
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 岡山県岡山市北区問屋町２３-１０１先 岡山県岡山市北区中仙道５７-１０１先　他 0.3
運行系統 天満屋～岡山駅～北長瀬駅　他
認可年月日 平成31年1月9日
備考 ショッピングモール「問屋町テラス」近辺における渋滞回避を目的とした経路変更

申請者 株式会社日の丸タクシー（法人番号　7260001014553　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 真備地区コミュニティタクシー
認可年月日 平成31年1月15日
備考 営業区域拡大

申請者 安浦交通株式会社（法人番号　8240001026946　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県呉市安浦町内海南４丁目４番７号 広島県呉市安浦町内海南４丁目４番７号 0.1
運行系統 安浦地区生活バス
認可年月日 平成31年1月15日
備考 藤三安浦ショッピングセンター構内乗り入れに伴う路線延長

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 玉川ふれあいタクシー・福地乗合タクシー
認可年月日 平成31年1月28日
備考 営業区域廃止

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小串７-１６９先 山口県下関市豊浦町大字小串７-１６８先　他 0.3
運行系統 豊浦循環線・二見線
認可年月日 平成31年1月28日
備考 山口県済生会豊浦病院建て替えに伴う経路変更

申請者 柳井三和交通有限会社（法人番号　6250002019917　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 岩国錦帯橋空港乗合タクシー
認可年月日 平成31年1月30日
備考 営業区域廃止

申請者 株式会社大隅タクシー（法人番号　2250001000105 　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 山口宇部空港乗合タクシー
認可年月日 平成31年1月30日
備考 営業区域廃止

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



事業者名 法人番号 営業区域 認可年月日 備考

株式会社笠岡タクシー 7260001025609 笠岡市 H31.1.15
標準運送約款
から変更

認可年月日 備考

H31.1.10 一人一車制

H31.1.10 一人一車制

H31.1.17 一人一車制

H31.1.23 福祉輸送限定

H31.1.31 一部譲渡

事業者名 法人番号
営業区域（廃

止）
認可年月日 備考

平和タクシー株式会社 6260001005999 高梁市 H31.1.28
営業所廃止によ
り営業区域廃止

事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

山根　幹雄 広島交通圏 H31.1.15 一人一車制

辻　勝正 広島交通圏 H31.1.31 一人一車制

井上　勝弘 苫田郡 H31.1.25

篠原　輝昭 岩国交通圏 H31.1.31 一人一車制

山本　光昭 広島交通圏 H31.1.31 一人一車制

◎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。

岡山県笠岡市

主たる事務所の位置

広島県広島市

蒔元　義孝（広島県広島市）

上戸　和歌子（岡山県倉敷市）

株式会社東広島タクシー（広島県東広島市）
法人番号：3420001022636

田中　佳昭（広島県広島市）

上戸　浩二（岡山県倉敷市）

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

◎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（廃止）

高梁営業所
岡山県高梁市松山字南町後１３３９－７

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31年1月分）

◎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

荒瀨　隆通（広島県広島市）

中祖　末三（広島県広島市） 星野　薫（広島県安芸郡府中町）

山口　博（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。

事業者住所

岡山県苫田郡

山口県岩国市

広島県広島市



事業者名 法人番号 営業区域 死亡年月日 備考

秋元　哲夫 広島交通圏 H30.12.24 一人一車制

河村　健一 広島交通圏 H31.1.3 一人一車制

栗原　哲夫 広島交通圏 H31.1.18 一人一車制

◎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

広島県広島市

広島県広島市



◎　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

株式会社芦川運送 4270001007658 芦川　英明 鳥取県鳥取市青谷町栄町387番地23 0857-85-1156 7 H31.1.30 一般

株式会社 吉田水産運輸 7270001007580 吉田　哲三 鳥取県岩美郡岩美町浦富1048-27 0857-73-1580 5 H31.1.22 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

1260001032552

5280002007102 6280001003670

3260001029547

4240003002775 5240001049917

譲渡譲受

譲渡譲受

譲渡譲受

譲渡譲受

譲渡譲受H31.1.30

H31.1.28

H31.1.7

H31.1.25

H31.1.28

岡山県 岡山県

あんしん合同会社
ネクストイノベーション株式

会社

広島県 広島県

村上　周二 中村　博之

鳥取県 鳥取県

有限会社グロース産業 株式会社日野組

島根県 島根県

鈴木　哲平 株式会社　鈴木運送

岡山県 岡山県

田中　剛 昭成建材株式会社

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

株式会社　中野運送 1250001012654 山口県熊毛郡平生町大字曽根408番地 H30.12.31 一般（利用有） 一般 有

エース商事　有限会社 5280002005238 島根県出雲市知井宮町362番地 H31.1.16 特定（利用無） 特定 無

矢庭商事　有限会社 8260002027405 岡山県新見市大佐田治部1422番地 H30.12.30 一般（利用有） 一般 有

株式会社　新英光物流 4260001024191 岡山県岡山市中区平井6丁目5番19号 H30.12.31 一般（利用無） 一般 無

有限会社　漢・ＭＡＳＡＹＯＳＨＩ 8240002025360 広島県安佐北区安佐町小河内857番地3 H30.12.31 一般（利用有） 一般 有



◎　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

大月　義規 岡山県総社市井手１１５０－６ H31.1.8 利用登録

株式会社ＴＮトランス 9240001053428 広島県福山市加茂町字八軒屋１１５番地１ H31.1.8 利用登録

三紀トランスポート株式会社 5120901040656 大阪府吹田市江坂町５丁目２０番３号 H31.1.21 利用登録


