
国 自 旅 第 ２ １ ０ 号 

令和元年１２月１３日 

 

中 部 運 輸 局 長 殿 

 

                       自 動 車 局 長 

                            （公印省略） 

 

 

 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の安全性確保対策

について 

 

 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の停留所における安全性確

保対策については、これまでにも関係機関との連携により様々な対策を講じて

きたところであるが、今般、改めて路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送

事業者及び関係行政機関等と共にバス停留所の実態把握及び安全性確保対策を

講じることとしたので、別紙要領に基づき対処されたい。 

 なお、本対策を講じるにあたり、別添２のとおり道路局長及び別添３のとおり

警察庁交通局長に対し協力を要請し、別添４のとおり公益社団法人日本バス協

会会長あて通知したので申し添える。 

  



 別紙 

バス停留所安全性確保対策実施要領 

 

１．バス停留所の抽出 

 ① 各運輸支局等は、各都道府県バス協会と協力し、管内の路線定期運行を行

う一般乗合旅客自動車運送事業者（以下、「バス事業者」という。）を通じ

て交通安全上問題と思われるバス停留所の情報について、様式１を用いて

バス事業者ごとに収集、整理する。 

 

 ② バス事業者は、（１）自らの事業計画に記載されている全てのバス停留所

のうち下記条件に合致するバス停留所及び（２）バス運転士からのヒヤリハ

ット情報やこれまでに営業所等に蓄積された情報に基づく交通安全上問題

と思われるバス停留所その他各都道府県の実情に応じて対策が必要と考え

られるバス停留所をそれぞれ抽出し、所轄警察署毎に、当該バス停留所の所

在地、地図上の位置、バス停留所周辺の交通環境等について、様式１に整理

し、管轄運輸支局又は各都道府県バス協会へ報告する。 

   各都道府県バス協会は、会員事業者からの報告をとりまとめ、管轄運輸支

局へ報告する。 

 【抽出条件】 

○ バスがバス停留所に停車した際に交差点又は横断歩道にその車体がか

かるバス停留所 

○ バスがバス停留所に停車した際に交差点又は横断歩道の前後５メート

ルの範囲にその車体がかかるバス停留所 

 

 ③ 各運輸支局等は、その他の交通安全上問題と思われるバス停留所につい

て、様式２を用いて地域住民や利用者から意見募集を行う。 

 

 ④ 各運輸支局等は、②及び③で収集、整理した情報を様式１にとりまとめ、

本省へ報告する。 

 

２．安全性確保に向けたバス停留所情報の共有、点検、公表 

 ① 各運輸支局等は、バス協会、警察、道路管理者、地方自治体等（以下、関

係機関等という。）の協力を得て、バス停留所安全性確保合同検討会（以下、

検討会という。）を開催し、抽出したバス停留所の情報（リスト（様式３））

を共有する。 

   なお、検討会開催にあたり、構成員が重複するような既存の会議体がある



場合にあっては、当該会議の前後に検討会を開催する等、効率的に運用され

たい。 

 

② 各運輸支局等及びバス事業者は、関係機関等の協力を得つつ、バス停留所

の安全上の優先度の判定を実施するための情報を収集し、バス停留所が所

在する地域の交通環境や道路事情を踏まえ、バス停留所ごとに必要に応じ

て地図上又は現場においてその安全性について確認し、その安全上の優先

度をランク分け（判定）し検討会へ報告する。（ランク分けの手法等につい

ては別途通知する。） 

  なお、上記抽出条件に該当するバス停留所であって、既にバス停留所を存

置した上での安全上のハード対策が講じられているバス停留所について

は、リストから除外できるものとする。 

 

 ③ 検討会は、安全上の優先度の判定を実施したバス停留所のリストを取り

まとめ次第、年度末までに公表するものとするが、あらかじめ各運輸支局等

を通じて本省へ報告し、公表のタイミングについて本省と調整を行うこと。

（一定のまとまりで公表することを想定している。） 

 

３．安全上の優先度に応じたバス停留所の安全対策の検討、決定、対策実行 

 ① 各運輸支局等及びバス事業者は、警察署、道路管理者、地方自治体、自治

会等の協力を得つつ、安全上の優先度の判定を実施したバス停留所ごとに、

以下に示す対応例を参考に講ずべき内容、主体等の安全対策を検討する。 

 

  ＜対策の例＞ 

 (1) バス停留所の移設又は廃止 

  (2) バス停留所を存置した上でのハード対策 

   ・バスベイの新設 

   ・横断歩道の移設又は廃止 

   ・バス停留所付近のガードレール等の設置 等 

 (3) 注意喚起等のソフト対策 

   ・バス停留所付近の注意喚起看板の設置 

   ・車内放送による旅客乗降時のアナウンス 等 

 

 ② 各運輸支局等及びバス事業者は、①の検討の結果、安全上の優先度に応

じ、「バス停留所の移設」、「バス停留所の廃止」、「バス停留所を存置し

た上でのハード対策」のいずれかの安全対策の方針（安全対策実行の予定時



期等を含む。）を決定し、検討会へ報告するものとする。 

  

 ③ 検討会は、バス停留所ごとに検討され報告された内容を確認し、安全上の

優先度を判定されたバス停留所全体に対して講ずべき安全対策の内容、対

応方針をとりまとめるとともに、バス停留所ごとに講ずる安全対策の内容

等を公表する。 

   また、個々のバス停留所に係る安全対策の検討状況や対策実行の進捗状

況について、定期的に検討会を開催（年１回以上を想定）し、フォローアッ

プを実施することにより関係者間で情報共有するとともに、その情報を公

表し、各運輸支局等は本省へ報告するものとする。 

 

４．スケジュール 

 令和元年１２月～  バス停留所の抽出 

 令和２年１月～   安全性確保に向けたバス停留所情報の共有、点検、公表 

 令和２年４月～   安全上の優先度に応じたバス停留所の安全対策の検

討、決定、対策実行 

 



○○運輸支局

番号 バス事業者名 警察署名 路線名 バス停留所名 所在地 交通安全上問題と思われるバス停留所の交通
環境 備考

1 ○○バス ○○ ○○市道
○号線 ○○○（上り） ○○市○○町○○○○

○

2 ○○バス ○○ ○○市道
○号線 ○○○（下り） ○○市○○町○○○○

○

3 ○○交通 ○○ 国道○号
線 ○○○○○ ○○市○○区○○町○

○

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

交通安全上問題と思われるバス停留所一覧表
令和　　年　　月　　日現在

様式１



提出日

バス事業者名※

バス停留所名※

バス停留所所在地※
（○○丁目程度までで可）

上り又は下りの別や○○方面行
きなどバス停を特定するための
情報※

当該バス停留所が交通安全上
問題だと思う理由（路線バス車
両がバス停留所に停車している
状態についてのご意見に限りま
す。）※

当該場所を示す地図のＵＲＬ等

意見提出者氏名※

意見提出者氏名フリガナ※

意見提出者住所（市区町村ま
で）

意見提出者連絡先（電話番号
等）※

・お寄せいただいた情報は、関係機関等と共有することがあります。

バス停留所の安全性確保のためのご意見

【国土交通省からのお願い：記入にあたって注意事項】

・１つのバス停留所のご意見ごとに様式へご記入をお願い致します。

・※の欄は記入必須項目です。必須項目の記載のない場合やご意見の内容によっては採
用できない場合がございますので、予めご了承ください。

・頂いたご意見や情報は厳重に管理し、本対策以外の目的には使用いたしません。

・お寄せいただいた情報についての個別の回答はいたしかねますので、予めご了承ください。

・お寄せいただいた情報の確認のためにご連絡させていただく場合がございます。

・意見募集受付期限は、令和２年１月５日（日）までとさせていただきます。

・本対策と関係のないバス停留所等に関する連絡はご遠慮願います。

・本窓口は、バス会社との紛争処理の窓口ではありませんので、ご了承下さい。

様式２



提出日

バス事業者名※ ○○バス

バス停留所名※ ○○学校前

バス停留所所在地※
（○○丁目程度までで可）

○○市○○区○○丁目

上り又は下りの別や○○方面行
きなどバス停を特定するための
情報※

県道○号線の○○駅行き方面

当該バス停留所が交通安全上
問題だと思う理由（路線バス車
両がバス停留所に停車している
状態についてのご意見に限りま
す。）※

坂道の頂上手前にバス停があり、バスを追い越す車がい
る等見通しが悪いため危険である。

当該場所を示す地図のＵＲＬ等

意見提出者氏名※

意見提出者氏名フリガナ※

意見提出者住所（市区町村ま
で）

○○県○○市

意見提出者連絡先（電話番号
等）※

・お寄せいただいた情報の確認のためにご連絡させていただく場合がございます。

・意見募集受付期限は、令和２年１月５日（日）までとさせていただきます。

・本対策と関係のないバス停留所等に関する連絡はご遠慮願います。

・本窓口は、バス会社との紛争処理の窓口ではありませんので、ご了承下さい。

バス停留所の安全性確保のためのご意見

【国土交通省からのお願い：記入にあたって注意事項】

・※の欄は記入必須項目です。必須項目の記載のない場合やご意見の内容によっては採
用できない場合がございますので、予めご了承ください。

・１つのバス停留所のご意見ごとに様式へご記入をお願い致します。

・頂いたご意見や情報は厳重に管理し、本対策以外の目的には使用いたしません。

・お寄せいただいた情報についての個別の回答はいたしかねますので、予めご了承ください。

・お寄せいただいた情報は、関係機関等と共有することがあります。

記入例 様式２



＜○○県バス停留所安全性確保合同検討会＞

番号 バス事業者名 警察署名 バス停留所名 所在地 判定
結果 安全対策実施状況

1 ○○バス ○○ ○○○（上り） ○○市○○町○○○○
○ Ａ

2 ○○バス ○○ ○○○（下り） ○○市○○町○○○○
○ Ｃ

3 ○○交通 ○○ ○○○○○ ○○市○○区○○町○
○ Ｂ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表
令和　　年　　月　　日現在

様式３



 

 

別添 

国自旅第２１０号の２  

令和元年１２月１３日 

 

 道 路 局 長 殿 

 

                      自 動 車 局 長 

（公印省略） 

 

 

 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の安全性確保対策

について（協力要請） 

 

 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の停留所における安全性確

保対策については、これまでにも関係機関との連携により様々な対策を講じて

きたところであるが、今般、改めて路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送

事業者及び関係行政機関等と共にバス停留所の実態把握及び安全性確保対策を

検討することとしたので、道路行政を担う貴局のご協力をお願いしたい。 

 なお、別添のとおり各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長あて通達、公益社団

法人日本バス協会会長あて通知並びに警察庁交通局長あて協力を要請したので

申し添える。 



 

 

別添 

 国自旅第２１０号の３ 

令和元年１２月１３日 

 

  警 察 庁 交 通 局 長 殿 

 

                 国 土 交 通 省 自 動 車 局 長 

 

 

 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の安全性確保対策

について（協力要請） 

 

 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の停留所における安全性確

保対策については、これまでにも関係機関との連携により様々な対策を講じて

きたところであるが、今般、改めて路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送

事業者及び関係行政機関等と共にバス停留所の実態把握及び安全性確保対策を

講じることとしたので、交通警察行政を担う貴庁のご協力をお願いしたい。 

 なお、本対策を講じるにあたり、別添のとおり各地方運輸局長及び沖縄総合事

務局長あて通達、公益社団法人日本バス協会会長あて通知並びに当省道路局長

あて協力を要請したので申し添える。 



 

 

別添 

国自旅第２１０号の４  

令和元年１２月１３日 

 

 公益社団法人日本バス協会会長 殿 

 

                  国土交通省自動車局長 

 

 

 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の安全性確保対策

について（通知） 

 

 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の停留所における安全性確

保対策については、これまでにも関係機関との連携により様々な対策を講じて

きたところであるが、今般、改めて路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送

事業者及び関係行政機関等と共にバス停留所の実態把握及び安全性確保対策を

講じることとしたので、通知する。 

 なお、本対策を講じるにあたり、別添のとおり各地方運輸局長及び沖縄総合事

務局長あて通達並びに道路局長及び警察庁交通局長あて協力を要請したので、

貴会においてもその旨了知されるとともに、傘下会員に対して周知を図られた

い。 



バス停留所の安全性確保対策について

運輸支局及びバス事業者は、抽出したバス停に関する情報を踏まえ、必要に応じ
地図上又は現場において、その安全性について確認し、安全上の優先度を判定。
（既に安全上のハード対策がとられているものは除く。）

運輸支局及びバス事業者は、関係行政機関等と連携しながら、安全上の優先度を判定したバス停ごとに、講ずべき
内容、主体等の安全対策を決定する。
（バス停を存置した上でのハード対策又は横断歩道を存置した上でのハード対策など）

協力・
調整

協力・
調整

都道府県
バス協

警察署

都道府県
警察本部運輸支局等

地方自治体・
道路管理者等

バス事業者（営業所等）

合同検討会（事務局：運輸支局）の開催

個々のバス停に係る対応方針や進捗状況の報告

①バス停留所の安全点検、安全上の優先度の判定

②安全上の優先度に応じた対策の検討

事業者 バス停 優先度

○○バス ○○バス停 Ａ

△△バス △△バス停 Ｂ

□□バス □□バス停 Ｃ

合同検討会ごとにとりまとめ、
公表

地方自治体・
道路管理者等

① 運輸支局は、バス協会及びバス事業者とともに以下の条件のバス停を抽出する。
【条件】 バスがバス停留所に停車した際、

交差点又は横断歩道にバスの車体がかかるバス停留所
交差点又は横断歩道の前後５メートルの範囲にバスの車体がかかるバス停留所

② バス事業者は、運転士のヒヤリハット情報やこれまで営業所等に蓄積された情報に基づく交通
安全上問題と思われるバス停留所その他各都道府県の実情に応じて対策が必要と考えられる
バス停留所を抽出。
③ 運輸支局は、①及び②のほか、地域住民やバス利用者から交通安全上問題と思われる
バス停留所についての意見を募集する。

バス停留所の抽出 運輸支局等 都道府県
バス協 バス事業者 警察署

運輸支局がとりまとめた抽出リスト（優先度判定前）を合同検討会の関係者間で共有し、運輸支局
及びバス事業者が、警察、道路管理者、地方自治体等の協力を得て安全上の優先度の判定を実施。

関係機関
バス事業者（営業所等）

協力・
調整

１．対応方針の公表
合同検討会は、バス停ごとに検討され、現場から報告された対策内容を確認し、
各バス停ごとに講ずる安全対策の内容を公表する。
２．対策の進捗状況のフォローアップ
定期的に合同検討会を開催し、各バス停に係る安全対策の検討状況や対策実行の
進捗状況等について、関係者間で情報共有を行い、内容を公表する。

運輸支局等

運輸支局等



バス停留所の安全性確保対策について＜協力依頼・抽出作業・情報共有時＞

国土交通省
道路局

バス事業者
【バス停留所の抽出】
バスがバス停に停車した際に、
・交差点又は横断歩道にバスの車体がかか
るバス停
・交差点又は横断歩道から前後５ｍの範
囲にバスの車体がかかるバス停
地域住民や利用者
からの意見（支局毎）

日バス協

都道府県
バス協

①依頼

①依頼

①依頼

①依頼
（非会員）①依頼

②共有

①協力依頼②報告
（非会員）

地方自治体・
道路管理者等

対象バス停の抽出

①協力要請

①協力依頼

都道府県・政令市

①協力要請

①依頼

②共有

②報告

②報告

②報告

②報告

②共有
②共有

①の抽出作業終了後

抽出作業

①協力依頼

①協力依頼整備局

（道路管理者）

①協力依頼

（国道、県道、市町村道）
（交通担当）
（住民自治担当）

関係者で情報共有し、合同検討会名で安全性の優先度のリストを公表。

道路管理者/住民 バス事業者 運輸行政 交通管理者
警察庁
交通局

都道府県
警察本部

警察署

バス停

国土交通省
自動車局

運輸局

運輸支局等

③情報提供

バス事業者
からの報告

①協力要請

②報告



バス停の安全対策の抽出条件について

①バスがバス停留所に停車した際に、交差点又は横断歩道にその車体がかかるバス停留所

②バスがバス停留所に停車した際に、交差点又は横断歩道の前後５メートルの範囲に
その車体がかかるバス停留所

5m 5m

5m

5m 5m

5m


