自家用有償旅客運送者一覧表
登録番号

名称

代表者

住所

中岡市交第1号

備前市

備前市長 𠮷村 武司

備前市東片上126番地

中岡市交第2号

和気町

和気町長 草加 信義

和気郡和気町尺所555番地

中岡市交第3号

井原市

井原市長 大舌 勲

井原市井原町311番地1

中岡市交第4号

真庭市

真庭市長 太田 昇

真庭市久世2927番地2

中岡市交第5号

鏡野町

鏡野町長 山崎 親男

苫田郡鏡野町竹田660

中岡市交第6号

高梁市

高梁市長 近藤 隆則

高梁市松原通2043番地

中岡市交第7号

赤磐市

赤磐市長 友實 武則

赤磐市下市344

中岡市交第8号

新見市

新見市長 戎 斉

新見市新見310番地3

中岡市交第9号

吉備中央町

吉備中央町長 山本 雅則

加賀郡吉備中央町豊野1番地2

中岡市交第11号

美作市

美作市長 萩原 誠司

美作市栄町38-2

中岡市交第12号

美咲町

美咲町長 青野 高陽

久米郡美咲町原田1735

中岡市交第13号

津山市

津山市長 谷口 圭三

津山市山北520番地

岡山県市交第1号

瀬戸内市

瀬戸内市長 武久 顕也

瀬戸内市邑久町尾張300番地1

岡山県市交第2号

奈義町

奈義町長 奥 正親

勝田郡奈義町豊沢306番地1

中岡過第1号

(社福)恩賜財団済生会支部岡山県済生会

支部長 岩本 一壽

岡山市北区国体町2番25号

中岡過第2号

(特非)かさおか島づくり海社

理事長 鳴本 浩二

笠岡市北木島町9768番地29

中岡過第3号

(特非)エコビレッジあば

理事長 田中 弘

津山市阿波1204番1号

岡山県公第1号

飯掛地区

地区長 作長 利典

備前市吉永町笹目976番地3

岡山県公第2号

知社地区会

清水 貴志

英田郡西粟倉村大字知社220番地

岡山県公第3号

(特非)スマイル・つるみ

理事長 信宮 勝正

備前市鶴海1577番地1

岡山県交第1号

(特非)英活

理事長 青山 慶

美作市英田青野916番地1

自家用有償旅客運送者一覧表
登録番号

名称

代表者

住所

1 中岡福第2号

(特非)NPO瀬戸内

理事長 山口 卓男

瀬戸内市邑久町福谷1928

2 中岡福第3号

(社福)こうなん福祉会

理事長 佐伯 綾子

玉野市八浜町大崎字天神169番地13

3 中岡福第5号

(社福)深山会

理事長 中谷 紳

玉野市長尾字池尻1578番地第2

4 中岡福第6号

(特非)介護福祉サポートセンターせとうち

理事長 久本 敏孝

瀬戸内市邑久町福谷217番地

5 中岡福第7号

(社福)備前市社会福祉協議会

会長 山形 明

備前市東片上126番地

6 中岡福第8号

(社福)愛あい会

理事長 前田 計子

岡山市北区楢津429番地1

7 中岡福第11号

(社福)慶光会

理事長 柴田 智宏

真庭市蒜山上福田1201番地8

8 中岡福第13号

(社福)ももぞの学園

理事長 安井 直人

岡山市北区粟井2788番地

9 中岡福第14号

(特非)まちづくり岡山ネットワーク

会長 山木 一郎

井原市美星町三山1055番地

10 中岡福第16号

(社福)ももたろう会

理事長 伊藤 真理子

加賀郡吉備中央町吉川7531番地

11 中岡福第17号

(社福)センチュリー岡山

理事長 岡﨑 豊

岡山市東区下阿知1180番地

12 中岡福第19号

(社福)義風会

理事長 生長 高広

岡山市北区下足守1898番地

13 中岡福第20号

(社福)王慈福祉会

理事長 胡谷 直

倉敷市児島下の町五丁目2番17号

14 中岡福第21号

(社福)超寿会

理事長 水川 昭江

総社市小寺986番地の1

15 中岡福第23号

(社福)岡山中央福祉会

理事長 井場 哲也

岡山市東区吉原231番地

16 中岡福第24号

(社福)金曜会

理事長 安井 直人

岡山市北区一宮字堂ノ本339番地の6

17 中岡福第25号

(社福)岡山市手をつなぐ育成会

理事長 林 英生

岡山市北区番町二丁目7番10号

18 中岡福第26号

岡山県高齢者福祉生活協同組合

代表理事 長﨑 司

岡山市北区鹿田町一丁目7番10号

19 中岡福第29号

(社福)泉学園

理事長 岡﨑 イツヨ

岡山市南区浦安本町190番地

20 中岡福第37号

(社福)西粟倉村社会福祉協議会

会長 青木 秀樹

英田郡西粟倉村大字影石95番地の3

21 中岡福第40号

(社福)健寿会

理事長 岡崎 延元

岡山市南区北浦100番地

22 中岡福第42号

(特非)くぅーら

理事長 淺尾 咲恵美

倉敷市日吉町490番地9

23 中岡福第44号

(社福)閑谷福祉会

理事長 上田 由美子

和気郡和気町日笠下字大平1613番地

24 中岡福第46号

(特非)NPOきらめき広場

理事長 奥津 一冨美

新見市哲西町矢田3604番地

25 中岡福第48号

(社福)鏡野町社会福祉協議会

会長 山崎 親男

苫田郡鏡野町古川439番地1

26 中岡福第52号

(社福)ひだすき

理事長 今吉 秀子

備前市浦伊部58番地の11

27 中岡福第53号

(社福)誠和

理事長 赤畠 耕一路

瀬戸内市牛窓町長浜1745番地の1

28 中岡福第57号

(社福)クムレ

理事長 財前 民男

倉敷市栗坂8番地

29 中岡福第59号

(社福)恩賜財団済生会支部岡山県済生会

支部長 岩本 一壽

岡山市北区国体町2番25号

30 中岡福第60号

(特非)かめかめ福祉移送

理事長 横山 和廣

倉敷市玉島長尾400番地6

31 中岡福第61号

(社福)美作市社会福祉協議会

会長 山本 眞澄

美作市江見280

32 中岡福第62号

(社福)Ｐ．Ｐ．Ｐ

理事長 西江 嘉彰

倉敷市福田町福田2122番地の1

33 中岡福第65号

(社福)潤真会

理事長 大杉 紘

高梁市高倉町大瀬八長2663番地の1

34 中岡福第66号

(社福)薫風会

理事長 平木 章夫

倉敷市神田二丁目3番5号

35 中岡福第67号

(社福)雪舟福祉会

理事長 守安 順吾

総社市久代5127番

36 中岡福第68号

(特非)新見地区腎友会

猪 主計

新見市西方450

37 中岡福第69号

(社福)夕凪会

理事長 伊澤 卓士

岡山市東区宿毛745番地1

38 中岡福第71号

(特非)ハッピークラブ

理事長 重實 陽子

岡山市北区撫川440番地1

39 中岡福第72号

(特非)福祉のかどくら

理事長 田中 竜也

瀬戸内市長船町服部204番地10

40 中岡福第73号

(特非)陣屋

代表理事 山本 安恵

岡山市北区今二丁目17番27号ｱﾙﾌｧｽﾃｲﾂ今公園1104号

41 中岡福第74号

(特非)岡山視覚障碍者自立支援センター

理事長 奥村 俊通

岡山市北区奉還町二丁目9番3号

42 中岡福第75号

(特非)ヘルパーステーション・サンフレール

理事長 山本 麻里乃

倉敷市児島赤崎3丁目8-47ｻﾝﾌﾚｰﾙB-e

43 中岡福第78号

(特非)イドラック

理事長 岡田 康司

岡山市北区今保557番地16

44 中岡福第79号

(特非)ぶどうの家 わたぼうし

理事長 武田 直樹

倉敷市船穂町船穂1711-6

45 中岡福第80号

(特非)こころ

理事長 小倉 美智恵

赤磐市穂崎888-4

46 中岡福第81号

(特非)ありがとう

理事長 山下 文雄

倉敷市帯高440-6

47 中岡福第82号

(社福)ことぶき会

理事長 佐能 量雄

岡山市北区御津紙工1410

48 中岡福第83号

(社福)早島町社会福祉協議会

会長 木村 丹

都窪郡早島町前潟249-1

49 岡山県福第1号

NPO法人アール・ケアスタイル

理事長 山根 一人

玉野市東高崎25-34

51 岡山県福第3号

(一社)絆

代表理事 長見 健史

真庭市久世2513-1

52 岡山県福第4号

(社福)愛隣会

理事長 片山 篤

岡山市北区建部町福渡1005-1

53 岡山県福第5号

(特非)よしいかけはし

理事長 河合 恭廣

井原市芳井町吉井3410-1

54 岡山県福第6号

(医)徳寿会池田医院

理事長 重松 照伸

岡山市南区彦崎2801-1

55 岡山県福第7号

(医)東浩会

理事長 石川 泰祐

津山市川崎554-5

56 岡山県福第10号 (一社)あむれっと

代表理事 山中 祥吉

倉敷市玉島道口97-1

57 岡山県福第11号 (一社)ぱすおん

代表理事 河本 友和

津山市新野東573-1

59 岡山県福第13号 (社福)東備福祉会

理事長 橘 正勝

備前市吉永町神根本61-6

60 岡山県福第14号 (社福)福文舎

理事長 竹並 祐以乃(ネ→示)

岡山市南区浦安本町182-1

61 岡山県福第15号 (医)明芳会

理事長 小倉 俊郎

岡山市南区築港栄町2-13

62 岡山県福第16号 (社福)和福祉会

理事長 矢野 智基

倉敷市山地1297

63 岡山県福第17号 (社福)藤花会

理事長 藤田 琢二

瀬戸内市邑久町福中1180

64 岡山県福第18号 (社福)翔洋会

理事長 松山 正春

岡山市南区彦崎2300

65 岡山県福第19号 (一社)コンパス娘息子代行サービス

代表理事 小池 修

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-783-4

66 岡山県福第20号 (一社)籠や

代表理事 岸本 浩二

岡山市北区今5-5-16

67 岡山県福第21号 (一社)花つばき

代表理事 山田 由弥

新見市高尾232-2

登録番号

名称

68 岡山県福第22号 医療法人王慈会

代表者

住所

理事長 胡谷 直

倉敷市児島下の町5-2-17

101 中岡市福第1号

高梁市

高梁市長 近藤 隆則

高梁市松原通2043番地

102 中岡市福第2号

真庭市

真庭市長 太田 昇

真庭市久世2927番地2

103 中岡市福第4号

津山市

津山市長 谷口 圭三

津山市山北520番地

