島市安佐南区安東4丁目40-6 H30.1.18 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

大原運送有限会社 9270002005549 鳥取県米子市内町116 H29.12.25 一般（利用有） 一般 有

丸山　憲二 山口県岩国市錦町広瀬1162番地2 H29.12.31 霊柩（利用無） 霊柩 無

株式会社　防通タクティクス 3250001002488 山口県防府市浜方114番地2 H29.12.31 利用運送事業 利用 -

株式会社　ＧＬＯＢＡＬ ＬＩＮＥ 8270001005889 鳥取県鳥取市的場2丁目25番地1 H30.1.12 一般（利用有） 一般 有

前田　豊実 鳥取市河原町水根135 H29.12.31 一般（利用無） 一般 無

株式会社　別府運送店 1260001014699 岡山県倉敷市片島町1073番1 H29.10.31 一般（利用有） 一般 有

株式会社　セキシン 5250002009646 山口県下関市清末鞍馬3-8-26 H29.8.3 一般（利用有） 一般 有

有限会社　丸久運輸 9240002029815 広島県山県郡安芸太田町大字加計3226 H29.12.31 一般（利用無） 一般 無


