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一般乗合旅客自動車運送事業経営許可状況

一般貸切旅客自動車運送事業更新許可状況

許認可等事項

自動車交通部旅客第一課
申 請 者 許可年月日 運 行 系 統 又 は 運 行 区 間 備 考

株式会社平賀ハイヤー H30.3.27 （路線定期運行） 碇ヶ関平賀線

青森県平川市碇ヶ関久吉蕷ヶ平７１－１地先　から

同　県同　市碇ヶ関水溜１－１地先　まで (1.1km)

 代表取締役　葛西　幸夫 青森県平川市碇ヶ関水溜１－１地先　から

同　県同　市碇ヶ関久吉二ノ渡２２－６９地内　まで (0.2km)

青森県平川市碇ヶ関久吉二ノ渡２２－６９地内　から

同　県同　市碇ヶ関船岡３６－１地先　まで (0.4km)

青森県平川市碇ヶ関船岡３６－１地先　から

同　県同　市碇ヶ関１２７－１地先　まで (2.7km)

青森県平川市碇ヶ関１２７－１地先　から

同　県同　市碇ヶ関１４６－８地先　まで (0.1km)

青森県平川市碇ヶ関１４６－８地先　から

同　県同　市碇ヶ関１４６－７地先　まで (0.1km)

青森県平川市碇ヶ関１４６－７地先　から

同　県同　市碇ヶ関１４６－８地先　まで (0.1km)

青森県平川市碇ヶ関１４６－８地先　から

同　県同　市碇ヶ関１２７－１地先　まで (0.1km)

青森県平川市碇ヶ関１２７－１地先　から

同　県同　市碇ヶ関９６－３地先　まで (0.2km)

青森県平川市碇ヶ関９６－３地先　から

同　県同　市碇ヶ関三笠山１００地先　まで (0.2km)

青森県平川市碇ヶ関三笠山１００地先　から

同　県同　市碇ヶ関三笠山１０７－３地内　まで (0.3km)

青森県平川市碇ヶ関三笠山１０７－３地内　から

同　県同　市碇ヶ関湯向川添２９－１５地内　まで (0.4km)

青森県平川市碇ヶ関湯向川添２９－１５地内　から

同　県同　市碇ヶ関山神堂１２３番地１２地先　まで (0.2km)

青森県平川市碇ヶ関山神堂１２３番地１２地先　から

同　県同　市碇ヶ関山神堂１１９番地２地先　まで (0.3km)

青森県平川市碇ヶ関山神堂１１９番地２地先　から

同　県同　市碇ヶ関高田６－９地内　まで (0.1km)

青森県平川市碇ヶ関高田６－９地内　から

同　県同　市碇ヶ関山神堂１１９番地２地先　まで (0.1km)

青森県平川市碇ヶ関山神堂１１９番地２地先　から

同　県同　市碇ヶ関雷林６番地３地先　まで (0.3km)

青森県平川市碇ヶ関雷林６番地３地先　から

同　県同　市碇ヶ関鯨森１０２番地１地先　まで (0.3km)

青森県平川市碇ヶ関鯨森１０２番地１地先　から

同　県同　市碇ヶ関永野３８番地２９地先　まで (0.5km)

青森県平川市碇ヶ関永野３８番地２９地先　から

同　県同　市碇ヶ関古懸南不動野２番地１地内　まで (0.5km)

青森県平川市碇ヶ関古懸南不動野２番地１地内　から

同　県同　市碇ヶ関古懸安田１番地１地先　まで (0.7km)

◆一般乗合旅客自動車運送事業経営許可状況

　路　　　　線　　　　又　　　　は　　　　営　　　　業　　　　区　　　　域

（法人番号：
　９４２０００１０１００７１）

運輸開始までに、社
会保険等加入義務者
が社会保険等に加入
すること。
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自動車交通部貨物課

申請者 登録年月日 利用運送の区域又は区間 営業所の名称及び位置 備考

丸伊石材工業株式会社 本社営業所 東自貨

（法人番号 ３７０３０１００１１４３）

代表取締役　阿部　泰宜 宮城県石巻市成田字転石山１番地１ 第13号

菱倉建設株式会社 菱倉建設株式会社 東自貨

（法人番号 ４２０００１００６４３９）

代表取締役　荒谷　繁樹 青森県八戸市大字十日市字下谷地２２番地１ 第7号

株式会社forロジ 本社営業所 東自貨

（法人番号 ３７０００１０４２７６２）

代表取締役　小川　佳裕 宮城県仙台市宮城野区港四丁目15-13DPL仙台港C 第6号

◆第一種貨物利用運送事業（自動車）登録状況

H30.4.12 東北

H30.4.10 東北

H30.4.10
東北、関東、北陸信越、

中部、近畿

青森県平川市碇ヶ関古懸安田１番地１地先　から

同　県南津軽郡大鰐町八幡館畳田５－１地先　まで (9.7km)

青森県南津軽郡大鰐町八幡館畳田５－１地先　から

同　県平川市本町平野２１－４地先　まで (6.4km)

青森県平川市本町平野２１－４地先　から

同　県同　市本町平野２４－１地先　まで (0.1km)

青森県平川市本町平野２４－１地先　から

同　県同　市柏木町藤山４３－６地内　まで (0.1km)

青森県平川市柏木町藤山４３－６地内　から

同　県同　市柏木町藤山３０－５７地先　まで (0.3km)

青森県平川市柏木町藤山３０－５７地先　から

同　県同　市光城二丁目１１７地先　まで (0.7km)

青森県平川市光城二丁目１１７地先　から

同　県同　市大光寺三村井７０－３地先　まで (0.1km)

青森県平川市大光寺三村井７０－３地先　から

同　県同　市小和森上松岡２４４－１地先　まで (0.2km)

青森県平川市小和森上松岡２４４－１地先　から

同　県同　市小和森上松岡１９３－１地内　まで (0.5km)

西海観光株式会社 H30.3.28 （路線定期運行） 建石線、山田野線、西建石線、湯舟線、北浮田線、

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字建石町字餅ノ沢１１３番地９先　から 長平線、松代線、大然線

同　県同　　郡同　　町大字南浮田町字美ノ捨５９番地５先　まで (10.2km)

 代表取締役　坂牛　哉子 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字建石町字島田１１５番地１先　から

同　県同　　郡同　　町大字建石町字成沢８３番地６先　まで (0.7km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字南浮田町字美ノ捨５９番地５先　から

同　県同　　郡同　　町大字舞戸町字蒲生１０６番地１０先　まで (3.0km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字久富２７番地　から

同　県同　　郡同　　町大字舞戸町字久富２７番地　まで (0.15km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字蒲生１０６番地１０先　から

同　県同　　郡同　　町大字舞戸町字蒲生１０６番地１０先　まで (0.15km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字蒲生１０６番地１０先　から

同　県同　　郡同　　町大字舞戸町字下富田１３０番地先　まで (0.4km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字下富田１３０番地先　から

同　県同　　郡同　　町大字舞戸町字下富田２９番地１２９先　まで (0.2km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字下富田２９番地１２７先　から

同　県同　　郡同　　町大字舞戸町字下富田３５番地１２先　まで (0.05km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字下富田２９番地１２９先　から

同　県同　　郡同　　町大字田中町６２番地先　まで (0.5km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字田中町６２番地先　から

同　県同　　郡同　　町大字赤石町字大和田２７番地先　まで (4.0km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤石町字大和田２７番地　から

同　県同　　郡同　　町大字赤石町字大和田２７番地　まで (0.15km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字七ツ石町２８番地２先　から

同　県同　　郡同　　町大字漁師町１番地先　まで (1.6km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町１１６番地先　から

同　県同　郡同　町大字漁師町１番地１先　まで (0.6km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字建石町字大曲２９８番地先　から

同　県同　　郡同　　町大字建石町字大曲１２３番地先　まで (2.2km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字建石町字大曲１２３番地先　から

同　県同　　郡同　　町大字湯舟町字七尾２３２番地先　まで (0.5km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字小屋敷町字浮橋２０１番地８０先　から

同　県同　　郡同　　町大字小屋敷町字浮橋７３番地１先　まで (0.8km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字小屋敷町字浮橋７３番地１先　から

同　県同　　郡同　　町大字北浮田町字外馬屋２９７番地先　まで (1.5km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字北浮田町字外馬屋１５番地８先　から

同　県同　　郡同　　町大字北浮田町字外馬屋前田８８番地７先　まで (0.2km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字北浮田町字外馬屋前田８８番地７先　から

同　県同　　郡同　　町大字北浮田町字今須１５４番地１先　まで (2.0km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字南浮田町字美ノ捨５９番地５先　から

同　県同　　郡同　　町大字北浮田町字平野３８番地２先　まで (5.0km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字北浮田町字外馬屋前田６０番地２先　から

同　県同　  郡同　  町大字北浮田町字平野３８番地２先　まで (1.4km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸１２４番地１先　から

同　県同　　郡同　　町大字舞戸町字東禿７４番地２先　まで (0.4km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字東禿７４番地２先　から

同　県同　　郡同　　町大字舞戸町字東禿１２８番地３先　まで (0.2km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字東禿１２８番地３先　から

同　県同　　郡同　　町大字舞戸町字東禿１０４番地７０先　まで (0.2km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字東禿１０４番地７０先　から

同　県同　　郡同　　町大字舞戸町字西禿２８番地１先　まで (1.1km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字蒲生１２４番地９先　から

同　県同　　郡同　　町大字中村町字中山ノ井２０４番地先　まで (3.2km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字中村町字中山ノ井２０４番地先　から

同　県同　　郡同　　町大字中村町字上山ノ井１１６番地先　まで (1.0km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字中村町字上山ノ井１１６番地先　から

同　県同　　郡同　　町大字中村町字上清水崎４４番地１先　まで (0.3km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字中村町字上清水崎４４番地１先　から

同　県同　　郡同　　町大字中村町字下栄山１３６番地１先　まで (0.7km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字中村町字下栄山１３６番地１先　から

同　県同　　郡同　　町大字長平町字甲音羽山６５番地５３６先　まで (3.7km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山６５番地５３６先　から

同　県同　　郡同　　町大字長平町字甲音羽山６５番地３６７先　まで (2.4km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山６５番地３６７先　から

同　県同　　郡同　　町大字長平町字甲音羽山６４番地２６８先　まで (0.5km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山６４番地２６８先　から

同　県同　　郡同　　町大字建石町字大平１９９番地１５８先　まで (3.0km)

（法人番号：
　７４２０００１００８４９７）

運輸開始までに、社
会保険等加入義務者
が社会保険等に加入
すること。
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青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字建石町字大平１９９番地１５８先　から

同　県同　　郡同　　町大字長平町字甲音羽山１５５番地２先　まで (1.5km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字中村町字中山ノ井２０４番地先　から

同　県同　　郡同　　町大字中村町字中山ノ井１９５番地６先　まで (0.1km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字中村町字中山ノ井１９５番地６先　から

同　県同　　郡同　　町大字中村町字上山ノ井５０番地３３先　まで (1.0km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字中村町字上山ノ井５０番地３３先　から

同　県同　　郡同　　町大字松代町字土倉１９番地１先　まで (10.1km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤石町字大和田２７番地先　から

同　県同　　郡同　　町大字赤石町字砂山７９番地４先　まで (1.3km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤石町字砂山７９番地４先　から

同　県同　　郡同　　町大字姥袋町字霜坂滝ノ下１番地１先　まで (1.8km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字姥袋町字霜坂滝ノ下１番地１先　から

同　県同　　郡同　　町大字姥袋町字地割出戸６６番地１先　まで (1.4km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字姥袋町字地割出戸６６番地１先　から

同　県同　　郡同　　町大字赤石町字中坪７２番地先　まで (1.0km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤石町字中坪７２番地先　から

同　県同　　郡同　　町大字館前町字館ノ下３３番地１先　まで (2.6km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字館前町字館ノ下３３番地１先　から

同　県同　　郡同　　町大字館前町字中川原３０番地１先　まで (0.5km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字館前町字中川原３０番地１先　から

同　県同　　郡同　　町大字小森町字野田１０３番地５先　まで (4.1km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字南金沢町字床夏１６７番地先　から

同　県同　　郡同　　町大字南金沢町字平塚１１７番地先　まで (0.75km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字南金沢町字床夏８８番地先　から

同　県同　　郡同　　町大字南金沢町字床夏４３番地先　まで (0.35km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字南金沢町字床夏４３番地先　から

同　県同　　郡同　　町大字南金沢町字床夏１４６番地１先　まで (0.2km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字種里町字前田１番地３先　から

同　県同　　郡同　　町大字一ツ森町字葛ヶ沢２４番地１先　まで (2.3km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字一ツ森町字葛ヶ沢２４番地１先　から

同　県同　　郡同　　町大字一ツ森町字大谷６１番地１先　まで (1.0km)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字一ツ森町字大谷６１番地１先　から

同　県同　　郡同　　町大字一ツ森町字大谷６２番地５先　まで (0.1km)

松山観光バス株式会社 H30.3.28 （路線定期運行） 小林線

山形県酒田市砂越字蛇尾１５番４号　から

同　県同　市砂越粕町１０１番１号地先　まで (0.9km)

 代表取締役　池田　一喜 山形県酒田市砂越粕町１０１番１号地先　から

同　県同　市飛鳥字契約場３０号地先　まで (1.6km)

山形県酒田市飛鳥字契約場３０号地先　から

同　県同　市飛鳥字契約場３０号地先　まで (0.075km)

山形県酒田市飛鳥字契約場３０号地内　から

同　県同　市飛鳥契約場４５番６号地先　まで (0.275km)

山形県酒田市飛鳥字契約場３０号地先　から

同　県同　市楢橋字大林地内　まで (0.4km)

山形県酒田市飛鳥字大林地内　から

同　県同　市飛鳥字大林１５５番２地先　まで (0.3km)

山形県酒田市飛鳥字大林１５５番２地先　から

同　県同　市楢橋字大林１３３番先　まで (0.33km)

山形県酒田市楢橋字大林１３３番先　から

同　県同　市楢橋字上川原１番１６号先　まで (1.2km)

山形県酒田市楢橋字上川原１番１６号先　から

同　県同　市楢橋字新山前新田４１番５号先　まで (0.6km)

山形県酒田市楢橋字新山前新田４１番５号先　から

同　県同　市茗ヶ沢字早房１号先　まで (3.3km)

山形県酒田市茗ヶ沢字早房１号先　から

同　県同　市田沢字赤田淵２１番先　まで (3.4km)

山形県酒田市田沢字赤田淵２１番先　から

同　県同　市田沢字荒町６４番１号先　まで (2.0km)

山形県酒田市田沢字荒町６４番１号先　から

同　県同　市田沢字荒町９３番先　まで (0.4km)

山形県酒田市田沢字荒町９３番先　から

同　県同　市田沢字小平５番４号先　まで (0.6km)

山形県酒田市田沢字長田２４番２号先　から

同　県同　市楯山字村前地内　まで (2.4km)

山形県酒田市田沢字小平５番４号先　から

同　県同　市小林字村中１８番先　まで (6.0km)

有限会社山元タクシー H30.3.27 （区域運行） 山元町デマンド型乗合タクシー

宮城県亘理郡山元町

 代表取締役　佐藤　勲

（法人番号：
　６３７０８０２００１５７４）

（法人番号：
　９３９０００１００６７９１）

運輸開始までに、社
会保険等加入義務者
が社会保険等に加入
すること。

（八手庭、大平、小平、鷲足、山寺（字青北、字赤坂、字石垣、字石田、字石堂、字入山、字
金田、字上青北、字北堤、字清水、字新山、字新清水、字新物見前、字谷原、字堤山、字遠
原、字堂目木、字中清水、字中筋、字沼田、字畑中、字日向、字古屋敷、字的場、字美田、字
道北、字南原、字物見橋、字物見前、字横田、字涌沢、字大堤下、字篭田、字上篭田、字上西
田、字雁小屋（一部）、字雁田（一部）、字北篭田、字作田山、字桜木、字桜堤、字新田、字
大道、字樋前、字得造、字東坪路（一部）、字古味噌、字町下、字町東、字南篭田、字山下、
字稲生（一部）、字牛橋、字大平、字北小谷地（一部）、字北泥沼（一部）、字北平沼、字小
平、字新浜野、字須賀（一部）、字豊田、字中田（一部）、字西牛橋、字橋田、字浜野、字東
田（一部）、字東泥沼（一部）、字平沼（一部）、字谷地、字稲実、字頭無、字川東、字川東
畑合、字北頭無、字北坪路、字小谷地、字下花、字白川、字高地、字立沼、字泥沼、字西頭
無、字沼端、字畑合、字花笠、字浜、字東畑合、字堀込、字道下、字矢来、字矢来山）、つば
めの杜、浅生原（字角田（一部）、字一里壇、字谷地下、字砂押）、高瀬（字赤坂（一部）、
字泉田（一部）、字稲畑（一部）、字扇田、字笠野、字笠浜、字川津戸、字北中須賀、字北
沼、字北横堀、字狐須賀、字蔵田（一部）、字桜田、字下北耕土、字下津土、字杉田、字高瀬
橋、字椿、字天王川、字西北谷地、字西須賀、字野岸、字花笠、字浜砂、字東泉田、字東北谷
地、字古谷地、字松田、字南田（一部）、字南中須賀、字南横堀））

運輸開始までに、社
会保険等加入義務者
が社会保険等に加入
すること。



（４）第１２１１号　　平成３０年５月２１日　（月曜日） 　東　北　運　輸　局　報

有限会社坂元タクシー H30.3.27 （区域運行） 山元町デマンド型乗合タクシー

宮城県亘理郡山元町

 代表取締役　寺嶋　敏明

有限会社ワカバタクシー H30.3.27 （区域運行） 山元町デマンド型乗合タクシー

宮城県亘理郡山元町

 代表取締役　横山　岩雄

（法人番号：
　２３７０８０２００１５８６）

運輸開始までに、社
会保険等加入義務者
が社会保険等に加入
すること。（真庭、坂元（字北田、字砂留内、字諏訪前、字戸花山、字原ノ町、字屋敷裏、字岩田、字上

山、字蛙、字蛙舘、字影倉一、字影倉二、字影倉三、字影倉四、字影倉五、字影倉六、字上小
山、字上作内、字上作田、字上新田、字上中丁、字上西田、字上根岸、字上原、字上山神、
字川原後、字北原一、字窪田、字小山、字座生内、字清水、字下作田、字下中丁、字新城、
字新谷中、字菅ノ沢、字瀬賀美一、字瀬賀美二、字宗善、字立長坂一、字立長坂二、字立長坂
三、字荷駄場一、字荷駄場二、字荷駄場三、字荷駄場四、字畑形、字畑形北、字畑形南、字畑
形山、字原一、字原二、字日向、字日向前、字法羅、字八森、字山際、字合芦、字恵比寿、字
上山崎、字烏石、字川内、字北竹ノ花、字熊野、字熊野堂、字沢井、字杉内、字鈴ケ入一、字
鈴ケ入二、字李、字瀧ノ沢、字竹ノ入、字舘野乙、字舘野甲、字舘野丙、字太郎屋敷、字手代
岫、字長沢、字永沢、字中山甲、字中山乙、字東田、字松ノ木、字万太郎、字宮の松、字宮
ノ脇、字森山、字山室、字鑓町、字井戸沢、字大畑、字大山、字上北越、字上西谷地、字空
堀、字北原二、字渋沢、字下西田、字下西谷地、字下谷地、字新渋沢、字新寺前、字神明前、
字竹ノ内、字舘下、字狸、字狸堤下、字寺前、字永作、字長谷地、字西田、字二本杉、字八
軒、字東谷地、字古寺、字南白小路、字元寺、字柳の町、字荒井、字稲瀬、字大谷地、字追
越、字鎌田、字鎌沼、字川添、字北越、字北沼上、字北向、字狐塚、字熊ノ作、字坂下、字作
田、字大作、字大作堤下、字堤入、字堤下、字藤八、字戸花東、字並松、字新稲、字沼尻、字
沼西、字根田、字白山、字白山坂、字蓮池、字花、字花田、字茨田（一部）、字蛭渕（一
部）、字古堤、字町、字町東、字三角、字道合、字道北、字向山、字屋敷下、字屋敷前、字屋
敷南、字山崎、字山作、字山添、字寄所、字寄曽、字一ノ沢、字大森、字篭田、字上平、字上
平北、字上南原、字熊ノ入一、字熊ノ入二、字熊ノ下、字熊野山、字駒場、字駒場原、字山
居、字下原、字洲崎、字関本、字中原、字放森、字東原、字一ツ橋、字廣町、字前和、字道
下、字南原、字向山崎、字山神一、字山神二、字四番沢））

（法人番号：
　９３７０８０２００１４８９） （浅生原（字上戸、字内手、字上大沢、字上東田、字上新井田、字上宮前、字北新井田、字沢

中、字山王、字下大沢、字下宮前、字新館東（一部）、字新館前、字新田、字下東田、字新宮
前、字神明前、字舘前、字田中、字角田（一部）、字東田（一部）、字道路下、字土手下、字
新井田、字箱根、字畑、字原、字日向（一部）、字道下、字南新井田、字山下）、高瀬（字北
下高瀬、字西山下、字稲畑（一部）、字梅田、字大久保、字蟹田、字上北耕土、字加茂川、字
北、字北田、字北ノ原、字北山神、字蔵田（一部）、字紅葉、字宿原、字新大久保、字新加茂
川、字新宮後、字竹ノ内原、字舘下、字中北耕土、字中耕土、字中島、字西石山原、字西中耕
土、字東石山原、字南、字南耕土、字南下高瀬、字南田（一部）、字南山神、字宮後、字室
原、字柳町、字赤坂（一部）、字泉田（一部）、字合戦原、字上土取場、字西泉田）、坂元
（字赤川、字磯作、字磯沼北、字磯浜、字大檀、字大森下、字木ノ岡、字坂元浜、字磯北谷
地、字下木ノ岡、字新赤川、字新荒巻、字新江中子、字新大檀、字新水神、字新南谷地、字新
雷神、字水神、字須賀ノ田、字伝蔵、字根柄鞠、字浜、字浜谷地、字東作、字真加串、字南谷
地、字山ノ上、字雷神、字赤戸、字浅空、字芦合、字芦田、字犬塚、字後谷地、字浦向、字江
ノ上、字大畑下、字和尚壇、字遅ヶ島、字上永窪、字北谷地、字北山神、字木ノ下、字切立、
字久根、字窪作、字後藤渕、字才ノ花、字塩釜場、字下田、字下谷、字新北谷地、字新代、字
新田、字新中永窪、字新浜原、字須賀窪、字曽理町、字瀧、字瀧北、字瀧前、字田中、字天
神、字中川畑、字中島、字中須賀、字中永窪、字長沼下、字中浜、字習川、字沼、字根岸、字
蓮、字蓮沼、字花立、字浜原、字原下、字茨田（一部）、字東作、字蛭渕（一部）、字二又、
字堀下、字本湊、字前谷地、字柳橋、字六角））

運輸開始までに、社
会保険等加入義務者
が社会保険等に加入
すること。

申 請 者 許可年月日 営業区域 営 業 所 の 名 称 及 び 位 置 許 可 期 限 備 考

翔礼交通株式会社
（法人番号：
　　７３７０６０１００１０３１）
 代表取締役　鈴木　善雄

H30.5.8
宮城県
千葉県

本社営業所
 宮城県塩釜市舟入２丁目１０３番２
千葉営業所
 千葉県富里市中沢６４２番地１

2022年7月26日

・インターネットに接続されたパソコンを全て
の営業所に設置するとともに、当該パソコンに制
度改正等に関する情報等を配信するためのメール
アドレス（メールアドレスを変更した場合は変
更後のメールアドレス）を運輸局等に対して通知
すること。

株式会社みどりのサービス
（法人番号：
　　１３７０２０１００００１３３）
 代表取締役社長　佐藤　茂之

H30.5.14 宮城県
本社営業所
　宮城県遠田郡美里町字素山町１番地

2022年5月18日

・車両の長さ９メートル未満で、かつ、旅客席数
４９人以下の車両を使用しての旅客輸送に限る。
・インターネットに接続されたパソコンを全て
の営業所に設置するとともに、当該パソコンに制
度改正等に関する情報等を配信するためのメール
アドレス（メールアドレスを変更した場合は変
更後のメールアドレス）を運輸局等に対して通知
すること。

有限会社一関グリーン交通
（法人番号：
　　３４００５０２０００１６５）
 取締役　阿部　謙一

H30.5.14 岩手県
本社営業所
　岩手県一関市八幡町３番３５号

2022年12月25日

・車両の長さ９メートル未満で、かつ、旅客席数
４９人以下の車両を使用しての旅客輸送に限る。
・インターネットに接続されたパソコンを全て
の営業所に設置するとともに、当該パソコンに制
度改正等に関する情報等を配信するためのメール
アドレス（メールアドレスを変更した場合は変
更後のメールアドレス）を運輸局等に対して通知
すること。

◆一般貸切旅客自動車運送事業更新許可状況

自動車交通部旅客第一課


