
申請者 有限会社弥栄総合企画（法人番号　6280002008909 ）
運行の態様 区域運行
営業の区域 浜田市弥栄町
許可年月日 平成30年3月14日
備考 新規許可

申請者 升岡　秀治
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県安芸高田市向原町坂１４４０-１先 広島県安芸高田市向原町坂１４３９-６先　他 0.075
運行系統 向原駅～出口線
認可年月日 平成30年2月7日
備考 道路の付け替えに伴う経路変更

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 島根県浜田市長沢町６８８-６先 島根県浜田市長沢町３０２１　他 0.612
運行系統 長沢瀬戸ヶ島線
認可年月日 平成30年3月8日
備考 経路変更に伴う路線認可

申請者 ブルーライン交通株式会社（法人番号　4250001006918 ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県長門市東深川８７１先 山口県長門市東深川字塚ヶ坪８２２-１先　他 0.7
運行系統 上川西線、大津・長門線
認可年月日 平成30年3月9日
備考 再編伴う路線認可

申請者 日の丸タクシー株式会社（法人番号　3260001018351 ）
運行の態様 区域運行
営業の区域 高月エリア（高月・大東（惣谷）地区）、峠村・野畑エリア（新田・峠村・野畑地区）
許可年月日 平成30年3月9日
備考 営業区域拡大

申請者 一丸タクシー株式会社（法人番号　1260001018147　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 門田エリア（女官・辻・南・大谷地区）、荏原・西江原エリア（尾部・藤ノ木地区）
認可年月日 平成30年3月9日
備考 営業区域拡大

申請者 JR九州バス株式会社（法人番号　5290001021128　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県防府市天神１丁目１２番２８号 山口県防府市恵美須町１丁目９番２１号 0.55
運行系統 福岡～下松線
認可年月日 平成30年3月13日
備考 「道の駅ソレーネ周南」停留所乗り入れに伴う経路変更

申請者 鞆鉄道株式会社
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県福山市鞆町後地４２３地先 広島県福山市熊野町甲１１８６－２地先　他 8.7
運行系統 福山市内定期観光路線
認可年月日 平成30年3月16日
備考 「グリーンライン展望台」停留所新設に伴う経路変更

申請者 昭和タクシー有限会社（法人番号　7240002047281　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 有福区域（有福、下深江、上下（下野町）地区）
認可年月日 平成30年3月19日
備考 営業区域一部拡大

申請者 エクシードタクシー有限会社（法人番号　4240002047251　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 小塚・小堀区域（小塚・小堀（河井地区除く）・後・上野町・辰の口）
認可年月日 平成30年3月19日
備考 営業区域一部拡大

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 日本交通株式会社（法人番号　3270001000564　）
運行の態様 路線不定期 キロ程
路線 鳥取県東伯郡琴浦町中村７２５先 鳥取県東伯郡琴浦町中村５７９-１先 0.3
運行系統 上中村線
認可年月日 平成30年3月22日
備考 「上中村」停留所新設に伴う路線延長

申請者 岡山旭交通株式会社（法人番号　6260001007855 ）
運行の態様 区域運行
営業の区域 迫川・宗津・片岡地区
認可年月日 平成30年3月23日
備考 ブンタク　不定期路線運行から区域運行へ態様を変更

申請者 平和タクシー株式会社（法人番号　6260001005999　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 東酒津地区
認可年月日 平成30年3月23日
備考 営業区域拡大

申請者 平和タクシー株式会社（法人番号　6260001005999　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 中畝・東塚・連島地区
認可年月日 平成30年3月23日
備考 コミュニティタクシー運行開始に伴う区域新設

申請者 八晃運輸株式会社（法人番号　5260001005389　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 岡山県岡山市北区大学町２－１９地先 岡山県岡山市北区春日町１０－１８地先　他 0.36
運行系統 めぐりん医大右線
認可年月日 平成30年3月23日
備考 「市役所南」停留所新設に伴う経路変更

申請者 広島電鉄株式会社（法人番号　9240001009470 　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県呉市中央４丁目１番地先 広島県呉市本通５丁目１番地先 0.4
運行系統 三条二河宝町線
認可年月日 平成30年3月26日
備考 経路変更

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 山口県山口市小郡２２６１－４先 山口県山口市小郡１２９２－１先　他 0.5
運行系統 福岡・山口ライナー、スーパーはぎ号、山口宇部空港線、防長線
認可年月日 平成30年3月28日
備考 新山口駅改修に伴う経路変更

申請者 宇部市交通局
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県山口市江崎３８０５地先 山口県山口市小郡下郷２０１２地先 6.7
運行系統 新山口駅～山口宇部空港線、宇部新川駅～新山口駅線
認可年月日 平成30年3月28日
備考 新山口駅改修に伴う経路変更

申請者 JR九州バス株式会社（法人番号　5290001021128 ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県山口市葵２-１-３先 山口県山口市阿佐だ９０２-７先　他 18.6
運行系統 福岡・山口ライナー
認可年月日 平成30年3月28日
備考 新山口駅改修に伴う経路変更

申請者 日本交通株式会社（法人番号　9280001000558　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 益田市梅月町、左ヶ山町、小俣賀、多田町
認可年月日 平成30年3月27日
備考 路線定期運行から区域運行へ態様を変更



申請者 益田タクシー株式会社（法人番号　7280001005113 ）
運行の態様 路線不定期 キロ程
路線 島根県益田市大谷町３５７番地先 島根県益田市大谷町２２０番地９号先　他 6.7
運行系統 栃山・岩倉線伏谷便
認可年月日 平成30年3月28日
備考 路線定期運行から路線定期不定期運行へ態様を変更

申請者 冨士第一交通有限会社（法人番号　7280001003967 ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県長門市仙崎４２９７－１ 山口県長門市仙崎１０３５-１先　他 41.40
運行系統 長門市新山口駅直通便
認可年月日 平成30年3月28日
備考 長門市新山口駅直通便新設に伴う路線認可

申請者 備北交通株式会社（法人番号　1240001025013　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県庄原市西本町２丁目３－１先 広島県庄原市中本町１丁目１２２５－１先　他 1.40
運行系統 庄原市市街地循環バス
認可年月日 平成30年3月29日
備考 経路変更

申請者 いさむや第一交通株式会社（法人番号　4250001000904　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県長門市仙崎４２９７－１ 山口県長門市仙崎１０３５-１先　他 51.37
運行系統 長門市新山口駅直通便
認可年月日 平成30年3月28日
備考 長門市新山口駅直通便新設に伴う路線認可

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 岡山県玉野市宇野１丁目７番地先 岡山県玉野市宇野１丁目２１番１号先 0.7
運行系統 シーバス
認可年月日 平成30年3月28日
備考 「宇野一丁目」停留所新設に伴う経路変更

申請者 日本交通株式会社（法人番号　9280001000558　）　
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 島根県松江市乃白町１０１番８地先 島根県松江市乃白町４６５番１地先　他 0.9
運行系統 忌部コミュニティバス
認可年月日 平成30年3月28日
備考 「田和山南」停留所新設に伴う経路変更

申請者 有限会社谷本ハイヤー（法人番号　5280002005733　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 島根県出雲市湖陵町三部１３５２番地先 島根県出雲市湖陵町二部６６２-１２番地先　他 30.5
運行系統 出雲市福祉バス湖陵線
認可年月日 平成30年3月28日
備考 運行事業者変更に伴う路線認可

申請者 有限会社クリーンサービス（法人番号　7280002003108 ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 島根県松江市西長江町７１７-４番地先 島根県松江市西長江町３５２－２　他 16.6
運行系統 古江コミュニティバス
認可年月日 平成30年3月28日
備考 運行事業者変更に伴う路線認可

申請者 奥出雲交通株式会社（法人番号　8280001005632 ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 島根県安来市広瀬町西比田１４２９番地７先 島根県安来市広瀬町梶福留１２６８番地２先　他 0.95
運行系統 西比田線
認可年月日 平成30年3月28日
備考 「いきいき交流館」停留所新設に伴う路線延長

申請者 双葉タクシー株式会社（法人番号　6280001000635　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 島根県松江市八束町波入２０６０番地先 島根県松江市西長江町１９３３番地先　他 8.1
運行系統 八束コミュニティバス
認可年月日 平成30年3月29日
備考 経路変更



申請者 株式会社Fromハート（法人番号　5280001005882 ）
運行の態様 区域運行
営業の区域 三階・長見地区、美川地区
認可年月日 平成30年3月29日
備考 浜田市乗合タクシー　営業区域拡大・廃止

申請者 株式会社庄原中央タクシー（法人番号　2240001024963　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 大重地区
認可年月日 平成30年3月29日
備考 庄原市民タクシー営業区域拡大

申請者 帝釈峡タクシー株式会社（法人番号　9240001025063　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 二葉、宇山西、粟田北、小串地区
認可年月日 平成30年3月30日
備考 庄原市民タクシー営業区域拡大

申請者 有限会社道後タクシー（法人番号　7240002031723　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 後田、寺迫、森、日野原、笑田、駅道・奴可部、市場・鳥長地区
認可年月日 平成30年3月30日
備考 庄原市民タクシー営業区域拡大

申請者 エクシードタクシー有限会社（法人番号　4240002047251　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 三坂上郷、、三坂中郷、三坂下郷、近屋谷・郷原、宇那田・大木、新免、平田上・重松、平田下・重松、上野、為重上、為重下地区
認可年月日 平成30年3月30日
備考 庄原市民タクシー営業区域拡大

申請者 はつみ交通株式会社（法人番号　6280001002904　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 島根県松江市鹿島町北講武885番5地先 島根県松江市鹿島町642番地先　他 53.5
運行系統 鹿島コミュニティバス・島根コミュニティバス
認可年月日 平成30年3月30日
備考 運行事業者変更に伴う路線認可

申請者 株式会社フォーブル（法人番号　2240001005781　）
運行の態様 路線定期・路線不定期 キロ程
路線 島根県鹿足郡津和野町後田８５-３先 島根県鹿足郡津和野町森村口１４０－１　他 2.1
運行系統 沼原線
認可年月日 平成30年3月30日
備考 住民要望による経路変更



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

岡田　裕範 岡山県
倉敷営業所
岡山県倉敷市福井２８５－５

1両 H30.3.1 福祉輸送限定

有限会社長谷屋 7260002022910 岡山県
本店営業所
岡山県倉敷市平田５９１－１

1両 H30.3.16 福祉輸送限定

認可年月日 備考

H30.3.12 全部譲渡

H30.3.16 全部譲渡

H30.3.26 一部譲渡

H30.3.29 全部譲渡

H30.3.30 全部譲渡

事業者名 法人番号 営業区域 処分年月日 備考

小島　斉 広島県 H30.3.7 福祉輸送限定

合同会社なないろケア 6250003001733 美祢市 H30.3.12

当該届出前の
事業計画にお
ける事業用自
動車（特殊車
両）に係る業
務の範囲は、
福祉輸送限定
とし、営業区域
は山口県とす
る。

皆生タクシー株式会社 6270001003184 米子交通圏 H30.3.29 営業区域拡大

株式会社港タクシー 3270001004210 米子交通圏 H30.3.29 営業区域拡大

事業者名 法人番号 営業区域 認可年月日 備考

株式会社ＮＩＳＩＫＩタクシー 2240001043732 広島交通圏 H30.3.27
標準運送約款
から変更

◎一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画変更について、次のとおり処分した。

◎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。

営業所の名称・位置

広島営業所
広島県安芸高田市高宮町川根２８０１

本社営業所
山口県美祢市伊佐町伊佐２０８５番地６

角盤町営業所
鳥取県米子市角盤町２丁目３番地

米子営業所
鳥取県米子市角盤町２丁目３番地

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3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

株式会社成広タクシー （岡山県岡山市）
法人番号：1260001007463

株式会社エスアールティー（岡山県岡山市）
法人番号：4260001000779

有限会社黒瀬タクシー（広島県東広島市）
法人番号：1240002027537

株式会社東広島ＴＡＸＩ（広島県東広島市）
法人番号：2240002028930

共進通商株式会社（広島県竹原市）
法人番号：6240001037219

株式会社千田（広島県竹原市）
法人番号：7240001037259

太陽タクシー株式会社（広島県広島市）
法人番号：8240001006163

有限会社中野タクシー（広島県広島市）
法人番号：224000201795

ひまわり交通株式会社（広島県呉市）
法人番号：3240001027569

株式会社港自動車（広島県呉市）
法人番号：6240001027434

主たる事務所の位置

広島県広島市



事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

有限会社厚東タクシー 4250002004664

宇部市（平成１
６年１１月１日
編入の旧厚狭
郡楠町の区域
を除く）

H30.3.25

特定非営利活動法人ぽでーる 4240005006650 広島県 H30.3.31

菅　萬博 広島交通圏 H30.3.30 一人一車制

須本　一 広島交通圏 H30.3.31 一人一車制

河合　富夫 広島交通圏 H30.3.30 一人一車制

柳橋　信六 広島交通圏 H30.3.30 一人一車制

須田　和己 岡山市 H30.3.31 一人一車制

大原　忠彦 呉市A H30.3.31 一人一車制

合同会社ニチラク 6250003000446 山口県 H30.3.31 福祉輸送限定

事業者名 法人番号 営業区域 死亡年月日 備考

梶原　重徳 広島交通圏 H30.3.17 一人一車制

事業者住所

広島県広島市

事業者住所

岡山県岡山市

山口県宇部市

◎一般乗用旅客自動車運送事業の死亡届を受理した。

広島県広島市

広島県呉市

山口県宇部市

広島県呉市

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廃止届を受理した。



◎　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

株式会社マイロード 2240001046223 藤嶋　崇史 広島県安芸高田市八千代町上根27-2 0826-52-4156 5 H30.3.28 一般

株式会社　ＲＣヨコタ 7260001016748 横田　健二 岡山県倉敷市中庄2217-1国木田ヴｨﾗ101号室 086-463-3300 5 H30.3.8 一般

宝翔運送株式会社 6270001007359 前田　真司 鳥取県鳥取市河原町鮎ヶ丘1136番 0857-21-6416 5 H30.3.13 一般

株式会社サン石油 4240001025951 銭村　彰太郎 広島県呉市本通6丁目1-17 0823-23-5777 5 H30.3.7 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

5240002035362 7240002028331 H30.3.30

H30.3.30

5260002029809 H30.3.30

H30.3.30

9240001036300 1240001036290 H30.3.16

H30.3.16

9240001040847 H30.3.30

H30.3.30

備考
旧事業者

所在地

新事業者

所在地
認可年月日

合併  利用有

譲渡譲受

譲渡譲受

譲渡譲受  利用有

有限会社　笠岡組 有限会社　古井産業

広島県広島県

麒麟運輸株式会社 麒麟倉庫株式会社

広島県 広島県

有限会社　竹内造園竹内　啓晃

岡山県 岡山県

広島県 広島県

宇野　富雄 株式会社　報恩舎



◎　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

流通ダイエット株式会社 4260001031089 岡山県倉敷市堀南704番地の5 H30.3.8 利用登録

株式会社　Ｍ・Ｋコーポレー
ション

7260001031549 岡山県倉敷市酒津2547番地6 H30.3.23 利用登録

宇部物流サービス　株式会社 8250001003060 山口県宇部市大字小串1978-10 H30.3.23 利用登録

真庭市 7000020232143 岡山県真庭市久世2927番地2 H30.3.16 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

有限会社友和運輸 2280002008813 島根県浜田市金城町七条ﾊ1番地15 H30.2.28 一般（利用有） 一般 有

リヴソル物流株式会社 9260001031200 岡山県倉敷市東塚3-11-12 H30.2.26 利用運送事業 利用 -

有限会社　秋山運送 2260002000292 岡山県岡山市中区土田1527-9 H30.2.28 一般（利用無） 一般 無

協和キリンプラス株式会社 1010001050380 東京都中野区本町二丁目46番1 H29.12.31 利用運送事業 利用 -

コア・ネットワーク協同組合 6240005008926 広島県福山市緑陽町2丁目24番10号 H30.3.7 利用運送事業 利用 -

株式会社　大成ライン 7260001026128 岡山県倉敷市中島1770-6 H30.2.20 利用運送事業 利用 -

有限会社　美作資材運送 9260002029490 岡山県津山市小原494-8 H30.2.28 一般（利用有） 一般 有

株式会社　サン石油 4240001025951 広島県呉市本通6丁目1-17 H30.3.14 特定（利用無） 特定 無

株式会社　坂藤建設 5260001019785 岡山県津山市横山1250番地の1 H30.3.22 一般（利用無） 一般 無

田川運送有限会社 不明 広島県福山市箕島町43番地の2 H30.3.19 一般（利用無） 一般 無


