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Ｂ．乗降場所（既存バス停留所）

１１－４. 乗降場所（詳細場所）
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事業提案内容

Ｂ．乗降場所（既存バス停留所）

３８

１１－４. 乗降場所（詳細場所） 0689-80_地下鉄南巽駅

0689-80

1052-60_加美北三丁目６０
1052-70_加美北三丁目７０

1052-60

1052-70

1007-90

1007-80_加美北幼稚園前８０
1007-90_加美北幼稚園前９０
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事業提案内容

Ｂ．乗降場所（既存バス停留所）

３９

１１－４. 乗降場所（詳細場所）
0922-60_加美北四丁目６０
0922-90_加美北四丁目９０

0922-60

0922-90

1051-60_加美長沢住宅前６０
1051-70_加美長沢住宅前７０

1051-60

1051-70

0618-80_加美北五丁目８０
0618-90_加美北五丁目９０

0618-90

0618-80
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事業提案内容

Ｂ．乗降場所（既存バス停留所）

４０

１１－４. 乗降場所（詳細場所）
0617-80_加美北八丁目８０
0617-90_加美北八丁目９０

0617-80

0617-90

1021-60_加美正覚寺住宅前６０
1021-70_加美正覚寺住宅前７０

1021-60

1021-70
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平野Ａ　乗降場所リスト（参考資料）

No. 乗降場所番号 乗降場所名称 分類
フェーズ②
から追加

所在地 エリア

1 1788-90 ＪＲ平野駅ロータリー 新設乗降場所 大阪市平野区平野元町９丁目１３番先 エリアA
2 1791-70 平野北二丁目 新設乗降場所 大阪市平野区平野北２丁目１４番先 エリアA
3 1789-60 加美正覚寺一丁目南 新設乗降場所 大阪市平野区加美正覚寺１丁目２２番先 エリアA
4 1787-90 加美正覚寺一丁目東 新設乗降場所 大阪市平野区加美正覚寺１丁目１８番先 エリアA
5 1820-80 加美正覚寺二丁目西 新設乗降場所 大阪市平野区加美正覚寺２丁目８番先 エリアA
6 1785-60 加美正覚寺東住宅二号館 新設乗降場所 大阪市平野区加美正覚寺３丁目３番先 エリアA
7 1784-70 加美神明公園 新設乗降場所 大阪市平野区加美東１丁目６番先 エリアA
8 1786-80 加美東二丁目 新設乗降場所 大阪市平野区加美東２丁目６番先 エリアA
9 1790-60 加美神明第二住宅 新設乗降場所 大阪市平野区加美東２丁目１１番先 エリアA
10 1793-90 加美東六丁目 新設乗降場所 大阪市平野区加美東６丁目９番先 エリアA
11 1794-90 加美西一丁目北 新設乗降場所 大阪市平野区加美西１丁目１１番先 エリアA
12 1798-80 加美西一丁目南８０ 新設乗降場所 大阪市平野区加美西１丁目１７番先 エリアA
13 1798-90 加美西一丁目南９０ 新設乗降場所 大阪市平野区加美西１丁目８番先 エリアA
14 1797-60 平野区老人福祉センター６０ 新設乗降場所 大阪市平野区加美鞍作１丁目２番先 エリアA
15 1797-70 平野区老人福祉センター７０ 新設乗降場所 大阪市平野区加美鞍作１丁目９番先 エリアA
16 1796-70 加美東七丁目 新設乗降場所 大阪市平野区加美東７丁目２番先 エリアA
17 1799-70 ＯｎｅＰａｒｋ加美西二丁目 新設乗降場所 大阪市平野区加美西２丁目１０番先 エリアA
18 0603-80 加美南四丁目８０ 新設乗降場所 大阪市平野区加美南４丁目３番先 エリアA
19 1800-80 ローソン平野加美南店 新設乗降場所 大阪市平野区加美南５丁目１２番先 エリアA
20 1802-60 ローソン長吉出戸三丁目店 新設乗降場所 大阪市平野区長吉出戸３丁目３番先 エリアA/B共通
21 1803-80 長吉公園８０ 新設乗降場所 大阪市平野区長吉出戸６丁目８番先 エリアA/B共通
22 1803-90 長吉公園９０ 新設乗降場所 大阪市平野区長吉出戸５丁目４番先 エリアA/B共通
23 0617-40 加美北八丁目４０ 新設乗降場所 大阪市平野区加美北８丁目１９番先 エリアA
24 1810-90 コミュニティプラザ平野敷地内 新設乗降場所 大阪市平野区長吉出戸５丁目３－５８ エリアA
25 1828‐70 コスモス加美北店 新設乗降場所 ○ 大阪市平野区加美北７丁目５−１２ エリアA
26 1824-70 大阪市営加美北住宅 新設乗降場所 ○ 大阪市平野区加美北８丁目１４−１前 エリアA
27 1826-70 衣摺加美北駅ロータリー 新設乗降場所 ○ 大阪府東大阪市衣摺６丁目１１ エリアA
28 1822-70 加美北三丁目東 新設乗降場所 ○ 大阪市平野区加美北３丁目６－２６前 エリアA
29 1823-90 加美北六丁目北 新設乗降場所 ○ 大阪市平野区加美北６丁目５−９ エリアA
30 1831-60 大阪シティ信用金庫加美北支店６０ 新設乗降場所 ○ 大阪市平野区加美北３丁目８ー２３ エリアA
31 1825-80 平野下水処理場前 新設乗降場所 ○ 大阪市平野区加美北２丁目５−６３ エリアA
32 1827-70 ローソン加美北四丁目店 新設乗降場所 ○ 大阪市平野区加美北４丁目７−２ エリアA
33 1829-90 加美北七丁目 新設乗降場所 ○ 大阪市平野区加美北７丁目１－１９ エリアA
34 1830-90 加美柿花公園 新設乗降場所 ○ 大阪市平野区加美北６丁目１２−１５ エリアA
35 1831-70 大阪シティ信用金庫加美北支店７０ 新設乗降場所 ○ 大阪市平野区加美北３丁目１２−１ エリアA
36 1832-70 加美北五丁目北 新設乗降場所 ○ 大阪市平野区加美北５丁目６−２２ エリアA
37 1833-70 ローソン加美北一丁目店 新設乗降場所 ○ 大阪市平野区加美北１丁目１３−１ エリアA
38 1834-70 加美北六丁目南７０ 新設乗降場所 ○ 大阪市平野区加美北６丁目９－６付近 エリアA
39 1834-60 加美北六丁目南６０ 新設乗降場所 ○ 大阪市平野区加美北６丁目２－３２ エリアA
40 0692-10 両国橋１０ 既存バス停留所 大阪市平野区平野北１丁目１番先 エリアA
41 0692-20 両国橋２０ 既存バス停留所 大阪市平野区平野北１丁目８番先 エリアA
42 0923-80 加美正覚寺８０ 既存バス停留所 大阪市平野区加美正覚寺２丁目１番先 エリアA
43 0923-90 加美正覚寺９０ 既存バス停留所 大阪市平野区加美正覚寺１丁目７番先 エリアA
44 0624-70 加美東三丁目北 既存バス停留所 大阪市平野区加美東３丁目４番先 エリアA
45 0596-80 平野西口８０ 既存バス停留所 大阪市平野区平野上町１丁目２番先 エリアA
46 0596-90 平野西口９０ 既存バス停留所 大阪市平野区西脇３丁目８番先 エリアA
47 0619-80 ＪＲ平野駅８０ 既存バス停留所 大阪市平野区平野宮町１丁目１番先 エリアA
48 0619-90 ＪＲ平野駅９０ 既存バス停留所 大阪市平野区平野元町８番先 エリアA
49 0597-60 ＪＲ平野駅筋６０ 既存バス停留所 大阪市平野区平野宮町１丁目４番先 エリアA
50 0597-70 ＪＲ平野駅筋７０ 既存バス停留所 大阪市平野区平野上町１丁目５番先 エリアA
51 0597-90 ＪＲ平野駅筋９０ 既存バス停留所 大阪市平野区平野元町７丁目３番先 エリアA
52 0621-60 加美正覚寺二丁目６０ 既存バス停留所 大阪市平野区加美正覚寺２丁目１１番先 エリアA
53 0621-70 加美正覚寺二丁目７０ 既存バス停留所 大阪市平野区加美正覚寺４丁目１番先 エリアA
54 0616-81 加美小学校前８１ 既存バス停留所 大阪市平野区加美正覚寺３丁目１４番先 エリアA
55 0616-90 加美小学校前９０ 既存バス停留所 大阪市平野区加美正覚寺３丁目１３番先 エリアA
56 0616-91 加美小学校前９１ 既存バス停留所 大阪市平野区加美正覚寺４丁目６番先 エリアA
57 0622-60 加美東一丁目６０ 既存バス停留所 大阪市平野区加美東１丁目１０番先 エリアA
58 0622-70 加美東一丁目７０ 既存バス停留所 大阪市平野区加美東４丁目１５番先 エリアA
59 0623-60 加美東三丁目６０ 既存バス停留所 大阪市平野区加美東３丁目１６番先 エリアA
60 0623-70 加美東三丁目７０ 既存バス停留所 大阪市平野区加美東６丁目２番先 エリアA
61 0598-60 平野宮前６０ 既存バス停留所 大阪市平野区平野宮町１丁目９番先 エリアA
62 0598-70 平野宮前７０ 既存バス停留所 大阪市平野区平野上町２丁目７番先 エリアA
63 0599-61 平野宮町二丁目６１ 既存バス停留所 大阪市平野区平野宮町２丁目９番先 エリアA
64 0599-70 平野宮町二丁目７０ 既存バス停留所 大阪市平野区平野上町２丁目１０番先 エリアA
65 0600-60 平野東一丁目６０ 既存バス停留所 大阪市平野区平野市町３丁目１２番先 エリアA
66 0600-70 平野東一丁目７０ 既存バス停留所 大阪市平野区平野東１丁目８番先 エリアA
67 0600-71 平野東一丁目７１ 既存バス停留所 大阪市平野区平野東１丁目９番先 エリアA
68 0608-80 加美８０ 既存バス停留所 大阪市平野区加美鞍作１丁目３６７番３ エリアA
69 0608-90 加美９０ 既存バス停留所 大阪市平野区加美西１丁目１８番先 エリアA
70 1020-60 加美南二丁目 既存バス停留所 大阪市平野区加美南２丁目２番先 エリアA
71 0601-60 加美鞍作三丁目６０ 既存バス停留所 大阪市平野区加美鞍作３丁目２番先 エリアA
72 0601-70 加美鞍作三丁目７０ 既存バス停留所 大阪市平野区加美西２丁目１１番先 エリアA
73 0602-60 加美南三丁目６０ 既存バス停留所 大阪市平野区加美鞍作３丁目９番先 エリアA
74 0602-70 加美南三丁目７０ 既存バス停留所 大阪市平野区加美鞍作３丁目１２番先 エリアA
75 1023-60 加美南五丁目６０ 既存バス停留所 大阪市平野区加美南５丁目７番先 エリアA
76 1023-70 加美南五丁目７０ 既存バス停留所 大阪市平野区加美南５丁目６番先 エリアA
77 0901-30 加美南南口 既存バス停留所 大阪市平野区加美南５丁目１３番地先 エリアA
78 1080-80 背戸口四丁目８０ 既存バス停留所 大阪市平野区平野本町１丁目１番先 エリアA
79 1080-90 背戸口四丁目９０ 既存バス停留所 大阪市平野区背戸口４丁目２番先 エリアA
80 0557-11 平野区役所前１１ 既存バス停留所 大阪市平野区背戸口３丁目８番先 エリアA
81 0557-20 平野区役所前２０ 既存バス停留所 大阪市平野区平野西３丁目４番先 エリアA
82 1015-10 地下鉄平野１０ 既存バス停留所 大阪市平野区背戸口５丁目６番先 エリアA
83 1015-20 地下鉄平野２０ 既存バス停留所 大阪市平野区平野西５丁目１番先 エリアA
84 1427-20 平野西四丁目２０ 既存バス停留所 大阪市平野区平野西４丁目１番先 エリアA
85 0981-80 西出戸８０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉出戸４丁目１番先 エリアA
86 0981-90 西出戸９０ 既存バス停留所 大阪市平野区喜連東５丁目１５番先 エリアA/B共通
87 0581-60 中出戸６０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉出戸２丁目６番先 エリアA/B共通
88 0581-70 中出戸７０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉出戸４丁目３番先 エリアA/B共通
89 0983-60 長吉出戸小学校前６０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉出戸３丁目２番先 エリアA/B共通
90 0983-70 長吉出戸小学校前７０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉出戸６丁目２番先 エリアA/B共通
91 0976-90 出戸バスターミナル９０ 既存バス停留所 大阪市平野区喜連東５丁目１６番先 エリアA/B共通
92 0689-80 地下鉄南巽駅 既存バス停留所 ○ 大阪市生野区巽東２丁目１９−２４ エリアA
93 1052-60 加美北三丁目６０ 既存バス停留所 ○ 大阪市平野区加美北１丁目２３番先 エリアA
94 1052-70 加美北三丁目７０ 既存バス停留所 ○ 大阪市平野区加美北３丁目３番先 エリアA
95 1007-80 加美北幼稚園前８０ 既存バス停留所 ○ 大阪市平野区加美北４丁目２番先 エリアA
96 1007-90 加美北幼稚園前９０ 既存バス停留所 ○ 大阪市平野区加美北４丁目１番先 エリアA
97 0922-60 加美北四丁目６０ 既存バス停留所 ○ 大阪市平野区加美北４丁目６番先 エリアA
98 0922-90 加美北四丁目９０ 既存バス停留所 ○ 大阪市平野区加美北４丁目５番先 エリアA
99 1051-60 加美長沢住宅前６０ 既存バス停留所 ○ 大阪市平野区加美北５丁目６番先 エリアA
100 1051-70 加美長沢住宅前７０ 既存バス停留所 ○ 大阪市平野区加美北５丁目９番先 エリアA
101 0618-80 加美北五丁目８０ 既存バス停留所 ○ 大阪市平野区加美北５丁目１０番先 エリアA
102 0618-90 加美北五丁目９０ 既存バス停留所 ○ 大阪市平野区加美北５丁目９番先 エリアA
103 0617-80 加美北八丁目８０ 既存バス停留所 ○ 大阪市平野区加美北８丁目１４番先 エリアA
104 0617-90 加美北八丁目９０ 既存バス停留所 ○ 大阪市平野区加美北８丁目１０番先 エリアA
105 1021-60 加美正覚寺住宅前６０ 既存バス停留所 ○ 大阪市平野区加美北６丁目１６番先 エリアA
106 1021-70 加美正覚寺住宅前７０ 既存バス停留所 ○ 大阪市平野区加美正覚寺１丁目２番先 エリアA
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