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事業提案内容

Ｂ．乗降場所（既存バス停留所）
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事業提案内容

Ｂ．乗降場所（既存バス停留所）

２８

１１－４. 乗降場所（詳細場所）
0576-80_地下鉄出戸
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平野B　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 所在地 エリア

1 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
2 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
3 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
4 1804-60 万代長吉店 新設乗降場所 大阪市平野区長吉出戸７丁目１３番先 エリアB
5 1810-60 コミュニティプラザ平野 新設乗降場所 大阪市平野区長吉出戸５丁目３番先 エリアB
6 1807-70 ファミリーマート平野長吉出戸店 新設乗降場所 大阪市平野区長吉出戸８丁目３番先 エリアB
7 1808-60 長吉六反一丁目西 新設乗降場所 大阪市平野区長吉六反１丁目１２番先 エリアB
8 1809-70 長吉六反二丁目北 新設乗降場所 大阪市平野区長吉六反２丁目１番先 エリアB
9 1811-60 長吉出戸南第一住宅６０ 新設乗降場所 大阪市平野区長吉出戸８丁目３番先 エリアB
10 1811-70 長吉出戸南第一住宅７０ 新設乗降場所 大阪市平野区長吉出戸８丁目７番先 エリアB
11 1806-90 長吉六反一丁目東 新設乗降場所 大阪市平野区長吉六反１丁目９番先 エリアB
12 1812-70 ローソン長吉六反二丁目店 新設乗降場所 大阪市平野区長吉六反２丁目３番先 エリアB
13 0583-90 長原北口９０ 新設乗降場所 大阪市平野区長吉長原１丁目５番先 エリアB
14 1813-60 ココカラファイン長原東店 新設乗降場所 大阪市平野区長吉長原東２丁目３番先 エリアB
15 1814-80 長吉川辺三丁目北８０ 新設乗降場所 大阪市平野区長吉川辺３丁目２番先 エリアB
16 1814-90 長吉川辺三丁目北９０ 新設乗降場所 大阪市平野区長吉川辺３丁目１番先 エリアB
17 1815-80 長吉川辺三丁目中８０ 新設乗降場所 大阪市平野区長吉川辺３丁目７番先 エリアB
18 1815-90 長吉川辺三丁目中９０ 新設乗降場所 大阪市平野区長吉川辺３丁目８番先 エリアB
19 1805-60 クラフトパーク６０ 新設乗降場所 大阪市平野区長吉六反１丁目１１番先 エリアB
20 1805-70 クラフトパーク７０ 新設乗降場所 大阪市平野区長吉六反１丁目１１番先 エリアB
21 1687-90 六反東公園９０ 新設乗降場所 大阪市平野区長吉六反５丁目１番先 エリアB
22 1816-70 長吉東部南公園 新設乗降場所 大阪市平野区長吉川辺３丁目１１番先 エリアB
23 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
24 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
25 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
26 1019-60 長吉出戸住宅前６０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉出戸７丁目３番先 エリアB
27 1019-70 長吉出戸住宅前７０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉出戸７丁目８番先 エリアB
28 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
29 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
30 1022-70 六反一丁目７０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉六反１丁目１番先 エリアB
31 1018-80 六反北口８０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉六反１丁目３番先 エリアB
32 1018-90 六反北口９０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉六反１丁目２番先 エリアB
33 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
34 0582-60 出戸南口６０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉出戸５丁目３番先 エリアB
35 0582-70 出戸南口７０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉長原１丁目１番先 エリアB
36 0592-80 長吉六反８０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉六反１丁目１４番先 エリアB
37 0592-90 長吉六反９０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉六反１丁目１１番先 エリアB
38 0577-80 長吉小学校前８０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉長原１丁目２番先 エリアB
39 0577-90 長吉小学校前９０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉長原西１丁目５番先 エリアB
40 0583-10 長原北口１０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉長原１丁目３番先 エリアB
41 0583-70 長原北口７０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉長原２丁目１２番先 エリアB
42 0583-80 長原北口８０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉長原１丁目１０番先 エリアB
43 0584-60 長吉城山６０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉出戸８丁目６番先 エリアB
44 0584-70 長吉城山７０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉長原東１丁目７番先 エリアB
45 0585-80 長吉中学校前８０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉長原東１丁目９番先 エリアB
46 0585-90 長吉中学校前９０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉長原東１丁目６番先 エリアB
47 0589-80 六反西口８０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉六反３丁目５番先 エリアB
48 0589-90 六反西口９０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉六反２丁目５番先 エリアB
49 0590-60 六反南口６０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉六反３丁目６番先 エリアB
50 0590-70 六反南口７０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉六反３丁目１５番先 エリアB
51 1742-90 長吉六反三丁目 既存バス停留所 大阪市平野区長吉六反３丁目１９番先 エリアB
52 1687-80 六反東公園８０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉六反４丁目７番先 エリアB
53 0591-70 六反東住宅前７０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉六反５丁目８番先 エリアB
54 0591-90 六反東住宅前９０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉六反５丁目６番先 エリアB
55 0586-80 長吉長原８０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉長原東２丁目１８番先 エリアB
56 0586-90 長吉長原９０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉長原東２丁目６番先 エリアB
57 0587-80 長原東第四住宅前８０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉長原東３丁目１２番先 エリアB
58 0587-90 長原東第四住宅前９０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉長原東３丁目８番先 エリアB
59 0588-80 長吉長原東三丁目８０ 既存バス停留所 大阪市平野区長吉長原東３丁目１１番先 エリアB
60 0576-80 地下鉄出戸 既存バス停留所 大阪市平野区長吉出戸４丁目５番先 エリアB
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