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駐停車について
令和２年12月１日に施行された道路交通法の改正により、乗合自動車（道路交通法上の乗合
自動車をいう。以下同じ。）を除く道路運送法に規定する一般旅客自動車運送事業及び自家用
有償旅客運送（市町村運営有償運送、過疎地有償運送及び福祉有償運送に限る。）の用に供す
る自動車については、
① 地域住民生活に必要な旅客運送であること
② 関係者の合意があること
③ 公安委員会が公示すること
等の要件を満たすことで、指定された乗合自動車の停留所付近における法定の駐停車禁止から、
除外される規定が新設されました。
県下において、同規定を適用している乗合自動車の停留所等につきましては、下表の
とおりです。
乗合自動車及び同規定が適用される自動車以外は、引き続き乗合自動車の停留所付近
は駐停車禁止となりますので、ご注意ください。

2022.9.29

現在

事業名等
運行事業者等
みんなのバス（兵庫区南北バ
ス実証実験）

みなと観光バス株式会社

停留所名（当該停留所に係る主な乗合運送事
業者、方面等）
(１)松原通５丁目（神戸市営バス６系統、兵庫駅
前方面行き）
(２)松原通２丁目（神戸市営バス６系統、松原通
５丁目方面行き）
(３)新開地（神戸市営バス65系統、ひよどり台方
面行き）
(４)新開地（神戸市営バス６系統、兵庫駅前方面
行き）
(５)熊野橋（神戸市営バス11系統、神戸駅前方面
行き）
(６)湊川公園西口（神戸市営バス３系統、吉田町
１丁目方面行き）
(７)熊野橋（阪急バス株式会社61系統、神戸駅南
口方面行き）
(８)永沢町（神戸市バス６系統 兵庫駅前方面行
き）
(９)永沢町（神戸市バス６系統 湊川公園経由房
王寺町方面行き）

公示日

(1)～(6)
2020.12.1
1
(7)
2021.2.26
(8).(9)
2021.12.1

まちなかサービス（北区まち
なかサービス実証実験）
筑紫が丘西（みなと観光バス株式会社22系
統・211系統、新神戸駅・三宮山手・神戸モザ
イク前方面行き）

神鉄タクシー株式会社

2020.12.2
3

事業名等
運行事業者等
チョイソコみき（三木市デマ
ンド型交通）

株式会社吉川交通

停留所名（当該停留所に係る主な乗合運送事
業者、方面等）
(１) こまくるび（神姫バス株式会社11系統新三田
駅方面行き及び渡瀬方面行き）
(２) サテライト阪神前（神姫バス株式会社11系統
三田駅方面行き及び渡瀬方面行き）
(３) 福吉（神姫バス株式会社11系統三田駅方面行
き及び渡瀬方面行き）
(４) 桃尾（神姫バス株式会社11系統三田駅方面行
き及び渡瀬方面行き）
(５) 市野瀬（神姫バス株式会社10系統社町駅・社
（車庫前）方面行き及び三田駅方面行き）
(６) 毘沙門（神姫バス株式会社10系統社町駅・社
（車庫前）方面行き及び三田駅方面行き）
(７) 金会（神姫バス株式会社10系統社町駅・社
（車庫前）方面行き及び三田駅方面行き）
(８) 二瀬川（神姫バス株式会社10系統社町駅・社
（車庫前）方面行き及び三田駅方面行き）
(９) 稲田（神姫バス株式会社10系統社町駅・社
（車庫前）方面行き及び三田駅方面行き）
(10) 吉川庁舎前（神姫バス株式会社10系統社町
駅・社（車庫前）方面行き及び三田駅方面行き）
(11) 吉安（神姫バス株式会社10系統社町駅・社
（車庫前）方面行き及び三田駅方面行き）
(12) 吉川中学校前（神姫バス株式会社10系統社町
駅・社（車庫前）方面行き及び三田駅方面行き）
(13) 吉川IC前（神姫バス株式会社10系統社町駅・
社（車庫前）方面行き及び三田駅方面行き）
(14) 大畑（神姫バス株式会社10系統社町駅・社
（車庫前）方面行き及び三田駅方面行き）
(15) 中吉川小学校前（神姫バス株式会社10系統社
町駅・社（車庫前）方面行き及び三田駅方面行
き）
(16) 教会前（神姫バス株式会社10系統社町駅・社
（車庫前）方面行き及び三田駅方面行き）
(17) 潮橋（神姫バス株式会社10系統社町駅・社
（車庫前）方面行き及び三田駅方面行き）
(18) 渡瀬（神姫バス株式会社10系統社町駅・社
（車庫前）方面行き及び三田駅方面行き）
(19) 山の上（神姫バス株式会社16系統吉川庁舎前
方面行き及び三木営業所方面行き）
(20) 長谷（神姫バス株式会社16系統吉川庁舎前方
面行き及び三木営業所方面行き）
(21) 上松（神姫バス株式会社16系統吉川庁舎前方
面行き及び三木営業所方面行き）
(22) ふれあい橋（神姫バス株式会社16系統吉川庁
舎前方面行き及び三木営業所方面行き）
(23) みなぎ台１丁目（神姫バス株式会社11系統新
三田駅方面行き及び渡瀬方面行き）
(24) みなぎ台２丁目（神姫バス株式会社11系統新
三田駅方面行き及び渡瀬方面行き）
(25) みなぎ台（神姫バス株式会社11系統新三田駅
方面行き及び渡瀬方面行き）

公示日

2021.3.31

事業名等
運行事業者等

川西市新型コロナウイルスワ
クチン接種会場への被接種者
送迎事業

停留所名（当該停留所に係る主な乗合運送事
業者、方面等）

公示日

(26) 貸潮坂（神姫バス株式会社11系統新三田駅方
面行き及び渡瀬方面行き）
(27) 大洞辻（神姫バス株式会社11系統新三田駅方
面行き及び渡瀬方面行き）
(28) 吉川総合公園（神姫バス株式会社吉川庁舎前
方面行き及び三宮方面行き）
(29) 二ツ子（神姫バス株式会社吉川庁舎前方面行
き及び三宮方面行き）
(30) 重谷（神姫バス株式会社吉川庁舎前方面行き
及び三宮方面行き）
(31) 四ツ辻（神姫バス株式会社吉川庁舎前方面行
き及び三宮方面行き）
(32) 有安（神姫バス株式会社10系統社町駅・社
（車庫前）方面行き及び三田駅方面行き）
(33) 古市（神姫バス株式会社10系統社町駅・社
（車庫前）方面行き及び三田駅方面行き）
(34) 米田口（神姫バス株式会社50系統健康福祉セ
ンター方面行き及び三木営業所方面行き）
(35) 米田公民館（神姫バス株式会社50系統健康福
祉センター方面行き及び三木営業所方面行き）

2021.3.31

(1)阪急川西能勢口（阪急バス株式会社12系統清和
台営業所行き）
(2)平野（阪急バス株式会社104系統水明台（循
環））

2021.5.21

(1)国道ＪＲ西宮駅前（阪神バス株式会社阪神尼崎
行き）
(2)阪神甲子園（阪神バス株式会社臨時便発着場）
(3) 浜甲子園運動公園前（阪神バス株式会社浜甲
子園団地線阪神甲子園行き）

2021.6.14

阪急バス株式会社

西宮市新型コロナウイルスワ
クチン接種に係るシャトルバ
ス運行事業

阪神バス株式会社

事業名等
運行事業者等

西宮市新型コロナウイルスワ
クチン接種に係るシャトルバ
ス運行事業

停留所名（当該停留所に係る主な乗合運送事
業者、方面等）

公示日

(1)西宮北口（阪急バス株式会社26系統阪神
西宮行き）
(2)浜甲子園運動公園前（阪神バス株式会社
浜甲子園団地線阪神甲子園行き）

2021.6.14

阪急バス株式会社

兵庫県大規模接種のシャトル
バス事業

(1)西宮北口（阪急バス株式会社26系統阪神
西宮行き）
(2)ＪＲ西宮（阪急バス株式会社11系統甲東
園行き）
(3)阪急園田（阪急バス株式会社11系統梅田
行き）
(4)阪急園田おりば（阪急バス株式会社11系
統梅田より到着便）

(1).(2)
2021.6.14
(3).(4)
2021.9.28

阪急バス株式会社

チョイソコいながわ

千軒（阪急バス株式会社73系統能勢町宿野
方面行き及び山下駅前方面行き）

2021.6.22
2022.3.18

御坂（兵庫県三木市志染町御坂242番地先）

2021.10.0
5

日の丸ハイヤー株式会社
淡河町ゾーンバス

一般社団法人淡河町地域振興
推進協議会

事業名等
運行事業者等

徳島南あわじ線

停留所名（当該停留所に係る主な乗合運送事
業者、方面等）

公示日

(1)淡路島南インターチェンジ（南あわじ市
阿那賀601番地の１先）
(2)陸の港西淡（南あわじ市志知鈩443番地の
１先）
(3)イングランドの丘（南あわじ市八木養宜
中字的場池南596番地先）
(4)沼島汽船場前（南あわじ市灘土生1番地の
10先）

2021.12.8

(1)ＪＲ西宮名塩（阪急バス株式会社有馬線
宝塚行き）
(2)赤坂峠（阪急バス株式会社有馬線ＪＲ西
宮名塩・宝塚行き）

2022.5.30

(1)淡路南インターチェンジ（南あわじ市阿
那賀601番地の１先）
(2)陸の港西淡（南あわじ市志知鈩443番地の
１先）
(3)イングランドの丘（南あわじ市八木養宜
中字的場池南596番地先）

2022.7.5

阪急川西能勢口駅（阪急バス株式会社15系統
松が丘方面行き）

2022.8.19

みなと観光バス株式会社

名塩地区コミュニティ交通事
業

阪急タクシー株式会社

徳島空港線

淡路交通株式会社
阪急タクシー株式会社

川西市立総合医療センター輸
送

阪急バス株式会社

事業名等
運行事業者等
小野市デマンドタクシー

小野タクシー株式会社
誠和運輸建設株式会社
ファイブスタータクシー株式
会社

停留所名（当該停留所に係る主な乗合運送事
業者、方面等）

公示日

(1)粟生（河合統合ルート、河合統合スクー
ルバスルート
(2)青野ヶ原町（河合統合ルート）
(3)阿形（西脇ルート）
(4)アメニティくろかわ（北回り循環ルー
ト）
(5)育ヶ丘（南回り循環ルート、山田・樫山
ルート、匠台ルート、山田・樫山スクールバ
スルート）
(6)育ヶ丘西（南回り循環ルート、山田・樫
山ルート）
(7)育ヶ丘東（南回り循環ルート、山田・樫
山ルート）
(8)育ヶ丘南（南回り循環ルート、山田・樫
山ルート）
(9)池尻（南回り循環ルート、山田・樫山
ルート、山田・樫山スクールバスルート）
(10)池田（ひまわりタウンルート、中谷ルー
ト、中谷スクールバスルート）
(11)市場（南回り循環ルート、山田・樫山ス
クールバスルート）
(12)うぐいす台（ひまわりタウンルート、中
谷ルート、中谷スクールバスルート）
(13)王子（鴨池ルート、山田・樫山ルート、
大開ルート、中谷ルート、山田・樫山スクー
ルバスルート）
(14)大上（山田・樫山ルート、山田・樫山ス
クールバスルート）
(15)大島（南回り循環ルート、山田・樫山ス
クールバスルート）
(16)大島中（南回り循環ルート）
(17)大島西（鴨池ルート）
(18)小田上（万勝寺ルート、ひまわりタウン
ルート、中谷ルート、万勝寺スクールバス
ルート、中谷スクールバスルート）
(19)小田下（中谷スクールバスルート）
(20)小田下川北（ひまわりタウンルート、中
谷ルート、中谷スクールバスルート）
(21)小野大池（北回り循環ルート、西脇ルー
ト、鴨池ルート）
(22)小野ニュータウン西（南回り循環ルー
ト）
(23)小野ニュータウン東（南回り循環ルー
ト）
(24)小野本町一丁目（北回り循環ルート、西
脇ルート、鴨池ルート）
(25)小野町駅西（西脇ルート、鴨池ルート）
(26)小野町駅東（鴨池ルート）

2022.9.26

事業名等
運行事業者等
小野市デマンドタクシー
小野タクシー株式会社
誠和運輸建設株式会社
ファイブスタータクシー株式
会社

停留所名（当該停留所に係る主な乗合運送事
業者、方面等）

公示日

(27)買野（ひまわりタウンルート、中谷ルー
ト）
(28)樫山（南回り循環ルート、山田・樫山
ルート、山田・樫山スクールバスルート）
(29)片山（鴨池ルート）
(30)鹿野（万勝寺ルート）
(31)上榊（山田・樫山ルート、山田・樫山ス
クールバスルート）
(32)鴨居（大開ルート、大開スクールバス
ルート）
(33)鴨池（鴨池ルート）
(34)河合中（河合統合ルート）
(35)河合西（河合統合ルート）
(36)管理事務所前（ひまわりタウンルート、
中谷ルート、中谷スクールバスルート）
(37)来住（鴨池ルート）
(38)来住西（鴨池ルート）
(39)来住南（鴨池ルート）
(40)北丘町（万勝寺ルート、北回り循環ス
クールバスルート）
(41)喜多口（ひまわりタウンルート）
(42)北古川（ひまわりタウンルート）
(43)浄谷（北回り循環ルート、中谷ルート、
北回り循環スクールバスルート、中谷スクー
ルバスルート）
(44)久保木（ひまわりタウンルート）
(45)久茂口（鴨池ルート）
(46)グリーンハイツ北（河合統合ルート、河
合統合スクールバスルート）
(47)グリーンハイツ南（河合統合ルート、河
合統合スクールバスルート）
(48)黒川西（北回り循環ルート、南回り循環
ルート、河合統合ルート、万勝寺ルート、ひ
まわりタウンルート、北回り循環スクールバ
スルート、中谷スクールバスルート）
(49)鍬溪温泉前（西脇ルート、鴨池ルート）
(50)県営小野神明団地（南回り循環ルート）
(51)広渡（北回り循環ルート）
(52)広渡西（万勝寺ルート）
(53)広渡廃寺（万勝寺ルート）
(54)栄町（大開ルート、大開スクールバス
ルート）
(55)栄橋（大開ルート、大開スクールバス
ルート）
(56)榊公園南（匠台ルート）
(57)坂下（北回り循環ルート、中谷ルート、
北回り循環スクールバスルート、中谷スクー
ルバスルート）

2022.9.26

事業名等
運行事業者等
小野市デマンドタクシー
小野タクシー株式会社
誠和運輸建設株式会社
ファイブスタータクシー株式
会社

停留所名（当該停留所に係る主な乗合運送事
業者、方面等）

公示日

(58)敷地南（河合統合ルート、ひまわりタウ
ンルート）
(59)下大部（鴨池ルート）
(60)下榊（山田・樫山ルート、山田・樫山ス
クールバスルート）
(61)釈迦堂公園前（南回り循環ルート、西脇
ルート、鴨池ルート、山田・樫山ルート）
(62)浄化センター前（南回り循環ルート、山
田・樫山ルート）
(63)商店街北口（南回り循環ルート、山田・
樫山ルート、大開ルート、中谷ルート、山
田・樫山スクールバスルート）
(64)商店街南口（南回り循環ルート、山田・
樫山ルート、大開ルート、中谷ルート、山
田・樫山スクールバスルート）
(65)昭和町（河合統合ルート、河合統合ス
クールバスルート）
(66)新開地（共進牧場）（北回り循環ルート、
万勝寺ルート、中谷ルート、北回り循環ス
クールバスルート、中谷スクールバスルー
ト）
(67)神社前（大開ルート、大開スクールバス
ルート）
(68)新部（河合統合ルート）
(69)菅田（ひまわりタウンルート、中谷ルー
2022.9.26
ト、中谷スクールバスルート）
(70)住永町（西脇ルート）
(71)住吉町上（ひまわりタウンルート、中谷
ルート、中谷スクールバスルート）
(72)住吉町川南（中谷ルート、中谷スクール
バスルート）
(73)曽根（ひまわりタウンルート、中谷ルー
ト、中谷スクールバスルート）
(74)大開町（大開ルート、大開スクールバス
ルート）
(75)大開中（大開ルート、大開スクールバス
ルート）
(76)大開南（大開ルート、大開スクールバス
ルート）
(77)高田（ひまわりタウンルート）
(78)高山町（中谷ルート、中谷スクールバス
ルート）
(79)匠台（山田・樫山スクールバスルート）
(80)匠台３番地前（匠台ルート）
(81)匠台５番地前（匠台ルート、山田・樫山
スクールバスルート）
(82)匠台１１番地前（匠台ルート、山田・樫
山スクールバスルート）
(83)匠台１７番地前（匠台ルート）

事業名等
運行事業者等
小野市デマンドタクシー
小野タクシー株式会社
誠和運輸建設株式会社
ファイブスタータクシー株式
会社

停留所名（当該停留所に係る主な乗合運送事
業者、方面等）

公示日

(84)匠台１８番地前（匠台ルート）
(85)近津神社前（河合統合ルート、河合統合
スクールバスルート）
(86)テクノプラザ前（匠台ルート、山田・樫
山スクールバスルート）
(87)田園町（鴨池ルート）
(88)天神町（北回り循環ルート、河合統合
ルート、西脇ルート、鴨池ルート、大開ルー
ト、万勝寺ルート、ひまわりタウンルート、
中谷ルート）
(89)天神西（北回り循環ルート、河合統合
ルート、西脇ルート、鴨池ルート、大開ルー
ト、万勝寺ルート、ひまわりタウンルート、
中谷ルート）
(90)天神東ヶ丘（北回り循環ルート）
(91)長尾町（大開ルート、大開スクールバス
ルート）
(92)中島町（北回り循環ルート）
(93)中谷（ひまわりタウンルート、中谷ルー
ト、中谷スクールバスルート）
(94)中町（南回り循環ルート、河合統合ルー
ト、万勝寺ルート、ひまわりタウンルート、
北回り循環スクールバスルート、中谷スクー
ルバスルート）
(95)中町団地（山田・樫山ルート、山田・樫
山スクールバスルート）
(96)中山（万勝寺ルート、万勝寺スクールバ
スルート）
(97)西山（河合統合ルート）
(98)西山町（河合統合ルート）
(99)西脇（西脇ルート）
(100)西脇北（西脇ルート）
(101)葉多（鴨池ルート）
(102)ひまわりタウン（ひまわりタウンルー
ト、中谷ルート）
(103)日吉町（大開ルート、大開スクールバ
スルート）
(104)日吉町口（大開ルート、大開スクール
バスルート）
(105)復井（河合統合ルート）
(106)復井南（河合統合ルート）
(107)福住・小田下（ひまわりタウンルート、
中谷ルート）
(108)二葉（南回り循環ルート、山田・樫山
ルート）
(109)船木（中谷スクールバスルート）
(110)船木町交差点北（ひまわりタウンルー
ト、中谷ルート、中谷スクールバスルート）

2022.9.26

事業名等
運行事業者等
小野市デマンドタクシー
小野タクシー株式会社
誠和運輸建設株式会社
ファイブスタータクシー株式
会社

停留所名（当該停留所に係る主な乗合運送事
業者、方面等）

公示日

(111)船付（山田・樫山ルート、山田・樫山
スクールバスルート）
(112)舟本（西脇ルート）
(113)古川（ひまわりタウンルート）
(114)丸石（大開ルート、大開スクールバス
ルート）
(115)万勝寺（万勝寺ルート、万勝寺スクー
ルバスルート）
(116)万勝寺口（万勝寺ルート、万勝寺ス
クールバスルート）
(117)万勝寺下池（万勝寺ルート、万勝寺ス
クールバスルート）
(118)万勝寺新田（大開ルート、万勝寺ス
クールバスルート）
(119)南山（大開ルート）
(120)南山稲荷（万勝寺ルート、万勝寺ス
クールバスルート）
(121)向山（山田・樫山ルート、山田・樫山
スクールバスルート）
(122)山田中（山田・樫山ルート、山田・樫
山スクールバスルート）
(123)山田西（山田・樫山ルート、山田・樫
山スクールバスルート）
(124)山田東（山田・樫山ルート、山田・樫
山スクールバスルート）
(125)四ツ堂（大開ルート、万勝寺ルート、
万勝寺スクールバスルート）
(126)来迎寺（南回り循環ルート、山田・樫
山スクールバスルート）
(127)流通団地北（匠台ルート）
(128)脇本下西山（万勝寺ルート、万勝寺ス
クールバスルート）
(129)脇本新田（万勝寺ルート、万勝寺ス
クールバスルート）
(130)脇本谷（万勝寺ルート、万勝寺スクー
ルバスルート）
(131)北古川（神姫バス株式会社36系統社方
面行き及び明石駅方面行き）
(132)古川（神姫バス株式会社36系統社方面
行き及び明石駅方面行き、神姫バス株式会社
電鉄小野駅行き及び天神行き）
(133)高田町（神姫バス株式会社36系統社方
面行き及び明石駅方面行き、神姫バス株式会
社電鉄小野駅行き及び天神行き）
(134)鹿野（神姫バス株式会社36系統社方面
行き及び明石駅方面行き、神姫バス株式会社
電鉄小野駅行き及び天神行き）
(135)敷地（神姫バス株式会社36系統社方面
行き及び明石駅方面行き、神姫バス株式会社
電鉄小野駅行き及び天神行き）

2022.9.26

事業名等
運行事業者等
小野市デマンドタクシー
小野タクシー株式会社
誠和運輸建設株式会社
ファイブスタータクシー株式
会社

停留所名（当該停留所に係る主な乗合運送事
業者、方面等）
(136)イオン小野前（神姫バス株式会社36系
統社方面行き及び明石駅方面行き、神姫バス
株式会社電鉄小野駅行き及び天神行き）
(137)小野商工会議所前（神姫バス株式会社
36系統社方面行き及び明石駅方面行き、神姫
バス株式会社電鉄小野駅行き及び天神行き）
(138)小野大池（神姫バス株式会社36系統社
方面行き及び明石駅方面行き、神姫バス株式
会社電鉄小野駅行き及び天神行き）
(139)小野本町一丁目（神姫バス株式会社36
系統社方面行き及び明石駅方面行き、神姫バ
ス株式会社電鉄小野駅行き及び天神行き）
(140)大島（神姫バス株式会社36系統社方面
行き及び明石駅方面行き）
(141)市場（神姫バス株式会社36系統社方面
行き及び明石駅方面行き）
(142)池尻（神姫バス株式会社36系統社方面
行き及び明石駅方面行き）
(143)樫山（神姫バス株式会社36系統社方面
行き及び明石駅方面行き）
(144)育ヶ丘町（神姫バス株式会社36系統社
方面行き及び明石駅方面行き）
(145)榊（神姫バス株式会社電鉄小野駅行き
及び天神行き）
(146)電鉄小野駅（神姫バス株式会社電鉄小
野駅行き及び天神行き）
(147)旭ヶ丘中学校口（神姫バス株式会社電
鉄小野駅行き及び天神行き）
(148)久保木公会堂（神姫バス株式会社電鉄
小野駅行き及び天神行き）
(149)久保木（神姫バス株式会社電鉄小野駅
行き及び天神行き）
(150)中番小学校（神姫バス株式会社電鉄小
野駅行き及び天神行き）
(151)菅田（神姫バス株式会社電鉄小野駅行
き及び天神行き）
(152)船木（神姫バス株式会社電鉄小野駅行
き及び天神行き）
(153)小田下（神姫バス株式会社電鉄小野駅
行き及び天神行き）
(154)小田農協（神姫バス株式会社電鉄小野
駅行き及び天神行き）
(155)小田上（神姫バス株式会社電鉄小野駅
行き及び天神行き）
(156)曽根（神姫バス株式会社電鉄小野駅行
き及び天神行き）
(157)池田（神姫バス株式会社電鉄小野駅行
き及び天神行き）

公示日

2022.9.26

事業名等
運行事業者等

スクールタクシー事業

ファイブスタータクシー
株式会社

停留所名（当該停留所に係る主な乗合運送事
業者、方面等）
(1)木器（神姫バス株式会社23系統波豆川行
き）
(2)伊丹市民健康村口（神姫バス株式会社23
系統波豆川行き）
(3)天満神社前（神姫バス株式会社23系統波
豆川行き）
(4)木器北（神姫バス株式会社23系統波豆川
行き）
(5)波豆川口（神姫バス株式会社23系統波豆
川行き）
(6)乙原公民館前（神姫バス株式会社24系統
母子行き）
(7)乙原バレイ（神姫バス株式会社24系統母
子行き）
(8)永沢寺（神姫バス株式会社24系統母子行
き）
(9)浦山（神姫バス株式会社24系統母子行
き）
(10)上母子（神姫バス株式会社24系統母子行
き）
(11)母子（神姫バス株式会社24系統母子行
き）

公示日

2022.9.29

