
申請書作成の手引き
（路線定期運行編）

中部運輸局自動車交通部旅客第一課    



　①路線に関する事項

　③停留所の名称及び位置並びに停留所間のキロ程

　路線を認可する際は、提示された諸元をもとに支障の有無を判断しております
ので、ある路線にて、予め通行可能な車両の諸元の上限として認可を受けた諸元
を超える車両を運行しようとする際には、その路線を当該車両が通行可能かどう
かを確認するため、改めて認可を受ける必要があります。

　一般乗合旅客自動車運送事業（路線定期運行）を運行するにあたっては、他の旅客自
動車運送事業と同様に、事業計画を定め、これに基づいて事業を運営して頂くこととな
ります。

　一般乗合旅客自動車運送事業（路線定期運行）において定める事業計画は、他の旅客
自動車運送事業と共通の、
　・主たる事務所及び営業所の名称及び位置
　・営業所別配置車両数
　・自動車車庫の位置及び収容能力
　といった項目のほか、以下の三項目を定める必要があります。

　また、バスを運行するにあたって、事業計画を基にどのような運行を行なうかを定め
た、運行計画を予め設定する必要があります。
　これは、具体的には以下の二つの事項について定めることとなります。

　②各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大で
　　あるものの当該長さ、幅、高さ

　道路上に停留所を設置する際には、道路法に基づく道路占有許可及び道路交通
法に基づく道路使用許可を受ける必要があります。
　設置する停留所の標識が通行の妨げとなったり、乗降車の為の駐停車が他の交
通を妨げたり交通安全上の問題を生じる場合などには、道路占有許可・道路使用
許可が下りず、停留所として使用できない場合があります。
　停留所の設置箇所や運行経路を検討する際には、そういった問題が無いかどう
かを予め確認しておき、運行開始までに必要な手続きを終了しておく必要があり
ます。

　路線上に設定された旅客が乗降を行なう地点を停留所と呼びます。
　停留所を新設・廃止する場合、設置位置や停留所の名称を変更する場合には、
予め届出が必要となります。

　乗合バスを運行する経路は、運行する車両が安全に、確実に通行できるもので
なくてはなりません。
　これを担保するために、実際に運行を行なうにあたって支障がないか（運行管
理上問題がないか、道路構造上・交通安全上の問題はないか、など）を、予め確
認の上認可を受けることになっています。
　この運行にあたって支障が無いことの確認を受け、認可された経路が「路線」
であり、この「路線」を表すために記載すべき事項が「路線に関する事項」で
す。

　路線の認可の際、道路構造上・交通安全上の支障の有無を確認する際に必要と
なるデータであり、路線の認可と同時に認可されます。

　④運行系統

　⑤地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時間帯における運行系統ごとの運行回数
　　並びに始発及び終発の時刻

　運行ダイヤ等の概略を記載したものです。
　系統の新設に伴い運行時刻を設定する場合、運行時刻や回数を変更する場合に
は、予め届出が必要となります。
（その他、一年を通じ継続して運行しない運行系統がある場合は、その
　運輸する期間を設定する必要があります）

　運行する際の路線上の順路（起点及び終点となる停留所と、その途中通過する
停留所及びその経由する順序・経路）を定めたものです。
　系統を新設・廃止する場合は、予め届出が必要となります。
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9:0030 4035 4545 55
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13:0030 4035 4545 55 0 1010 2015 25
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往

団地線

　今回は、説明のための例として、以下のような経路・時刻設定でバスを運行す
ることになったと仮定します。
　①団地線
　　団　地　～　小学校　～　　駅（往復）…基本系統
　②団地・駅線
　　団　地　～　駅　…朝夕の通勤通学客を対象（小学校は停車しない）

往 復

団地・駅線

復

　この経路を、単純に地図上に表すと、以下の図のようになります。

　上図の場合、駅前がロータリーになって
いるため、駅から団地へ向かう復路の際の
実際の運行経路はロータリーに沿うかたち
となりますので、実際の走行経路は右図の
ようになります。

団　地

小学
駅



○事業計画
　①路線に関する事項

　なお、ロータリーに乗り入れる場合な
ど、右図のように路線がループ状になる場
合は、ループの最奥部を終点として路線を
設定して下さい。
（右図の水色の部分は、経路の表示として
線は記載して頂きますが、地番等の記載は
必要ありません）

　このように、路線と路線に関する事項等を図示したものが「路線図」です。

　路線に関する事項として記載して頂く項目は、以下のとおりです。
  ①起点及び終点の地名及び地番
　　　　…区分した路線の区間の端と端（起点と終点）の地名地番です。
　②キロ程
　　　　…①の区間の距離です。
　③道路種別
　　　　…①の区間の道路種別（国道・県道・市町村道・私道）です。
　④道路幅員
　　　　…①の区間の道路の幅です。（一番細いところの幅を記載して下さい）
　⑤道路管理者
　⑥方位及び縮尺

　認可を受けるにあたって、申請書に路線を記載する際には、道路種別ごとに路
線を区分して記載して頂きます。

　路線の起点及び終点の地名地番を記載す
る際、私有地内に路線の起点・終点が存在
する場合には、その土地の地番を記載する
こととなりますが、道路上に起点・終点が
存在する場合には、道路には通常地番が設
定されていないため、地名地番を表記する
ことができません。
　このため、道路周辺の土地の地名地番を
基にして「○○番地の前の道路」という意
味の、「○○番地先」という形で表記する
こととなります。
　　道路の起点終点の地名地番は、ご自身
であらかじめ道路管理者へ照会する方法が
ありますが、自治体等から委託されたコ
ミュニティバス等の申請については、自治
体担当者に取りまとめていただく方法もあ
ります。

申請路線①
起点：◎◎県○○市△△町ｎ番地先
終点：◎◎県○○市□□町ｎ番地先

道路種別：県道（○号線）

道路幅員：7ｍ　キロ程：2.2km

申請路線②
起点：◎◎県○○市□□町ｎ番地先
終点：◎◎県○○市××町ｎ番地先

道路種別：市道（□□××線）

道路幅員：6ｍ　キロ程：1.6km

申請路線③
起点：◎◎県○○市××町ｎ番地先
終点：◎◎県○○市※※町ｎ番地先

道路種別：市道（××※※線）

道路幅員：6ｍ　キロ程：1.6km

申請路線④
起点：◎◎県○○市※※町ｎ2番地先
終点：◎◎県○○市※※町ｎ番地先
道路種別：私有地（○○駅構内）
幅員：5ｍ　キロ程：0.1km

１番地 ２番地

申請路線
起点：◎◎県○○市※※町２番地先
終点：◎◎県○○市※※町１番地
道路種別：私有地（○○病院構内）
キロ程：0.2km

１番地

１番地先 ２番地先

２番地

 1/25,000



申請路線①
　起点：◎◎県○○市△△町ｎ番地先
　終点：◎◎県○○市□□町ｎ番地先
　道路種別：県道（○号線）
　道路幅員：7ｍ　キロ程：2.2km
　道路管理者：◎◎県（○○建設事務所）

申請路線②
　起点：◎◎県○○市□□町ｎ番地先
　終点：◎◎県○○市××町ｎ番地先
　道路種別：市道（□□××線）
　道路幅員：6ｍ　キロ程：1.6km　
　道路管理者：◎◎県○○市

申請路線③
　起点：◎◎県○○市××町ｎ番地先
　終点：◎◎県○○市※※町ｎ番地先
　道路種別：市道（××※※線）
　道路幅員：6ｍ　キロ程：1.6km
　道路管理者：◎◎県○○市

申請路線④
　起点：◎◎県○○市※※町ｎ2番地先
　終点：◎◎県○○市※※町ｎ番地先
　道路種別：私有地（○○駅構内）
　幅員：5ｍ　キロ程：0.1km
　管理者：○○駅

　なお、路線は、運送事業者ごとに設定・認可することとなり、系統ごとに設定
していただく必要はありません。
　複数の系統を設定し、それらが共通の路線を走行する場合であっても、申請区
間は重複しないように記載して下さい。
　また、運行経路の変更・系統の新設により路線延長認可申請を行う際は、新た
に必要となる路線のみを申請して下さい。
　すでに認可を受けている路線のみで新たな系統の運行経路を賄える場合は、路
線認可申請を行う必要はありません。

　申請にあたっては、申請書に「路線に関する事項」を記載して頂き、「路線
図」を添付頂くこととなります。

　また、系統の廃止、変更などに伴い、路線が不要となる場合には、路線を廃止
する必要があります。

　たとえば、上図の青の系統を廃止し、赤の系統を新設する場合は、下図のよう
な形で路線の廃止・新設を行なうこととなります。

団

小学
駅

病　院



延長する路線
①
　起点：◎◎県○○市△△町ｎ2番地先
　終点：◎◎県○○市◎◎町ｎ番地先
　道路種別：県道（△号線）
　道路幅員：8ｍ　キロ程：1.6km
　道路管理者：◎◎県（○○建設事務所）

②
　起点：◎◎県○○市◎◎町ｎ番地先
　終点：◎◎県○○市××町ｎ番地先
　道路種別：県道（×号線）
　道路幅員：5ｍ　キロ程：1.7km　
　道路管理者：◎◎県（○○建設事務所）

廃止する路線
①
　起点：◎◎県○○市△△町ｎ2番地先
　終点：◎◎県○○市□□町ｎ番地先
　道路種別：県道（○号線）
　道路幅員：7ｍ　キロ程：1.8km
　道路管理者：◎◎県○○市

②
　起点：◎◎県○○市□□町ｎ番地先
　終点：◎◎県○○市××町ｎ番地先
　道路種別：市道（□□××線）
　道路幅員：6ｍ　キロ程：1.6km　
　道路管理者：◎◎県○○市

下記の事項について記載して頂きます。
配置予定車両の緒元から、項目毎に最も大きい数字を拾って記載して下さい。

ｍ ｍ ｍ kg
高さ配置路線 長さ 幅

　②各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大で
　　あるものの当該長さ、幅、高さ

車両総重量

団　地

小学
駅

廃止する路線②
起点：◎◎県○○市□□町ｎ番地先
終点：◎◎県○○市××町ｎ番地先
道路種別：市道（□□××線）
道路幅員：6ｍ　キロ程：1.6km

申請する路線①
起点：◎◎県○○市△△町ｎ2番地先
終点：◎◎県○○市◎◎町ｎ番地先
道路種別：県道（△号線）
道路幅員：8ｍ　キロ程：1.6km

廃止する路線①
起点：◎◎県○○市△△町ｎ2番地先

終点：◎◎県○○市□□町ｎ番地先

道路種別：県道（○号線）
道路幅員：7ｍ　キロ程：1.8km

申請する路線②
起点：◎◎県○○市◎◎町ｎ番地先
終点：◎◎県○○市××町ｎ番地先
道路種別：県道（×号線）
道路幅員：5ｍ　キロ程：1.7km

病　院

凡例
　　　　　　　　　　　既存路線
　　　　　　　　　　　延長する路線
　　　　　　　　　　　廃止する路線



　③停留所の名称及び位置並びに停留所間のキロ程

※記載例（一般的な事例）

 往：   ↓往 5.70

 復：

 往：

 復：

 往：

 復： 5.70↑復

　申請書への記載にあたっては、系統ごとに下記の表の形で表して頂くこととな
ります。

キロ程（㎞）

小学校

1.201.20
◎◎県○○市△△町ｎ２番地先

団地
◎◎県○○市□□町ｎ番地先

◎◎県○○市△△町ｎ番地先

　停留所をに関する申請書に記載すべき事項として、以下の項目があります。

　①停留所の名称
　　　・・・停留所の通称名です。
　②停留所の位置
　　　・・・停留所（のポール等）を設置する場所です。
　　　　　　道路上であれば、路線の地番表記に準じて「○○番地先」等と表記
　　　　　　します。
　　　　　　私有地等に設置する際には、その地名地番を記載します。
　③停留所間のキロ程
　　　・・・ある停留所とその前後の停留所との間の距離です。

　なお、私有地に停留所を設置する際には、当該私有地の地権者から同意を得る
必要があります。（申請書には、地権者からの同意書等を添付して頂きます）

停留所の名称及び位置並びに停留所間のキロ程
 名　　　称 位　　置

4.50

駅

同上

◎◎県○○市※※町ｎ番地

同上

4.50

　上記一覧表のほか、関係路線と停留所位置を示した地図と、停留所ごとに停留
所設置箇所付近の状況がわかる図を添付してください。



※記載例（フリー乗降）

 往：   ↓往 5.70

 復：

 往：

 復：

 往：

 復： 5.70↑復

キロ程（㎞）

フリー乗降
区間

○運行計画

　また、関係図面として、フリー乗降区間を設定する区間その前後の停留所との
位置関係を示した地図等を添付して下さい。

位　　置 名　　　称

◎◎県○○市△△町ｎ２番地先　まで

◎◎県○○市△△町ｎ番地先 から

1.201.20

停留所の名称及び位置並びに停留所間のキロ程

　フリー乗降区間は、線状の停留所として取り扱います。
　フリー乗降区間を設定する際は、関係路線と停留所位置を示した図面上にフ
リー乗降を行なう区間を図示するとともに、申請書へは下記のような形で表記し
ていただくこととなります。

 復：

小学校

◎◎県○○市□□町ｎ番地先

◎◎県○○市△△町ｎ番地先

4.50

◎◎県○○市□□町ｎ番地先　まで

 往：

同上

◎◎県○○市△△町ｎ２番地先

◎◎県○○市△△町ｎ２番地先　から

◎◎県○○市※※町ｎ番地
駅

4.50

　なお、フリー乗降区間における乗降車の際には、バスが後続車両にとって予期
できない駐停車を行なう事になったり、交通を妨げるなど、交通安全上の問題が
発生する可能性があるため、当該区間をフリー乗降区間として設定することが可
能か否か、予め警察に確認を受けておく必要があります。

同上

団地

団　地

小学
駅

フリー乗降区間



番　号 1 系統名 団地線
起　点 団地 小学校 終　点 駅

番　号 2 系統名
起　点 団地 - 終　点 駅

※記載例（模式図） ※記載例（地図使用）

※記載例（模式図） ※記載例（地図使用）

　⑤地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時間帯における運行系統ごとの運行回数
　　並びに始発及び終発の時刻

系統の新設

系統の新設

（主な経過地）

（主な経過地）

駅

　④運行系統

　申請にあたって、下記の「運行計画概要書」により、申請に関係する運行計画の
概要を記載して頂きます。

届出内容

運行系統

小学校

団地

　運行系統は、運行計画概要書及び運行系統図によって表します。
　運行系統図は、起点・終点の停留所及び途中停留所と、その経由する順序を示
したものです。
　系統毎の運行経路等が判別できるように作成して下さい。
　模式図でも結構ですし、停留所の位置図を流用して、起点及び終点と運行順路
がわかるようにして頂いたものでも結構です。

申請者名 ○○交通株式会社

運行系統

運　行　計　画　概　要　書

小学校

駅

   平成○○年××月△△日届 出 日

　なお、フリー乗降区間を設定する場合には、運行系統図にフリー乗降を行なう
区間を記載して下さい。

団地

届出内容

◎◎県○○市※※町１番地１号住　　所

小学校

団　地

駅

小学校

団　地

駅

フ
リ
ー

乗
降

フリー乗降



運行計画

　　並びに始発及び終発の時刻

　　ただし、系統毎の１日の運行回数が１５回以下の場合は、運行回数ではなく
　運行時刻を記載することとなります。

　　系統毎の運行ダイヤの概略です。
　　運行系統に係る全停留所の通過時刻を定めた時刻表を提出して頂くのが本来
　ですが、手続きが非常に煩雑となるため、
　・始発・終発の時刻
　・地域ごとに定められた時間帯ごとの運行回数
　の２点及びその関連事項を届出事項として扱うこととされています。
　　（地域毎に定められた時間帯については、Ｈ14.1.18中運局公示第237号にて
　　　確認して下さい）


