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公 示
    公示第３４号

    道路運送法施行規則第１５条の６の規定により、次のとおり公示する。
    なお、利害関係人で道路運送法第１５条の２第２項の規定により意見の聴取の申請
  をしようとする者は、同法施行規則第１５条の８の規定に基づく申請書をこの公示の
  日から１０日以内に当局自動車交通部に提出すること。

東北運輸局長　亀山　秀一

    １．事案番号及び事案の種類

事案番号：２旅一第１００１号

事案の種類：一般乗合旅客自動車運送事業における路線の廃止

    ２．申請者

岩手県交通株式会社

代表取締役会長　本田　一彦

    ３．路線

起点　岩手県岩手郡雫石町南畑３３－７８－２先

終点　岩手県和賀郡西和賀町沢内貝沢３－１００－１０先

（１６．２ｋｍ）

起点　岩手県和賀郡西和賀町大沓３６－２０－９先

終点　岩手県北上市和賀町横川目１２－１５４先

（１９．９ｋｍ）

起点　岩手県北上市和賀町横川目１１－２０８－２８先

終点　岩手県北上市記鬼柳町宿１５４先

（１２．４ｋｍ）

起点　岩手県北上市大通り４丁目８－２８先

終点　岩手県北上市北鬼柳２２－６１－３先

（１．１ｋｍ）

公　 　示

令和２年９月１１日
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許 認 可 申 請

    ４．廃止予定日

令和２年９月３０日の運行終了をもって廃止

    ５．休止又は廃止の理由

　年々利用者が減少しており、土日祝日の減便等の施策により、運行を続けてきた

が、利用者の減少に歯止めがかからず、事業者の費用負担も発生する状況となって

いるため廃止しようとするもの。

    ６．意見の聴取の申請に関する事項

（１）意見聴取申請書

　　　意見の聴取を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見聴取

　　申請書を提出すること。

　　 ①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

②届出の件名及びその番号

③意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

④意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

（２）申請期限

      意見聴取申請書は、公示の日から１０日以内に提出すること。

      なお、郵送による申請の場合は、消印が公示の日から１０日以内である

　　こと。

（３）申請方法

       郵送による申請の宛先

         〒９８３－８５３７　

　　　　　宮城県仙台市宮城野区鉄砲町１番地

          東北運輸局自動車交通部旅客第一課

       持参による申請は、東北運輸局又は岩手運輸支局に申請すること。

○東北運輸局岩手運輸支局輸送・監査部門

　〒020-0891  岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目８－５

　　７．意見の聴取の実施予定日及び場所

      関係自治体及び意見聴取申請書を提出した利害関係人に対して、意見聴取の

　　実施予定日の１０日前までに通知する。

◆一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請状況
自動車交通部旅客第二課

申 請 者 申請年月日 営 業 区 域 営 業 所 の 名 称 及 び 位 置 配 置 車 両 備 考

飯野　忍 R2.7.27 山形県
本店
山形県米沢市万世町牛森４３５９－８

大型　１両 福祉輸送事業

株式会社アサノ企画
（法人番号：１３７０００１００１２９８）
代表取締役　浅野　吉郎

R2.7.30 宮城県
くまさんタクシー本社営業所
宮城県名取市堀内字北竹３４６番地の１

小型　１両 福祉輸送事業

株式会社　結
（法人番号：５４００００１０１５０１９）
代表取締役　氣田　進

R2.8.26 岩手県
盛岡営業所
岩手県盛岡市厨川二丁目４番２２号

普通　１両 福祉輸送事業

株式会社　connect
（法人番号：５４００００１０１３８５６）
代表取締役　黒澤　豊

R2.8.31 岩手県
本社
岩手県北上市村崎野２０地割６４番地３

特大　１両
大型　１両

福祉輸送事業
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許認可等事項

◆倉庫業の登録
交通政策部環境・物流課

申　　請　　者 登録年月日 倉庫の名称及び所在地
倉庫の
種　別

所　　管
面(容)積

備 考

水野産業株式会社
(法人番号 4010001007601)
代表取締役　 水野　啓次郎

R2.8.6
仙台営業所
宮城県仙台市若林区卸町東3－2－14

一類 660㎡

株式会社白石倉庫
(法人番号 6370101001342)
代表取締役社長　太宰　榮一

R2.8.25
白石インターＡＤＣ１号倉庫
宮城県白石市福岡深谷字佐久来100、5－9、86－3

一類 732㎡

日立物流ダイレックス株式会社
(法人番号 7430001027645)
代表取締役　　藤谷　寛幹

R2.8.25
仙台営業所
宮城県岩沼市空港南5－4－4

一類 5,155㎡

◆一般乗用旅客自動車運送事業経営許可状況
　　　　　　　　　　　　　自動車交通部旅客第二課

申 請 者 許可年月日 営 業 区 域 営 業 所 の 名 称 及 び 位 置 配 置 車 両 備 考

株式会社　ｍａｓｔ
（法人番号：７４００００１０１５０３３）
代表取締役　舛澤　佑太

R2.8.27 岩手県
本社営業所
岩手県盛岡市前九年二丁目２１番４９号

普通　１両 福祉輸送事業

◆貨物自動車運送事業経営許可状況
自動車交通部貨物課

申請者 許可年月日
事業

種別
営業所の名称及び位置 配置車輌数 備考

有限会社　誠信興業 本社営業所 普通

（法人番号　３３９０００２０１１５２４）

代表取締役　信夫　秀樹 山形県新庄市五日町２９２９番地の８ 5

有限会社　ジェイボックス 本社営業所 普通・小型

（法人番号　５３８０００２０３３６２５）

代表取締役　國分　元 福島県耶麻郡猪苗代町大字堅田字妻神１番地１ 5 利用あり

株式会社　エムライン 本社営業所 普通・小型

（法人番号　２３８０００１０３０７７４）

代表取締役　小川　理惠子 福島県相馬市沖ノ内三丁目８番地２　Ａ１０１ 5

北星鉱業　株式会社 大川目営業所 普通

（法人番号　６４００００１００８０２１）

代表取締役　税田　英敏 岩手県久慈市大川目町第１０地割１９番地１ 5

株式会社　中宏 古殿営業所 普通・小型

（法人番号　６３８０００１０２８４６８）

代表取締役　中河西　宏樹 福島県石川郡古殿町鎌田字市房内166 5

一般

R2.8.17 一般

一般

R2.8.27 一般

R2.8.6

R2.8.17

一般R2.8.18
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◆第一種貨物利用運送事業（自動車）登録状況
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

株式会社シリウス 仙台事務所 東自貨

（法人番号 9370001045338）

代表取締役　田中　博 宮城県仙台市宮城野区日の出町３－５－２ 第１７３号

本社営業所 東自貨

（法人番号 なし）

相澤　郁子 宮城県多賀城市東田中二丁目４０－３２　ロジュマンＧ棟７０５号室 第１８８号

R2.8.3
全国

（北海道、沖縄を除く）

R2.8.7
全国

（北海道、沖縄を除く）

申請者 許可年月日
事業

種別
営業所の名称及び位置 配置車輌数 備考

株式会社　北尚 本社営業所 普通・小型

（法人番号　３３７０００１０４５７９７）

代表取締役　北川　尚人 宮城県塩竈市赤坂１２番２０号 5 利用あり

株式会社　祐真荷役 福島営業所 小型

（法人番号　４３８０００１０３０１８６）

代表取締役　塩谷　祐良 福島県福島市五老内町７番６号 5 利用あり

株式会社　ＦＲＥＣＴ 本社営業所 普通・小型

（法人番号　１３８０００１０１８６９６）

代表取締役　上野　喜一 福島県喜多方市岩月町宮津字西原１１９２－５ 5 利用あり

株式会社　太樹 本社営業所 普通・小型

（法人番号　１４００００１０１４１１５）

代表取締役　若林　朋昭 岩手県宮古市山口三丁目９番１４号 5
遥葬祭 バン型

（法人番号　なし）

金野　幸永 岩手県一関市大東町大原字立町４番地 1

R2.8.27

R2.8.27

一般

R2.8.31 霊きゅう

R2.8.27 一般

R2.8.27 一般

一般


