
申請者 株式会社中国交通（法人番号　8240001039155　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 広島県尾道市御調町
許可年月日 平成30年9月13日
備考 新規許可

申請者 有限会社久井交通（法人番号　5240002054486　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 広島県三原市八幡町・尾道市御調町
許可年月日 平成30年9月13日
備考 新規許可

申請者 大島観光タクシー株式会社(法人番号　6250001012773　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県大島郡周防大島町大字小松１４０５番地先 山口県大島郡周防大島町大字小松１０９１番地先　他 0.88
運行系統 奥畑線
認可年月日 平成30年9月6日
備考 道路工事に伴う迂回経路新設

申請者 防長交通株式会社(法人番号　3250001009252　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県大島郡周防大島町大字小松１４０５番地先 山口県大島郡周防大島町大字小松１０９１番地先　他 0.88
運行系統 大畠駅～沖浦～町立橘病院線
認可年月日 平成30年9月6日
備考 道路工事に伴う迂回経路新設

申請者 防長交通株式会社(法人番号　3250001009252　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県周南市湯野８６７-８先 山口県周南市湯野１３５５ 0.33
運行系統 徳山駅前～柚木河内線
認可年月日 平成30年9月12日
備考 柚木河内停留所付近における経路変更

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 鳥取県鳥取市覚寺４６－３先 鳥取県鳥取市福部町湯山先　他 11.9
運行系統 岩井線
認可年月日 平成30年9月12日
備考 駟馳山バイパス・岩美道路への乗せ替え及び快速便新設に伴う路線認可

申請者 周南近鉄タクシー株式会社(法人番号　6250001008912　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 周南市～岩国錦帯橋空港、下松市～岩国錦帯橋空港
認可年月日 平成30年9月19日
備考 営業区域廃止

申請者 有限会社総合企画コーポレーション(法人番号　7240002029783　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 芸北区域
認可年月日 平成30年9月25日
備考 営業区域変更

申請者 有限会社豊平交通(法人番号　6240002029644 　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 北広島町豊平区域
認可年月日 平成30年9月25日
備考 営業区域変更

申請者 有限会社大朝交通(法人番号　2240002029631 　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 大朝地区
認可年月日 平成30年9月25日
備考 営業区域変更

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

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 有限会社浜田屋(法人番号　6240002029660 　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 大朝地区
認可年月日 平成30年9月25日
備考 営業区域変更

申請者 有限会社カープタクシー（法人番号　8240002003671　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県広島市南区北大河町２０番地２地先 広島県広島市南区西本浦町１３番地１地先 0.1
運行系統 黄金山地区乗合タクシー
認可年月日 平成30年9月25日
備考 経路変更

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 花野エリア（井原駅への区間に限る）
認可年月日 平成30年9月25日
備考 営業区域新設

申請者 岡山電気軌道株式会社（法人番号　6260001001189　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 岡山県岡山市中区浜２丁目１-３２先 岡山県岡山市中区浜２丁目１-３２ 0.02
運行系統 岡山駅～後楽園前～蓬莱橋・夢二郷土美術館前
認可年月日 平成30年9月25日
備考 夢二郷土美術館への乗り入れに伴う路線認可

申請者 有限会社総合企画コーポレーション（法人番号　7240002029783　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県山県郡北広島町有田１１３０番地１先 広島県山県郡北広島町有田字塚之本１０６９番地１先　他 1.5
運行系統 千代田芸北・金城線
認可年月日 平成30年9月25日
備考 北広島病院までの路線延長

申請者 有限会社大朝交通（法人番号　2240002029631　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県山県郡北広島町大朝２５２９番地１先 広島県山県郡北広島町大朝２５２６番地４先 0.06
運行系統 美和線
認可年月日 平成30年9月28日
備考 大朝駅前における経路変更

申請者 宇部市交通局
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県山口市嘉川４３２８-３番地先 山口県山口市嘉川４６４９番地先 0.2
運行系統 宇部市生活交通バス
認可年月日 平成30年9月28日
備考 日中便のデマンド運行化に伴う路線認可

申請者 宇部市交通局
運行の態様 区域運行
営業の区域 宇部市小野校区～嘉川駅周辺
認可年月日 平成30年9月28日
備考 営業区域新設

申請者 有限会社スサノオ観光（法人番号　5280002006748　）
運行の態様 路線不定期 キロ程
路線 島根県出雲市佐田町佐津目４１５先 島根県出雲市佐田町一窪田１２９４－７先　他 10.5
運行系統 佐田生活福祉バス佐津目線
認可年月日 平成30年9月28日
備考 運行態様を路線定期から路線不定期へ変更

申請者 有限会社中野タクシー（法人番号　2240002011795 ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県広島市安芸区中野東3丁目１３８４-５４番地先　 広島県広島市安芸区中野東５丁目５１８６番地１地先　他 1.87
運行系統 中野・中野東地区乗合タクシー
認可年月日 平成30年9月28日
備考 運行経路変更



申請者 有限会社竹内タクシー（法人番号　2260002015002 　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 是里・黒本地区～佐伯診療所　他３区域
認可年月日 平成30年9月28日
備考 既認可区域外への運送区間設定

申請者 有限会社荒嶋建設(法人番号　4260002014951　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 西勢実、小鎌、石上、中畑、広戸、仁堀西、仁堀中地区～佐伯北診療所　他１区域
認可年月日 平成30年9月28日
備考 既認可区域外への運送区間設定

申請者 有限会社皿井タクシー(法人番号　5260002011279　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 岡山県赤磐市上仁保７２０番地先 岡山県赤磐市下仁保１４９２番地先　他 3.5
運行系統 赤磐市民バス(西山・高陽南線、笹岡線、北佐古田線）
認可年月日 平成30年9月28日
備考 路線延長



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

日高　鉄 広島県
本店営業所広島県呉市焼山
本庄４丁目８番１０号

1両 H30.9.6 福祉輸送限定

株式会社こもれび 5240001045008 広島県
ケアタクシーこもれび
広島県広島市安芸区船越１丁
目１５番１２号

1両 H30.9.10 福祉輸送限定

大誠産業株式会社 5260001017095 岡山県
まこと介護タクシー岡山県倉敷
市笹沖７１４－５番地

1両 H30.9.13 福祉輸送限定

株式会社恵風 9280001006844 島根県
まる介護タクシー
島根県益田市津田町1165番
地内１

1両 H30.9.28 福祉輸送限定

認可年月日 備考

H30.9.6 全部譲渡

H30.9.6 一人一車制

H30.9.6 一人一車制

H30.9.6 一人一車制

H30.9.6 一人一車制

H30.9.6 一人一車制

H30.9.6 一人一車制

H30.9.6 一人一車制

事業者名 法人番号 営業区域 認可年月日 備考

旭交通株式会社 1260001012406
倉敷交通圏、
岡山県（福祉輸
送事業に限る）

H30.9.19
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

大塚　和宏 岡山県 H30.9.1 福祉輸送限定

三村　祐康 岡山市 岡山県岡山市 H30.9.10 一人一車制

土佐　信男 呉市Ａ 広島県呉市 H30.9.30 一人一車制

和田　幸雄 下関市 山口県下関市 H30.9.30 一人一車制

田中　義博 広島交通圏 H30.9.28 一人一車制

藤原　孝彦（岡山県岡山市） 田淵　浩二（岡山県岡山市）

山村　文雄（広島県広島市） 藤本　卓史（広島県広島市）

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9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廃止届を受理した。

◎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
岡山県倉敷市新田２５３７－１

広島県広島市

事業者住所

岡山県瀬戸内市長船町磯上１７４２

快い福祉サービス合同会社（広島県東広島市）
法人番号：5240003003896

國好　純二（広島県広島市）

中塚　和雄（広島県広島市）

関本　勝（岡山県岡山市）

山口　俊雄（広島県東広島市）

中村　彰治（広島県広島市）

小関　幸夫（広島県広島市）

成定　陽一（広島県広島市）

山路　陽市（広島県広島市）

川上　賢治（広島県広島市）

森山　敬三（広島県広島市）

笠原　正弘（岡山県岡山市）



◎　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

スリーA物流株式会社 鎌田　雅彦 広島県広島市安佐南区伴西3丁目7番5号 090-2299-0409 5 H30.9.6 一般

六日市交通有限会社 8280002010656 村上　智孝 島根県鹿足郡吉賀町立河内125 0856-77-0077 3 H30.9.11 一般

ｴｽﾜﾝﾗｲﾝ株式会社 3500001021347 壽川　洋 山口県下関市小月西の台1519-1 083-242-1075 10 H30.9.25 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

H30.9.19

H30.9.19

津川　晋一 高橋　敬和

広島県 広島県
譲渡譲受

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

岡山県真庭郡新庄村 岡山県真庭郡新庄村2008番地1 H30.9.5 一般（利用有） 一般 有

有限会社広運流通サービス 6240002025370 広島県広島市南区西蟹屋2-1-4 H30.9.20 一般（利用有） 一般 有

有限会社　小松原商店 7260002018149 岡山県倉敷市連島5丁目7番30号 H30.9.13 一般（利用無） 一般 無

株式会社　藤井組 2250001000658 山口県山口市陶3587番地1 H30.6.1 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

岡山県真庭郡新庄村 岡山県真庭郡新庄村２００８番地１ H30.9.4 利用登録

ＨＡＢＡＲＡ株式会社 4260001028993 岡山市北区今六丁目４番１２号１０３ H30.9.28 利用登録



◎　事業（貨物自動車運送事業・利用運送事業）承継の届出について、次のとおり受理した。

受理年月日
旧事業者 新事業者

承継年月日 備考

H30.9.21

所在地 所在地

吉田　哲三 株式会社　吉田水産運輸
特定貨物自動車運送事業

鳥取県岩美郡岩美町浦富１０４８－２７ 鳥取県岩美郡岩美町浦富１０４８番地２７
H30.8.21


