
道路交通法の一部改正に係る停留所の届出等について 

 

道路交通法の一部を改正する法律（令和２年法律第 42 号）により、停車及び駐車禁

止場所の規制の除外対象に係る規定が定められました。 

これまで、乗合自動車の停留所においては、標示柱または標示板から 10 メートル以

内は停車及び駐車が禁止されていたところ、地域住民の生活に必要とされる旅客運送を

確保するために有用な、一般旅客自動車運送事業用自動車または自家用有償旅客運送用

自動車については、次の場合において、乗合自動車の停留所における駐停車禁止の規制

から除外され、乗客の乗降や運行時間の調整のため駐停車することができることとなり

ました。（添付資料：別紙１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自家用有償旅客運送で運行する阿賀野市営バスの停留所においては、新潟交通観光バ

ス株式会社が運行する路線バスの停留所と兼用しているもの、近接しているものがある

ことから、阿賀野市地域公共交通会議で路線バスの停留所に阿賀野市営バスが駐停車す

ることへの合意を得て、新潟県公安委員会への届出を行います。（添付資料：別紙２，

別紙３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・関係者（地域公共交通会議等）が合意した場合 

・関係者が合意した旨を県公安委員会が公示した場合 

資料１ 

乗合自動車の停留所に阿賀野市
営バスが駐停車することについ
て、地域公共交通会議にて合意

新潟県公安委員会に届出

新潟県公安委員会において公示

道路交通法第 44 条により、乗合自動車の停留所の

標示柱（標示板）から 10 メートル以内の部分は停

車及び駐車が禁止されていますが、関係者が合意

し、その旨を県公安委員会が公示した場合、自家用

有償旅客運送用自動車や、地域住民の生活に必要な

旅客を確保するための乗合タクシーなども駐停車

ができるようになりました。 

10ｍ以内 10ｍ以内

乗合自動車の停留所

×

停車及び駐車の禁止場所 



 

【添付資料の説明】 

別紙１ 道路交通法（抜粋） 改正後の道路交通法の該当条

文です。 

別紙２ バス停留所一覧表 

（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） 

阿賀野市営バスが駐停車する

乗合自動車の停留所の一覧で

す。 

別紙３ 阿賀野市内の乗合自動車の停留所又はトロリー

バス若しくは路面電車の停留場における一般旅

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（案） 

県公安委員会への届出に添付

して提出する関係者間の合意

書（案）です。 

地域公共交通会議で合意を得

て、提出します。 

※押印は省略して提出します。 
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（停車及び駐車を禁止する場所） 

第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げ

るその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止

するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 

一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はト

ンネル 

二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分 

三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分 

四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端

からそれぞれ前後に十メートル以内の部分 

五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は

標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分（当該停留所又は停留場に係る運行

系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。） 

六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分 

（罰則 第一項については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一

項第一号、同条第二項） 

２ 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 

一 乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、

乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき。 

二 道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車（同号イ

に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車にあつては同法第五条第一項

第三号に規定する路線定期運行の用に供するものを除く。第四十九条の三第一項において

「一般旅客自動車運送事業用自動車」という。）又は同法第七十八条第二号に規定する自家

用有償旅客運送の用に供する自動車（同項において「自家用有償旅客運送自動車」という。）

が、乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場において、乗客の乗降

のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき（当該停留所又は停留場に

おける停車又は駐車であつて、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であ

り、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、内閣府令で定めるところに

より、同法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者、公安委員会その他の当

該停車又は駐車に関係のある者として内閣府令で定める者が合意し、その旨を公安委員会が

公示したものをする場合に限る。）。 

（昭三九法九一・昭四六法九八・昭五三法五三・平二法七三・平一六法九〇・平一九

法九〇・令二法四二・一部改正） 

道路交通法（抜粋） 
（別紙１） 



 

 

バス停留所一覧表 

 

新潟交通観光バス株式会社が運行、管理する次のバス停留所となる。 

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 

通番 停留所名称 所在地 上下線別等 

1 水原中学前 阿賀野市学校町 9 番 9 号先 上り線（BC 行） 

2 水原中学前 阿賀野市金田町 5 番 44 号先 下り線（五泉行） 

3 南郷 阿賀野市保田 2760 番地 5 先 下り線（五泉行） 

4 南郷 阿賀野市保田 2746 番地 3 先 上り線（阿賀野市行） 

5 新保 阿賀野市保田 93 番地先 上り線（五泉行） 

6 新保 阿賀野市保田 93 番地先 下り線（阿賀野市行） 

7 阿賀野高校前 阿賀野市岡山町 12 番 14 号先 下り線（水原行） 

8 阿賀野高校前 阿賀野市岡山町 11 番 43 号先 上り線（BC 行き） 

9 水原岡山町 阿賀野市岡山町 1 番 27 号先 上り線（BC 行き） 

10 水原 阿賀野市下条町 2 番 2 号先 上り線（BC 行き） 

11 水原 阿賀野市下条町 1 番 10 号先 下り線（瓢湖前） 

12 水原仲町 阿賀野市中央町二丁目 10 番 20 号先 上り線（BC 行き） 

13 瓢湖 阿賀野市外城町 16－15 号先 上り線（BC 行き） 

14 瓢湖 阿賀野市日の出町 7 番 115 号先 終点 

15 大野 阿賀野市庄ヶ宮字沢田 662 番地 2 先 下り線（五泉行） 

16 保田学校前 阿賀野市下学校町 4419 番地先 下り線（五泉行） 

17 保田学校前 阿賀野市下学校町 4342 番地先 上り線（BC 行き） 

18 阿賀浦橋東詰 阿賀野市下里 683 番地先 上り線（BC 行き） 

19 阿賀浦橋東詰 阿賀野市下里 678 番地先 下り線（京ヶ瀬行き） 

 

（別紙２） 



令和３年 ７月１６日 

 

新潟交通観光バス株式会社 古 田  哲 

新潟県公安委員会委員長 阿 部  隆 

阿賀野市長 田中 清善 

北陸信越運輸局長 平井 隆志 

 

阿賀野市内の乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場に

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、阿賀

野市内の乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場における

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 

又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場の名称 

  別紙「バス停留所一覧表」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 

  次の（１）に掲げる運行事業者が（２）に掲げる事業形態により行う（３）に 

掲げる事業の用に供するものとする。 

（１）運行事業者 

    阿賀野市 

（２）事業形態 

    自家用有償旅客運送 

（３）事業 

    阿賀野市営バスの運行 

 

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 

   なし。 

 

（別紙３） （案） 
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