
申請者 両備ホールディングス株式会社(法人番号　7260001007086 　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 岡山県岡山市南区飽浦１５１５-１先 岡山県岡山市南区飽浦１７２８-６先 0.2
運行系統 岡山駅～鉾立線
認可年月日 平成30年11月7日
備考 新道開設に伴う経路変更

譲渡人 譲受人 認可年月日

角　邦彦 豪渓交通株式会社
代表取締役　角　邦彦

岡山県総社市穴粟333番地7 岡山県総社市穴粟333番地7
法人番号：9260001032272

譲渡人 譲受人 認可年月日

行久　士郎 西山　弘隆
広島県三原市大和町下徳良1904番地1 広島県三原市大和町下徳良1904番地1

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の譲渡譲受について次のとおり認可した

H30.11.1

H30.11.27



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

株式会社久米観光バス 8260001028511 久米郡
本社営業所
岡山県久米郡美咲町打穴中
１０４１－１

2両 H30.11.8

木村　慶昌 山口県
大安介護タクシー営業所
山口県宇部市厚南北３丁目２
２番１８号

1両 H30.11.26 福祉輸送限定

村上　方一 島根県
本店営業所
島根県大田市鳥井町鳥井１１
７５番地１６

1両 H30.11.26 福祉輸送限定

ケアプランセンターさくら株式会
社

4260001026816 岡山県
本社営業所
岡山県津山市中村字鳥居１６
０番地

1両 H30.11.28 福祉輸送限定

事業者名 法人番号 営業区域 認可年月日 備考

田島タクシー有限会社 4240002038424
尾道市
神石郡

福山交通圏
H30.11.6

標準運送約款
から変更

有限会社はと丸交通 5240002047622 福山交通圏 H30.11.6
標準運送約款
から変更

認可年月日 備考

H30.11.1 全部譲渡

H30.11.16 一部譲渡

H30.11.26 一部譲渡

H30.11.26 一部譲渡

H30.11.26 一部譲渡

H30.11.26 一部譲渡

H30.11.26 一部譲渡

H30.11.26 一部譲渡

H30.11.27 全部譲渡

事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

高倉　正文 広島交通圏 H30.11.30 一人一車制

事業者名 法人番号 営業区域 死亡年月日 備考

西山　和也 広島県 H30.10.23 福祉輸送限定

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。

◎一般乗用旅客自動車運送事業の運送約款変更について、次のとおり認可した。

主たる事務所の位置

譲　渡　人 譲　受　人

角　邦彦（岡山県総社市）
豪渓交通株式会社（岡山県総社市）
法人番号：9260001032272

本社事務所
広島県福山市沼隈町大字常石字端田新
開９４０－１

有限会社はと丸交通
広島県福山市南松永町３丁目９番４７号

平和タクシー株式会社（山口県下関市）
法人番号：9250001006302

とようら交通株式会社（山口県下関市）
法人番号：8250001006014

行久　士郎（広島県三原市） 西山　弘隆（広島県三原市）

事業者住所

株式会社さくらタクシー（広島県広島市）
法人番号：5240001004095

有限会社宝塚タクシー（広島県広島市）
法人番号：6240002009852

株式会社さくらタクシー（広島県広島市）
法人番号：5240001004095

株式会社城南交通（広島県広島市）
法人番号：8240001014975

株式会社新中央交通（広島県広島市）
法人番号：3240001004709

株式会社さくらタクシー（広島県広島市）
法人番号：5240001004095

丸三タクシー株式会社（広島県広島市）
法人番号：7240001011189

株式会社さくらタクシー（広島県広島市）
法人番号：5240001004095

有限会社カープタクシー（広島県広島市）
法人番号：8240002003671

◎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

広島県尾道市

◎一般乗用旅客自動車運送事業の死亡届を受理した。

株式会社さくらタクシー（広島県広島市）
法人番号：5240001004095

株式会社新安佐南交通（広島県広島市）
法人番号：5240003003896

株式会社さくらタクシー（広島県広島市）
法人番号：5240001004095

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　ＷＩＤＥ 9250001016846 廣井　芳幸 山口県下関市彦島西山町五丁目4番24号 090-6439-8873 5 H30.11.27 一般

株式会社 ﾎｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰ山陽 9240001023380 河本　芳明 広島県東広島市西条吉行東二丁目2番36号 082-431-6855 54 H30.11.26 一般

藤井工業株式会社 3260001032220 藤井　政行 岡山県笠岡市西大戸847番地4 0865-75-0055 5 H30.11.6 一般

株式会社 JA江津葬祭会館 7280001007786 中束　多久夫 島根県江津市和木町1136番地35 0855-52-2234 3 H30.11.30 霊柩

株式会社 ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 9240001045912 田邊　幸雄 広島県福山市赤坂町大字赤坂7262-3 084-999-4166 5 H30.11.26 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

7250001012525 7250002019791 H30.11.6

H30.11.6

野村運送株式会社 日誠建設株式会社
合併  利用有

山口県 山口県

備考
旧事業者

所在地

新事業者

所在地
認可年月日



◎　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　吉村物産 6240001024571 広島県三次市十日市中三丁目8番1号 H30.10.31 一般（利用無） 一般 無

金山　知津夫 岡山県岡山市北区富田423-1 H30.10.31 特定（利用無） 特定 無

勝武運輸建設　株式会社 3240001039424 広島県尾道市山渡町432-4-1 H30.11.9 一般（利用有） 一般 有

株式会社琴浦運輸 6270001005858 鳥取県東伯郡琴浦町三本杉1078-1 H30.10.15 一般（利用無） 一般 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　ひかりみらい 9240001041011 広島県広島市西区南観音町２１－３０ H30.11.12 利用登録

株式会社　九四ウエストサポー
ト

5240001051410 広島県福山市神辺町大字川北１５２０ H30.11.27 利用登録

ヘイセイ物流株式会社 1280001007833 島根県浜田市黒川町２０５ H30.11.12 利用登録

株式会社　アルフ 8250001005668 山口県下関市長府扇町３番７２号 H30.11.29 利用登録


