
申請者 中鉄バス株式会社(法人番号　6260001004381　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 岡山県加賀郡吉備中央町尾原１５３８－１先 岡山県加賀郡吉備中央町尾原６０５－１先 0.4
運行系統 井原杉谷線
認可年月日 平成30年8月6日
備考 安全性向上を目的とした経路変更

申請者 中鉄バス株式会社(法人番号　6260001004381　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 岡山県岡山市北区楢津７２３－１先 岡山県岡山市北区楢津７５９－３先　他 0.6
運行系統 矢坂リサーチ線
認可年月日 平成30年8月6日
備考 矢坂リサーチ線新設に伴う路線延長

申請者 株式会社中国バス(法人番号　1240001034773　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県三次市三良坂町岡田７１番地先 広島県三次市三良坂町三良坂４６８番地先　他 27.4
運行系統 三次～福山線
認可年月日 平成30年8月9日
備考 三次～福山線新設に伴う路線延長

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 山口県下関市豊浦町大字川棚字鳥越７７４６－１先 山口県下関市豊浦町大字川棚字小森７７８７－１先 0.2
運行系統 松谷循環線
認可年月日 平成30年8月23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ASHITABA 8260003001953 岡山県
本店営業所
岡山県井原市井原町３１８－１
石井ビル２０１

1両 H30.8.2 福祉輸送限定

藤原　弥 広島県
八木営業所
広島県広島市安佐南区八木９
丁目９番５０－１１号３０５号

1両 H30.8.3 福祉輸送限定

瀬戸内電氣工業株式会社 9240001038214 広島県
本店営業所
広島県尾道市因島土生町１０４
２－１

2両 H30.8.3 福祉輸送限定

香川　一彦 広島県
福祉タクシーカガワ
広島県東広島市八本松東２丁
目１２－９

1両 H30.8.6 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

東和交通株式会社 2240001031456 福山交通圏 H30.8.10
標準運送約款
から変更

認可年月日 備考

H30.8.21 全部譲渡

法人番号 営業区域 認可年月日 備考

広島交通圏 H30.8.3 一人一車制

事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

木野本　和俊 広島交通圏 H30.8.24 一人一車制

有限会社カネフジ介護センター 5250002007162 山口県 H30.8.31 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8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

本社営業所
広島県福山市引野町南２丁目１番２号

山口県山陽小野田市

有限会社スカイタクシー（広島県広島市）
法人番号：7240002023613

株式会社UNIVERSAL TAXI JAPAN（広島県広島市）
法人番号：4240001052236

事業者住所

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。

申請者の氏名又は名称及び住所

錦河　誠治（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変更認可申請につ
いて、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次のとおり認可した。



運送者名 法人番号 運送の種別 運送の区域 抹消年月日 備考

特定非営利活動法人
虹のかけ橋

5250005005502 福祉有償運送 光市全域（離島は除く） H30.8.30

自家用有償旅客運送の登録抹消について

（平成30年8月分）

◎自家用有償旅客運送者の登録を次のとおり抹消した。



◎　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

池上　広幸 池上　広幸
広島県福山市神辺町大字川北字三日市北側513
番地

090-3635-3593 5 H30.8.30 一般

株式会社　SKライン中四国 4240001052319 三井　明 広島県広島市西区草津港1丁目7番1号 082-277-9581 5 H30.8.9 一般

株式会社　クルマックス 7240001021774 車田　和美 広島県広島市安佐南区緑井6丁目4-15 082-879-3636 5 H30.8.9 一般

有限会社　ガレージスリック 4240002028805 城藪　将太 広島県東広島市福富町上戸野2499-1 082-435-3383 5 H30.8.6 一般

テクノ環境開発株式会社 9240001035822 藤井　講志 岡山県笠岡市金浦50番地5 0865-69-6177 5 H30.8.27 一般

環境プラント工業株式会社 9270001003198 河本　剛 鳥取県米子市淀江町小波441番地 0859-56-6190 5 H30.8.7 一般

株式会社　中根運送 4260001032087 中根　哲也 岡山県倉敷市中島1836番地25 086-486-5475 5 H30.8.7 一般

株式会社　エビス販売 2240001046446 佐々木　大輔 広島県広島市西区南観音6丁目9番3号 082-942-5588 5 H30.8.27 一般

株式会社　マルサン藤原 8270001007373 藤原　敏生 鳥取県八頭郡智頭町大字中原295番地 0858-75-0229 5 H30.8.21 一般

株式会社　ＫＳ興業 8280001007752 板持　毅 島根県出雲市斐川町直江5087番地2 0852-69-2564 5 H30.8.2 一般

株式会社　翠蓮 2240001052221 佐伯　明彦 広島県広島市中区吉島東一丁目20番19号 082-545-5810 1 H30.8.9 霊柩

中国通運岡山株式会社 2240001051611 小坂　政司 広島県竹原市西野町2102番地 0846-29-1270 5 H30.8.28 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

5240001040702 H30.8.20

H30.8.20

3260002023045 2260001014302 H30.8.1

H30.8.1

9240001044427 8240002036416 H30.8.6

H30.8.6

H30.8.1

H30.8.1

9240001006559 1240001003092 H30.8.8

H30.8.8

備考
旧事業者

所在地

新事業者

所在地
認可年月日

松生工業株式会社 森岡　賢二

合併  利用有

譲渡譲受  利用有
広島県 広島県

小林　直樹 小林　新ノ介
相続

広島県 広島県

鳥取県鳥取県

有限会社並松運送 株式会社並松商会

城南運輸株式会社 有限会社英伸建設

岡山県 岡山県

譲渡譲受

中國高速乳配株式会社 芸北急送株式会社
合併  利用有

広島県 広島県



◎　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　松永砂利店 6250002010990 山口県下関市大字石原19番 H30.7.31 一般（利用有） 一般 有

有限会社　信長興業 2260002026024 岡山県小田郡矢掛町浅海2851番地の1 H30.8.1 一般（利用無） 一般 無

有限会社　西岡運輸 3260002020240 岡山県倉敷市福島656 H30.7.31 一般（利用無） 一般 無

岩藤運輸株式会社 6260001020726 岡山県美作市立石98番地1 H30.7.31 一般（利用無） 一般 無

第一運送　有限会社 2240002050934 広島県尾道市新浜1丁目12番15号 H30.7.31 一般（利用無） 一般 無

有限会社　石田運送 7240002053890 広島県三原市南方1丁目9-33 H30.8.6 特定（利用無） 特定 無


