
申請者 浅口タクシー株式会社(法人番号　8260001012449　）
運行の態様 路線定期・路線不定期 キロ程
路線 岡山県倉敷市船穂町船穂２６３６番２ 岡山県倉敷市船穂町船穂２６３６番２　他 0.7
運行系統 船穂地区コミュニティタクシー
認可年月日 平成30年6月8日
備考 船穂農協及びエブリイ西阿知店乗り入れに伴う路線延長

申請者 株式会社ささき観光(法人番号　9240001016533　）
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 湯木町内路線バス
認可年月日 平成30年6月13日
備考 新道開設に伴う経路変更

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 鳥取県鳥取市湖山町北４丁目３２８先 鳥取県鳥取市賀露町西３丁目３２３先 1.55
運行系統 鳥取砂丘コナン空港周遊バス
認可年月日 平成30年6月13日
備考 県道鳥取空港賀露線開通に伴う経路変更

申請者 有限会社やまとタクシー（法人番号　1240002037791　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 大竹市御園台地区
認可年月日 平成30年6月19日
備考 営業区域新設

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 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１１６０-１先 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１１６０-１先 0.05
運行系統 日吉津線
認可年月日 平成30年6月22日
備考 「イオン東館」停留所移設に伴う経路変更

申請者 日本交通株式会社（法人番号　3270001000564　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１１６０-１先 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１１６０-１先 0.05
運行系統 皆生線
認可年月日 平成30年6月22日
備考 「イオン東館」停留所移設に伴う経路変更

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 島根県出雲市三刀屋町伊萱７１５番地３先 島根県出雲市三刀屋町伊萱３７５２番地４先 0.8
運行系統 三刀屋出雲廃止路線代替バス
認可年月日 平成30年6月27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

合同会社ケア・悠 5250003002237 山口県
ケアタクシー悠　営業所山口
県美祢市伊佐町伊佐５６３２
番１地

1両 H30.6.1 福祉輸送限定

玉井　義尚 広島県
本店営業所
広島県安芸郡坂町坂東１丁目
１５番２２号

1両 H30.6.21 福祉輸送限定

灰田　幸一郎 広島県
本店営業所
広島県広島市南区仁保三丁
目９－５

1両 H30.6.22 福祉輸送限定

湯淺　逹美 広島県
本店営業所
広島県広島市安佐南区祇園
八丁目１４－４５

1両 H30.6.22 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

有限会社ツルヤタクシー 9260002031430 瀬戸内市 H30.6.7 営業区域の変更

株式会社あやとり 1140001077832 岡山県 H30.6.18
美作営業所
新設に伴う
営業区域拡大

認可年月日 備考

H30.6.12 全部譲渡

H30.6.26 一人一車制

事業者名 法人番号 営業区域 認可年月日 備考

福助タクシー株式会社 3240001010260 広島交通圏 H30.6.5
標準運送約款
から変更

グリーンタクシー株式会社 8240001030436 福山交通圏 H30.6.5
標準運送約款
から変更

アサヒタクシー株式会社 6240001029736 福山交通圏 H30.6.5
標準運送約款
から変更

有限会社やぐちタクシー 1240002016947 広島交通圏 H30.6.5
標準運送約款
から変更

ニコニコ観光株式会社 1240001031564

福山市、深安郡神辺町、
府中市及び芦品郡、神石
郡三和町（昭和３４年７月１
日付編入の旧芦品郡藤尾
村の一部の区域に限る）

H30.6.5
標準運送約款
から変更

中国タクシー株式会社 5240001006728 広島交通圏 H30.6.5
標準運送約款
から変更

祇園交通株式会社 9240001017572 広島交通圏 H30.6.7
標準運送約款
から変更

株式会社ささき観光 9240001016533
広島交通圏
佐伯交通圏

H30.6.19
標準運送約款
から変更

湯田都タクシー株式会社 1250001000840
山口交通圏
防府市

H30.6.21
標準運送約款
から変更

丸三タクシー株式会社 7240001011189 広島交通圏 H30.6.22
標準運送約款
から変更

有限会社胡タクシー 3240002002471 広島交通圏 H30.6.22
標準運送約款
から変更

有限会社広三自動車 5240002013962 広島交通圏 H30.6.22
標準運送約款
から変更

鯉城交通株式会社 5240001018120 広島交通圏 H30.6.26
標準運送約款
から変更

鯉城タクシー株式会社 1240001012572 広島交通圏 H30.6.26
標準運送約款
から変更

株式会社三矢タクシー 9240001041275 広島交通圏 H30.6.28
標準運送約款
から変更

事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

仁井本　泰雄 呉市Ａ 広島県呉市 H30.6.30 一人一車制

藤井　一誠 広島交通圏 H30.6.17 一人一車制

木村　清 安芸Ｃ H30.6.30

◎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

事業者住所

広島県広島市

広島県呉市

広島県広島市中区舟入本町２－１７

広島県福山市南手城町２丁目２７－７

広島県福山市新涯町２丁目２０－１１

広島県広島市安佐北区亀崎２丁目１９－
１

広島県福山市南本庄３丁目５－２４

広島県広島市東区牛田新町３丁目１－３
２

広島県広島市安佐南区山本３丁目８－１
４

広島県広島市中区江波東１丁目１２－１６
－３

◎一般乗用旅客自動車運送事業の廃止届を受理した。

仁井　孝則（岡山県倉敷市） 西原　隆（岡山県倉敷市）

株式会社広島観光（広島県広島市中区）
法人番号：5240001019044

株式会社三矢タクシー（広島県広島市中区）
法人番号：9240001041275

広島県広島市西区南観音町１６－２

広島県広島市佐伯区湯来町１２５－１

広島県広島市南区出島２丁目２１－８

広島県広島市南区出島２丁目２１－８

広島県広島市南区出島２丁目２１－８

広島県広島市西区南観音町１６－２

山口県山口市神田町２番１６号

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6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

◎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
岡山県瀬戸内市邑久町尾張１９０番地８

美作営業所岡山県美作市岩辺４２５－４



◎　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　圓山組 4270002004893 圓山　賢治 鳥取県鳥取市福部町高江45番地2 0857-38-1177 5 H30.6.11 一般

山根　眞 鳥取県鳥取市田島360番地1 090-8999-7423 5 H30.6.12 一般

合同会社　西村工業 5270001004852 西村　賢 鳥取県鳥取市南栄町33番21号 0857-30-5825 5 H30.6.1 一般

新日本サービス株式会社 4240001024697 中野　修三 広島県安芸高田市八千代町下根516番地 0826-52-3898 5 H30.6.28 一般

岡山丸進運輸株式会社 8260001030574 半田　祐也 岡山県笠岡市東大戸996-1 086-562-0520 5 H30.6.19 一般

株式会社　ＫＵＲＹＵ 2280001007592 竹野内　貢 島根県益田市遠田町87番地6 0856-27-0188 5 H30.6.28 一般

亀田農園株式会社 8240001037555 亀田　英壮 広島県豊田郡大崎上島町中野3518番地8 0846-67-5015 1 H30.6.20 一般

株式会社　オカモト 5240001052689 岡本　俊克 広島県廿日市市地御前5丁目16番24号-2 0829-30-3330 5 H30.6.14 一般



◎　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

合資会社　第弐商会 9280003000440 島根県松江市東朝日町１９８番地１ H30.6.19 利用登録

株式会社　ネクストステージ 2260001027989 岡山県赤磐市和田１７０－８ H30.6.11 利用登録

光輝　株式会社 1260001009682 岡山県岡山市南区大福１２０３番地７ H30.6.20 利用登録

大日テクノサービス株式会社 7250001014216 山口県防府市大字浜方１００番地の１ H30.6.7 利用登録

株式会社コネクト 7240001052753 広島県福山市東川口町５丁目１７番２７号 H30.6.18 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

有限会社　竹内造園 5260002029809 岡山県津山市勝部1342 H30.3.30 利用運送事業 利用 -

株式会社　S．K．M 1280001004772 島根県江津市和木町1136番地35 H30.6.1 霊柩（利用無） 霊柩 無

美保丸運送　有限会社 4280002011014 島根県隠岐郡隠岐の島町中村1542-4 H30.5.25 一般（利用有） 一般 有

有限会社　山内重機 4270002011064 鳥取県倉吉市鴨河内1754-4 H30.6.1 一般（利用無） 一般 無

有限会社　いちば 2240002037064 広島県廿日市市吉和20番地の6 H30.3.31 一般（利用無） 一般 無

徳毛　公恵 広島県福山市花園町2丁目6-7 H30.5.8 利用運送事業 利用 -

有限会社　瀬戸内通商 8240002024809 広島県広島市安芸区中野3丁目56番9-8号 H30.6.12 一般（利用有） 一般 有


