
申請者 有限会社カオル交通（法人番号　9240002022613 ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県広島市安佐北区亀山五丁目6番地先 広島県広島市安佐北区亀山五丁目6番地先　他 8.6
運行系統 アルゾ前～船山第2・沖野内科前・安佐北区役所前～アルゾ前　他1系統
許可年月日 平成30年5月8日
備考 新規許可

申請者 有限会社石田タクシー(法人番号　1240002031373　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県庄原市本村町７６９-４先 広島県庄原市本村町１０７１先　他 81.57
運行系統 後迫線、高茂線、野谷線、実留線
許可年月日 平成30年5月30日
備考 新規許可

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 鳥取県米子市大篠津１４９６番地先 鳥取県境港市小篠津２２５８番地先 7
運行系統 美保基地航空祭シャトルバス
認可年月日 平成30年5月15日
備考 美保基地航空祭シャトルバス新設に伴う路線認可

申請者 人丸タクシー株式会社(法人番号　1250001008207　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 粟野地区
認可年月日 平成30年5月21日
備考 粟野地区コミュニティタクシー　営業区域廃止

申請者 広島交通株式会社(法人番号　7240001009175　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県広島市安佐北区可部町大字今井田８５番１地先 広島県広島市安佐北区可部町大字今井田２３８番１地先 0.81
運行系統 柳瀬線
認可年月日 平成30年5月23日
備考 一般県道宇津可部線の道路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 広島県広島市佐伯区湯来町大字葛原３５０ 広島県広島市佐伯区湯来町大字伏谷１５６－１ 0.86
運行系統 湯木線
認可年月日 平成30年5月29日
備考 新道開設に伴う経路変更

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事業計画変更について次のとおり認可した



  

一般貸切旅客自動車運送事業について次の通り許可した 

 

 

申請者    株式会社和気観光サービス（法人番号  5260001031716 ） 

営業区域   岡山県 

営業所の位置 岡山県和気郡和気町吉田９７０番１ 

車両数    ７両（内訳：大型３両 中型２両 小型２両） 

許可年月日  平成３０年５月２４日 



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

株式会社和気観光サービス 法人番号:5260001031716 岡山県
本店営業所
岡山県和気郡和気町吉田９７０
番１

3両 H30.5.1 福祉輸送限定

橋本　靖臣 広島県
本社営業所広島県安芸郡府
中町鶴江一丁目１５番１４号

1両 H30.5.15 福祉輸送限定

上戸　浩二 岡山県
介護タクシー　うえんど　営業
所岡山県倉敷市玉島柏島６２４
７－４

1両 H30.5.23 福祉輸送限定

事業者名 法人番号
新設

営業区域
認可年月日 備考

青空交通有限会社 8270002008619

米子交通圏
鳥取県・安来
市（福祉輸送
サービスに限

H30.5.18 営業区域の拡大

岡山交通株式会社 9260001000972 岡山市 H30.5.30 営業区域の拡大

総社両備タクシー株式会社 7260001015948 総社市 H30.5.30 営業区域の拡大

事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

森本　保次 岡山市 H30.5.25 一人一車制

田内　勝 福山交通圏 H30.5.31 一人一車制

石黒　潔 福山交通圏 H30.5.18 一人一車制

木本　静人 広島交通圏 広島県広島市 H30.5.31 一人一車制

事業者名 法人番号 営業区域 死亡年月日 備考

住本　多喜男 広島交通圏 H30.4.14 一人一車制

広島県福山市

◎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

豊成営業所
岡山県岡山市南区豊成１丁目２８５番地２
他３営業所

本社営業所
岡山県総社市井尻野字野宮７１４番地２

◎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

岡山県岡山市

広島県福山市

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5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

本社営業所
鳥取県米子市米原５丁目７１５番地２



◎　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

有限会社　ＮＹ・ＬＩＮＥ 8240002036201 西村　貴志 広島県呉市長ﾉ木町9番1号 0823-25-1650 5 H30.5.30 一般

株式会社　シンヨー運輸 9240001049806 小早川　賢 広島県廿日市市宮内工業団地1番9号 未設定 5 H30.5.7 一般

保手濱建設株式会社 4240001037352 保手濱　圭祐 広島県竹原市下野町1397番地の3 0846-22-0760 5 H30.5.25 一般

有限会社　山陰ボデー 1250002013123 西村　隆男 山口県萩市大字椿東3179番地の1 0838-22-5827 5 H30.5.30 一般

株式会社　エフズライン 8270001007415 舩越　亮則 鳥取県米子市淀江町今津110-1 0859-21-1750 5 H30.5.30 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

5270001005058 3270001000564 H30.5.31

H30.5.31

7240001052299 H30.5.30

H30.5.30

大関　薫 株式会社栄林商会

広島県 広島県
譲渡譲受

譲渡譲受
中央タクシー株式会社 日本交通株式会社

鳥取県

備考
旧事業者

所在地

新事業者

所在地
認可年月日

鳥取県



◎　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　山翔 4240001052491
広島県広島市安佐北区口田１－１７－１８－
２０３

H30.5.18 利用登録

中濱　英則
岡山県浅口郡里庄町大字新庄グリーンクレス
ト８番地１１

H30.5.10 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

種本建設工業　株式会社 8240001031310 広島県福山市西新涯町1丁目6番8号 H30.4.30 一般（利用無） 一般 無

飛岡運輸　株式会社 9260001005492 岡山市東区西大寺南2丁目8番10号 H29.3.31 一般（利用無） 一般 無


