６－６
低公害車助成事業
№

事業者名
1 広島電鉄㈱

申請日

交付決定日

実績報告日
請求日

平成30年9月27日

平成30年9月28日

平成31年3月27日

計

６－７
環境対応型貸切バス助成事業
№

申請日

交付決定日

実績報告日
請求日

1 ㈲津田交通

平成30年7月1日

平成30年9月5日

平成30年9月28日

2 広島バス㈱

平成30年9月1日

平成30年9月28日

平成31年3月1日

3 広交観光㈱

平成30年9月28日

平成30年9月28日

平成31年1月10日

事業者名

計

６－８
貸切バスドライブレコーダー等
№

事業者名
1 ㈲エンゼルキャブ

導入助成事業

申請日

交付決定日

実績報告日
請求日

平成30年9月28日

平成30年9月28日

平成31年2月4日

計

６－９
睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）
№

事業者名

検査助成事業

申請日

交付決定日

実績報告日
請求日

1

おのみちバス㈱

平成30年8月8日

平成30年9月5日

平成30年10月22日

2

中国ジェイアールバス㈱

平成30年9月25日

平成30年9月28日

平成30年11月9日

3

広交観光株式会社

平成30年9月26日

平成30年9月28日

平成31年3月7日

4

エイチ・ディ西広島㈱

平成30年9月28日

平成30年9月28日

平成31年1月15日

計

６－１０
安全運転研修助成事業
№

事業者名

申請日

交付決定日

実績報告日
請求日

1

広島電鉄㈱

平成30年7月19日

平成30年9月5日

平成30年9月28日

2

中国ジェイアールバス㈱

平成30年11月8日

平成30年11月21日

平成31年3月22日

計

６－１１
一般貸切旅客自動車運送適正化機関助成事業
申請日

交付決定日

実績報告日
請求日

10001 株式会社愛トラベル

平成31年2月25日

平成31年2月26日

平成31年2月28日

10002 朝日交通株式会社

平成31年1月14日

平成31年1月15日

平成31年2月1日

10007 アサヒタクシー株式会社

平成31年1月16日

平成31年1月18日

平成31年2月1日

10009 アシナトランジット株式会社

平成31年1月15日

平成31年1月18日

平成31年2月20日

10010 株式会社あぶと観光バス

平成31年1月21日

平成31年1月21日

平成31年1月21日

10011 株式会社井笠バスカンパニー

平成31年2月5日

平成31年2月5日

平成31年2月5日

10012 有限会社池田タクシー

平成31年1月21日

平成31年1月25日

平成31年2月4日

10013 有限会社石田タクシー

平成31年1月17日

平成31年1月17日

平成31年1月17日

10014 株式会社イワミツアー

平成31年1月17日

平成31年1月17日

平成31年1月17日

10015 因の島運輸株式会社

平成31年1月29日

平成31年2月1日

平成31年2月8日

10016

№

事業者名

平成31年2月5日

平成31年2月8日

平成31年2月28日

10018 エクシードタクシー有限会社

平成31年1月15日

平成31年1月18日

平成31年2月1日

10020 江田島バス株式会社

平成31年1月29日

平成31年2月1日

平成31年2月15日

10021 有限会社エンゼルキャブ

平成31年1月16日

平成31年1月18日

平成31年1月31日

10023 有限会社大朝交通

平成31年1月18日

平成31年1月18日

平成31年1月18日

10025 株式会社大隅タクシー

平成31年1月23日

平成31年1月23日

平成31年1月23日

10026 有限会社大竹タクシー

平成31年2月4日

平成31年2月8日

平成31年2月12日

10027 有限会社大竹交通

平成31年1月31日

平成31年2月1日

平成31年2月15日

10028 織田産業株式会社

平成31年1月15日

平成31年1月18日

平成31年1月31日

エイチ・ディー西広島株式会社

10029 おのみちバス株式会社

平成31年1月18日

平成31年1月18日

平成31年2月18日

10030 有限会社カープタクシー

平成31年1月22日

平成31年1月22日

平成31年1月22日

10032 加計交通株式会社

平成31年1月15日

平成31年1月18日

平成31年1月30日

10033 有限会社かねまる

平成31年1月15日

平成31年1月18日

平成31年2月1日

10034 有限会社君田交通

平成31年1月29日

平成31年2月1日

平成31年2月5日

10035 有限会社倉橋交通

平成31年2月25日

平成31年2月25日

平成31年2月25日

10036 呉交通株式会社

平成31年1月16日

平成31年1月16日

平成31年1月16日

10037 株式会社呉バス

平成31年2月19日

平成31年2月19日

平成31年2月19日

10039 有限会社芸州観光

平成31年1月22日

平成31年1月25日

平成31年2月10日

10040 芸備観光有限会社

平成31年1月10日

平成31年1月11日

平成31年1月31日

10041 芸陽バス株式会社(見﨑様)

平成31年1月21日

平成31年1月25日

平成31年2月28日

10046 有限会社甲立タクシー

平成31年2月12日

平成31年2月12日

平成31年2月12日

10047 有限会社甲奴タクシー

平成31年1月29日

平成31年2月1日

平成31年2月14日

10048 佐伯交通有限会社

平成31年1月31日

平成31年2月1日

平成31年2月20日

10049 西国バス有限会社

平成31年1月12日

平成31年1月18日

平成31年1月28日

10050 西城交通有限会社

平成31年2月4日

平成31年2月4日

平成31年2月4日

10051 西条交通株式会社

平成31年2月4日

平成31年2月8日

平成31年2月20日

10053 株式会社ささき観光

平成31年1月18日

平成31年1月18日

平成31年2月5日

10055 三球観光株式会社

平成31年2月4日

平成31年2月8日

平成31年2月20日

10056 三段峡交通株式会社

平成31年1月30日

平成31年2月1日

平成31年2月15日

10058 さんようバス株式会社

平成31年2月1日

平成31年2月1日

平成31年2月18日

10060 有限会社三和交通タクシー

平成31年1月15日

平成31年1月15日

平成31年1月15日

10061 シーエムシー株式会社

平成31年1月21日

平成31年2月1日

平成31年2月8日

10063 下電観光バス株式会社

平成31年1月11日

平成31年1月11日

平成31年1月15日

10064 十番交通有限会社

平成31年2月9日

平成31年2月15日

平成31年2月26日

10065 城南観光有限会社

平成31年2月10日

平成31年2月15日

平成31年2月20日

10066 株式会社城南交通

平成31年1月17日

平成31年1月17日

平成31年1月17日

10067 株式会社城北タクシー

平成31年1月30日

平成31年2月1日

平成31年2月18日

10069 株式会社新中央交通

平成31年1月21日

平成31年1月25日

平成31年2月5日

10073 瀬戸内運輸株式会社

平成31年1月23日

平成31年1月25日

平成31年2月13日

10075 世羅交通有限会社

平成31年1月20日

平成31年1月25日

平成31年2月10日

10077

平成31年2月14日

平成31年2月15日

平成31年2月28日

10078 第一タクシー株式会社

平成31年1月15日

平成31年1月18日

平成31年2月1日

10079 帝釈観光株式会社

平成31年2月21日

平成31年2月21日

平成31年2月21日

10082 大福タクシー有限会社

平成31年1月10日

平成31年1月11日

平成31年1月25日

10083 大平交通株式会社

平成31年2月5日

平成31年2月5日

平成31年2月5日

10084 高野交通有限会社

平成31年1月30日

平成31年2月1日

平成31年2月15日

10085 有限会社高宮中央交通

平成31年2月15日

平成31年2月15日

平成31年2月15日

10087 田島タクシー有限会社

平成31年2月5日

平成31年2月8日

平成31年2月19日

10088 有限会社谷本タクシー

平成31年1月11日

平成31年1月11日

平成31年1月29日

10089 千年タクシー株式会社

平成31年1月15日

平成31年1月18日

平成31年2月4日

10090 中央交通有限会社

平成31年1月30日

平成31年2月1日

平成31年2月15日

10091 株式会社中国交通

平成31年2月18日

平成31年2月18日

平成31年2月18日

10093 中国ジェイアールバス株式会社

平成31年1月11日

平成31年1月11日

平成31年1月11日

10094 中国タクシー株式会社

平成31年1月18日

平成31年1月18日

平成31年2月1日

10096 株式会社中国バス

平成31年2月5日

平成31年2月5日

平成31年2月5日

10100 有限会社千代田レンタリース

平成31年1月16日

平成31年1月18日

平成31年2月1日

10101 有限会社津田交通

平成31年1月15日

平成31年1月15日

平成31年1月15日

10102 つばめ交通株式会社

平成31年1月15日

平成31年1月15日

平成31年1月15日

10103 有限会社道後タクシー

平成31年1月23日

平成31年1月25日

平成31年2月8日

10104 有限会社東和交通

平成31年2月4日

平成31年2月8日

平成31年2月20日

10105 鞆鉄道株式会社

平成31年1月11日

平成31年1月18日

平成31年1月28日

10108 有限会社豊栄交通

平成31年2月10日

平成31年2月15日

平成31年2月28日

10110 有限会社豊平交通

平成31年1月28日

平成31年2月1日

平成31年2月12日

10111 有限会社なべタクシー

平成31年1月23日

平成31年1月25日

平成31年2月1日

10113 ニコニコ観光株式会社

平成31年2月13日

平成31年2月15日

平成31年2月28日

10114 西日本自動車株式会社

平成31年2月4日

平成31年2月8日

平成31年2月20日

10115 有限会社野呂山タクシー

平成31年2月4日

平成31年2月8日

平成31年2月20日

10117 廿日市交通株式会社

平成31年1月22日

平成31年1月25日

平成31年2月12日

10118 株式会社東広島タクシー

平成31年1月15日

平成31年1月18日

平成31年2月28日

10120 備北交通株式会社

平成31年2月12日

平成31年2月15日

平成31年2月22日

10122 広交観光株式会社

平成31年1月30日

平成31年2月1日

平成31年2月12日

10123 広交タクシー株式会社

平成31年2月2日

平成31年2月8日

平成31年2月18日

10124 広島近鉄タクシー株式会社

平成31年1月18日

平成31年1月18日

平成31年1月18日

10125 広島第一交通株式会社

平成31年2月13日

平成31年2月15日

平成31年2月28日

10128 広島電鉄株式会社

平成31年1月22日

平成31年1月25日

平成31年2月12日

10139 広島バス株式会社

平成31年2月4日

平成31年2月8日

平成31年2月20日

有限会社総合企画コーポレーション

10141 有限会社福山観光バス

平成31年1月23日

平成31年1月25日

平成31年2月8日

10142 富士交通株式会社

平成31年2月22日

平成31年2月22日

平成31年2月28日

10144 防長観光バス株式会社

平成31年2月5日

平成31年2月8日

平成31年2月20日

10146 本四バス開発株式会社

平成31年2月1日

平成31年2月8日

平成31年2月15日

10148 正広パーキング株式会社

平成31年1月15日

平成31年1月18日

平成31年1月22日

10149 まるよし交通株式会社

平成31年1月30日

平成31年2月1日

平成31年2月20日

10151 三原交通株式会社

平成31年2月7日

平成31年2月8日

平成31年2月21日

10153 壬生交通株式会社

平成31年2月5日

平成31年2月8日

平成31年2月20日

10155 有限会社三和タクシー

平成31年1月15日

平成31年1月15日

平成31年1月15日

10156 室谷實夫（黒瀬中央観光）

平成31年1月31日

平成31年2月8日

平成31年2月26日

10157 有限会社メイプル交通

平成31年2月6日

平成31年2月8日

平成31年2月18日

10158 森山博司（エスケイ観光）

平成31年2月15日

平成31年2月15日

平成31年2月15日

10159 有限会社八重タクシー

平成31年1月25日

平成31年1月25日

平成31年2月25日

10160 安浦交通株式会社

平成31年1月16日

平成31年1月18日

平成31年2月1日

10161 有限会社安野タクシー

平成31年1月21日

平成31年1月25日

平成31年2月5日

10162 株式会社ユーエムエス

平成31年2月5日

平成31年2月8日

平成31年2月22日

10167 ﾖｺﾐｶｻ-ﾋﾞｽ[横見一夫]

平成31年1月31日

平成31年2月1日

平成31年2月20日

10169 鯉城タクシー株式会社

平成31年2月25日

平成31年2月26日

平成31年2月28日

10171 有限会社和光葬祭

平成31年1月30日

平成31年2月1日

平成31年2月14日

６－１２
大型二種免許助成事業
№

申請日

交付決定日

実績報告日
請求日

1 おのみちバス㈱

平成30年9月14日

平成30年12月17日

平成31年2月1日

2 ㈱城北タクシー

平成30年9月27日

平成30年12月17日

平成31年3月29日

3 鞆鉄道㈱

平成30年9月28日

平成30年12月17日

平成31年2月5日

4 石田タクシー

平成30年9月28日

平成30年12月17日

平成31年1月29日

5 なべタクシー

平成30年9月28日

平成30年12月17日

平成31年1月29日

6 千年タクシー㈱

平成30年9月28日

平成30年12月17日

平成31年1月29日

7 ㈱中国バス

平成30年10月2日

平成30年12月17日

平成31年3月1日

事業者名

計

６－１３
バス停利用環境改善施設整備費助成事業
№

事業者名
1 広島電鉄㈱ほか
計

申請日

交付決定日

実績報告日
請求日

平成31年1月16日

平成31年1月16日

平成31年1月23日

