
⿃取市内の路線バスの停留所における市有償バス・交通空⽩地有償運送の 
停⾞⼜は駐⾞に関する合意について 

 
 

路線バスの停留所において、市有償バス・交通空⽩地有償運送等の⾃動⾞が乗客の乗降をす
る際の取扱いが道路交通法の⼀部改正により変更となりましたので説明および合意を図るも
のです。 

 
概要 
 従来、市有償バス・交通空⽩地有償運送の⾞両が路線バスの
停留所において乗客を乗降させる場合、関係者（⽣活交通会議）
において合意を図り、公安委員会により決定されたのち、供⽤
されるバス停において標識が設置されていました。（右 写真） 
 このたび道路交通法の⼀部改正により、関係者に合意された
のち公安委員会に合意書を提出し、公安委員会が合意書を受理
し公⽰することで、標識の設置は必要なくなりました。 
 
合意内容 
① 停留所の名称 

別紙「停留所⼀覧」のとおり 
② ①において停⾞⼜は駐⾞をする市有償バス・交通空⽩地有償運送等の範囲 

・市有償バス 
 気⾼循環バス、絹⾒バス、南部⽀線 
・交通空⽩地有償運送 
 いきいき国英コミュニティバス 
上記、市有償バスまたは共助交通の⽤に供される⾃動⾞ 
 

③ ①における②の停⾞⼜は駐⾞が道路⼜は交通の状況に⽀障がないようにするため必要な事
項 
①の停留所における②の停⾞⼜は駐⾞は、②に係る運⾏時間内に限るものとする。 

 
合意書 
別紙（案）のとおり   

※路線ごとに作成します（気⾼循環バス、絹⾒バス、南部⽀線、いきいき国英コミュニティバス） 
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令和３年７⽉ ⽇ 
 
 

  取県公安委員会委員  様 
 
 

⿃取市⽣活交通会議  
会  ⾕本 圭志  

 
 

  ⿃取市内の乗合⾃動⾞の停留所における⼀般旅客⾃動⾞運送事業⽤⾃動⾞等の 
停⾞⼜は駐⾞に関する合意書 

 
 
 道路交通法（昭和３５年法律第 105 号）第 44 条第２項第２号の規定に基づき、⿃取市内
の乗合⾃動⾞の停留所における⼀般旅客⾃動⾞運送事業⽤⾃動⾞等の停⾞⼜は駐⾞に関し
て下記のとおり合意したことを証する。 
 

記 
 
１ ⼀般旅客⾃動⾞運送事業⽤⾃動⾞等が停⾞⼜は駐⾞をする乗合⾃動⾞の停留所の名称 
 別紙「停留所⼀覧」のとおり。 
 
２ １に停⾞⼜は駐⾞をする⼀般旅客⾃動⾞運送事業⽤⾃動⾞等の範囲 
 ⼀般旅客⾃動⾞運送事業者（事業者名）が⾏う⾃家⽤有償旅客運送「路線名」（道路運送
法（昭和 26 年法律第 183 号）第 78 条）の⽤に供する⾃動⾞。 
 
３ １における２の停⾞⼜は駐⾞が道路⼜は交通の状況により⽀障がないものとなるよう

にするため必要と認める事項 
 １の停留所における２の停⾞⼜は駐⾞は、２に係る運⾏時間内に限るものとする。 
 
 
【添付書類】 
 ・⿃取市⽣活交通会議設置要綱 
 ・⿃取市⽣活交通会議委員名簿 
 ・⿃取市⽣活交通会議議決結果 

（案） 
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停留所⼀覧

バス停の名称 所在地 路線名
1 今市（南側） ⿃取県⿃取市⿅野町今市1039-4先 気⾼循環バス
2 今市（北側） ⿃取県⿃取市⿅野町今市1039-1先 気⾼循環バス
3 ⿃取県⿃取市⿅野町今市972-1先 気⾼循環バス
4 ⼭紫苑前（東側） ⿃取県⿃取市⿅野町今市972-1先 気⾼循環バス
5 越路ヶ丘 ⿃取県⿃取市⿅野町今市888-13先 気⾼循環バス
6 湯花団地前 ⿃取県⿃取市⿅野町今市541-1先 気⾼循環バス
7 ⿅野温泉病院（北側） ⿃取県⿃取市⿅野町今市242先 気⾼循環バス
8 ⿅野温泉病院（南側） ⿃取県⿃取市⿅野町今市1900-8先 気⾼循環バス
9 ⼤⼯町 ⿃取県⿃取市⿅野町⿅野2407先 気⾼循環バス
10 ⿅野学園 ⿃取県⿃取市⿅野町⿅野2888先 気⾼循環バス
11 ⿅野町総合⽀所前（北側） ⿃取県⿃取市⿅野町⿅野1517先 気⾼循環バス
12 ⿅野町総合⽀所前（南側） ⿃取県⿃取市⿅野町⿅野1517先 気⾼循環バス
13 ⿃取県⿃取市⿅野町⿅野1463-2先 気⾼循環バス
14 鍛冶町（東側） ⿃取県⿃取市⿅野町⿅野1201-1先 気⾼循環バス
15 ⿃取県⿃取市⿅野町⿅野1177先 気⾼循環バス
16 ⽴町（東側） ⿃取県⿃取市⿅野町⿅野1174-5先 気⾼循環バス
17 上町（北側） ⿃取県⿃取市⿅野町⿅野1091-5先 気⾼循環バス
18 上町（南側） ⿃取県⿃取市⿅野町⿅野1091-5先 気⾼循環バス
19 ⽇ノ丸⿅野営業所（北側） ⿃取県⿃取市⿅野町⿅野79-1先 気⾼循環バス
20 ⽇ノ丸⿅野営業所（南側） ⿃取県⿃取市⿅野町⿅野79-1先 気⾼循環バス
21 浜村駅 ⿃取県⿃取市気⾼町勝⾒682-1先 気⾼循環バス・絹⾒バス
22 気⾼町総合⽀所前（北側） ⿃取県⿃取市気⾼町浜村282-1先 気⾼循環バス
23 気⾼町総合⽀所前（南側） ⿃取県⿃取市気⾼町浜村2-6先 気⾼循環バス
24 浜村温泉 ⿃取県⿃取市気⾼町浜村51-1先 気⾼循環バス
25 ⿃取県⿃取市気⾼町新町３丁⽬2先 気⾼循環バス・絹⾒バス
26 浜村新町（東側） ⿃取県⿃取市気⾼町浜村783-1060先 気⾼循環バス・絹⾒バス
27 ⿃取県⿃取市気⾼町新町２丁⽬11先 気⾼循環バス・絹⾒バス
28 新町2丁⽬（東側） ⿃取県⿃取市気⾼町北浜２丁⽬3先 気⾼循環バス・絹⾒バス
29 新町1丁⽬（北側） ⿃取県⿃取市気⾼町新町２丁⽬85先 気⾼循環バス
30 新町1丁⽬（南側） ⿃取県⿃取市気⾼町新町１丁⽬111-1先 気⾼循環バス
31 ⽮⼝（北側） ⿃取県⿃取市気⾼町⽇光1006-1先 気⾼循環バス
32 ⽮⼝（南側） ⿃取県⿃取市気⾼町⽇光1006-1先 気⾼循環バス
33 絹⾒バス
34 絹⾒バス
35 絹⾒バス
36 絹⾒バス
37 絹⾒バス
38 商⼯会館前（東側） 絹⾒バス
39 絹⾒バス
40 絹⾒バス
41 絹⾒バス
42 駅南団地 絹⾒バス
43 絹⾒バス
44 絹⾒バス
45 ⾕⽥ 絹⾒バス
46 ⼩倉 ⿃取県⿃取市河原町⼩倉282先 南部⽀線
47 ⿃取県⿃取市河原町⼩倉32先 南部⽀線
48 ⼭上 ⿃取県⿃取市河原町⼭上92-4先 南部⽀線
49 尾上 ⿃取県⿃取市河原町⽔根441先 南部⽀線
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バス停の名称 所在地 路線名
50 ⼩倉⼝ ⿃取県⿃取市河原町⽔根417-15先 南部⽀線
51 ⽔根 ⿃取県⿃取市河原町⽔根277-1先 南部⽀線
52 ⿃取県⿃取市河原町⽔根224-7先 南部⽀線
53 ⽔根作業所前 ⿃取県⿃取市河原町⽔根69先 南部⽀線
54 ⿃取県⿃取市河原町⽔根1198先 南部⽀線
55 棚⽥（東側） ⿃取県⿃取市河原町⽔根1198先 南部⽀線
56 佐貫 ⿃取県⿃取市河原町佐貫755-6先 南部⽀線
57 中佐貫 ⿃取県⿃取市河原町佐貫860-1先 南部⽀線
58 下佐貫 ⿃取県⿃取市河原町佐貫1104-24先 南部⽀線
59 引野⼝ ⿃取県⿃取市河原町曳⽥982-1先 南部⽀線
60 ⿃取県⿃取市河原町曳⽥133-1先 南部⽀線
61 曳⽥（東側） ⿃取県⿃取市河原町曳⽥243先 南部⽀線
62 河原中学校前（北側） ⿃取県⿃取市河原町曳⽥20-1先 南部⽀線
63 河原中学校前（南側） ⿃取県⿃取市河原町曳⽥20-1先 南部⽀線
64 河原町総合⽀所前（北側） ⿃取県⿃取市河原町渡⼀⽊232-6先 南部⽀線
65 河原町総合⽀所前（南側） ⿃取県⿃取市河原町渡⼀⽊274-1先 南部⽀線
66 河原（北側） ⿃取県⿃取市河原町河原48-9先 南部⽀線
67 河原（南側） ⿃取県⿃取市河原町河原50先 南部⽀線
68 ⿃取県⿃取市河原町河原72-15先 南部⽀線・いきいき国英コミュニティバス
69 河原⼝（東側） ⿃取県⿃取市河原町河原72-2先 南部⽀線・いきいき国英コミュニティバス
70 下袋河原（北側） ⿃取県⿃取市河原町袋河原452-4先 南部⽀線
71 下袋河原（南側） ⿃取県⿃取市河原町袋河原449-4先 南部⽀線
72 ⿃取県⿃取市河原町袋河原421-3先 南部⽀線
73 上袋河原（東側） ⿃取県⿃取市河原町袋河原421-3先 南部⽀線
74 北村 ⿃取県⿃取市河原町北村329-1先 南部⽀線
75 広瀬橋 ⿃取県⿃取市河原町北村250先 南部⽀線
76 ⿃取県⿃取市河原町北村205先 南部⽀線
77 北村⼝ ⿃取県⿃取市河原町北村68先 南部⽀線
78 ⼸河内 ⿃取県⿃取市河原町⼸河内92-1先 南部⽀線
79 ⼩畑 ⿃取県⿃取市河原町⼩畑54-2先 南部⽀線
80 湯⾕ ⿃取県⿃取市河原町湯⾕171-2先 南部⽀線
81 南部⽀線
82 神⾺ ⿃取県⿃取市河原町神⾺19-1先 南部⽀線
83 新⽥⼝ ⿃取県⿃取市河原町⼩河内531-3先 南部⽀線
84 ⼩河内橋 ⿃取県⿃取市河原町⼩河内432先 南部⽀線
85 ⼩河内 ⿃取県⿃取市河原町⼩河内210先 南部⽀線
86 本⿅⼝（北側） 南部⽀線
87 本⿅⼝（南側） 南部⽀線
88 ⿃取県⿃取市河原町中井355-7先 南部⽀線
89 中井農協前（東側） ⿃取県⿃取市河原町中井336先 南部⽀線
90 中井 ⿃取県⿃取市河原町中井273先 南部⽀線
91 中井橋 ⿃取県⿃取市河原町中井172-4先 南部⽀線
92 中井⼊⼝ ⿃取県⿃取市河原町中井191-1先 南部⽀線
93 天神原橋 ⿃取県⿃取市河原町天神原402-1先 南部⽀線
94 ⿃取県⿃取市河原町天神原236先 南部⽀線
95 天神原（東側） ⿃取県⿃取市河原町天神原236先 南部⽀線
96 江波 ⿃取県⿃取市⽤瀬町江波650-1先 南部⽀線

97 江波⼝ ⿃取県⿃取市⽤瀬町江波839先 南部⽀線

98 ⼩畑 ⿃取県⿃取市⽤瀬町屋住456-2先 南部⽀線

99 夏明 ⿃取県⿃取市⽤瀬町屋住274先 南部⽀線

100 屋住 ⿃取県⿃取市⽤瀬町屋住110先 南部⽀線
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バス停の名称 所在地 路線名
101 ⿃取県⿃取市⽤瀬町安蔵169先 南部⽀線

102 ⼭⼝（東側） ⿃取県⿃取市⽤瀬町安蔵192-1先 南部⽀線

103 松原 ⿃取県⿃取市⽤瀬町安蔵383-1先 南部⽀線

104 岡⼊⼝ ⿃取県⿃取市⽤瀬町安蔵917-2先 南部⽀線

105 塚原 ⿃取県⿃取市⽤瀬町安蔵934-3先 南部⽀線

106 社（県道）（北側） ⿃取県⿃取市⽤瀬町安蔵1026-1先 南部⽀線

107 社（県道）（南側） ⿃取県⿃取市⽤瀬町安蔵1013-8先 南部⽀線

108 ⿃取県⿃取市⽤瀬町宮原88-1先 南部⽀線

109 社（国道）（北側） ⿃取県⿃取市⽤瀬町安蔵1028-1先 南部⽀線

110 社（国道）（南側） ⿃取県⿃取市⽤瀬町安蔵991先 南部⽀線

111 ⿃取県⿃取市⽤瀬町安蔵1041先 南部⽀線

112 ⿃取ダイヘン前（東側） ⿃取県⿃取市⽤瀬町安蔵1041先 南部⽀線

113 ⾦屋（北側） ⿃取県⿃取市⽤瀬町古⽤瀬38-3先 南部⽀線

114 ⾦屋（南側） ⿃取県⿃取市⽤瀬町古⽤瀬38-3先 南部⽀線

115 ⿃取県⿃取市⽤瀬町古⽤瀬79-3先 南部⽀線

116 原（東側） ⿃取県⿃取市⽤瀬町古⽤瀬79-3先 南部⽀線

117 ⿃取県⿃取市⽤瀬町⽤瀬75-1先 南部⽀線

118 ⽤瀬⼩学校前（東側） ⿃取県⿃取市⽤瀬町⽤瀬75-1先 南部⽀線

119 ⿃取県⿃取市⽤瀬町別府65先 南部⽀線

120 中学校前（東側） ⿃取県⿃取市⽤瀬町別府65先 南部⽀線

121 ⿃取県⿃取市⽤瀬町別府164先 南部⽀線

122 別府（東側） ⿃取県⿃取市⽤瀬町別府153先 南部⽀線

123 ⽤瀬（北側） ⿃取県⿃取市⽤瀬町⽤瀬477-8先 南部⽀線

124 ⽤瀬（南側） ⿃取県⿃取市⽤瀬町⽤瀬471-8先 南部⽀線

125 ⽤瀬駅前 ⿃取県⿃取市⽤瀬町⽤瀬500先 南部⽀線

126 鷹狩（北側） ⿃取県⿃取市⽤瀬町鷹狩729-1先 南部⽀線

127 鷹狩（南側） ⿃取県⿃取市⽤瀬町鷹狩784-1先 南部⽀線

128 ⿃取県⿃取市⽤瀬町鷹狩3-2先 南部⽀線

129 ⼤村保育所前 ⿃取県⿃取市⽤瀬町鷹狩32-1先 南部⽀線

130 旭ヶ丘 ⿃取県⿃取市⽤瀬町鷹狩240-1先 南部⽀線

131 下平 ⿃取県⿃取市⽤瀬町⾚波6先 南部⽀線

132 ⾚波 ⿃取県⿃取市⽤瀬町⾚波539先 南部⽀線

133 ⿃取県⿃取市⽤瀬町別府430-4先 南部⽀線

134 別府上（東側） ⿃取県⿃取市⽤瀬町別府430-4先 南部⽀線
135 南部⽀線
136 細尾 ⿃取県⿃取市佐治町加茂2639-4先 南部⽀線
137 つく⾕橋 ⿃取県⿃取市佐治町加茂1999先 南部⽀線
138 加茂 ⿃取県⿃取市佐治町加茂1283先 南部⽀線
139 ⼤⽔ ⿃取県⿃取市佐治町加茂734先 南部⽀線
140 福園橋 ⿃取県⿃取市佐治町加茂453-1先 南部⽀線
141 ⿃取県⿃取市佐治町加瀬⽊2542-1先 南部⽀線
142 佐治町総合⽀所前（東側） ⿃取県⿃取市佐治町加瀬⽊2542-1先 南部⽀線
143 保健センター前 ⿃取県⿃取市佐治町加瀬⽊2171-2先 南部⽀線
144 ⾼⼭⼝ ⿃取県⿃取市佐治町加瀬⽊1298先 南部⽀線
145 加瀬⽊ ⿃取県⿃取市佐治町加瀬⽊1238先 南部⽀線
146 渕尻 ⿃取県⿃取市佐治町加瀬⽊1212-1先 南部⽀線
147 加瀬⽊橋 ⿃取県⿃取市佐治町加瀬⽊352先 南部⽀線
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バス停の名称 所在地 路線名
148 森坪 ⿃取県⿃取市佐治町森坪20先 南部⽀線
149 上⼤井 ⿃取県⿃取市佐治町古市199先 南部⽀線
150 ⿃取県⿃取市佐治町古市171-1先 南部⽀線
151 古市（東側） ⿃取県⿃取市佐治町古市165-1先 南部⽀線
152 ⿃取県⿃取市佐治町古市67-10先 南部⽀線
153 津無⼝（東側） ⿃取県⿃取市佐治町古市65-1先 南部⽀線
154 選果場前 ⿃取県⿃取市佐治町葛⾕31-1先 南部⽀線
155 上葛⾕ ⿃取県⿃取市佐治町古市20-4先 南部⽀線
156 刈地橋（北側） ⿃取県⿃取市佐治町葛⾕175先 南部⽀線
157 刈地橋（南側） ⿃取県⿃取市佐治町葛⾕175先 南部⽀線
158 葛⾕ ⿃取県⿃取市佐治町葛⾕30-4先 南部⽀線
159 ⼩原 ⿃取県⿃取市佐治町葛⾕14-26先 南部⽀線
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