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 路線バスは、住民の日常生活や経済活動の足として運行しており、社会的なインフラとして

もその役割を果たしていますが、路線バスを利用するためには、決められた時間に、決められ

たバス停留所で乗降することが必要です。 

 バス停留所は、その地域の拠点としての役割もあることから、安全を確保した上で、利用者

ニーズや地域の実情に応じて設置されておりますが、交通事情やまちづくり等は刻々と変化し

ている中で、何もしなければ安全性が疑問視される停留環境も確認されているところです。 

現在も、上屋整備によるバス乗降場所の視認性の向上や、バス運転手による降車時の声かけ

実施等、可能なかぎり交通事故等の抑止が図られておりますが、上記のことをきっかけとして、

愛知県バス停留所安全性確保合同検討会（令和２年１０月１６日設置）において、下記のとお

り関係者と協働した取り組みを推進することといたしましたのでお知らせします。 

愛知県バス停留所安全性確保合同検討会では、路線バスを安全・安心に利用いただくことや、

円滑な交通確保に向けて、対象となっているバス停の安全対策状況について進捗管理するとと

もに、定期的な合同検討会開催を通じてフォローアップを実施してまいります。 

 

記 

 

１．具体的な取り組み 

 ①安全性確保の検討が必要となるバス停留所リスト（別添）の公表 

  ・判定基準に基づく抽出数：合計 517 基（Ａ…9基、Ｂ…272 基、Ｃ…236 基） 

  ・改善を促進するため、対象や対策状況等についてホームページで公表します。 

https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/aichi/bus_stop/index.html 

 ②リストアップされたバス停留所にかかる議論について、地域公共交通会議を活用 

  ・バス停車環境については、法的には必ずしも協議しないといけないものではありません

が、原則公開となっている地域公共交通会議を活用することによって、改善の効果を期

待するものです。 

 ③ソフト施策の展開 

  ・バス停車環境の整備等は、措置又は検討に相応の時間を要しますが、その間もバスの運

行（停車）が中断されることはないため、利用者等に向けて注意喚起するものです。 

・取り組み例 

 降車時のアナウンス・声かけ、停留所での注意喚起（掲示）、関係者による啓発等 

安全・安心な路線バスの停車環境に関する検討状況 

― 安全性確保の検討が必要なバス停リストの公表 ― 

愛知県バス停留所安全性確保合同検討会 
（事務局） 

  国土交通省中部運輸局愛知運輸支局 

    輸送・監査担当  鈴木、吉留 

  ＴＥＬ ０５２－３５１－５３１２ 



 
２．安全・安心なバス利用の啓発活動 

 ・バス利用者に向けた啓発活動として、別添チラシの設置・掲示を行います。 

  ※今回は、新型コロナウィルス感染防止の観点から、普段からバスを利用されない方も 

対象とした大がかりな活動は行いません。 

  ※取材も可能ですが、場所が限られますので事前にお申込みください。 

   日 時： 令和２年１２月２５日（金） １０：００～３０分程度 

   場 所： 名鉄バスセンター内 

   申込み： 愛知運輸支局 輸送・監査担当 鈴木、吉留 

        TEL ０５２－３５１－５３１２ 

 

参考１ 愛知県バス停留所安全性確保合同検討会 

https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/aichi/bus_stop/index.html 

構成員 中部運輸局愛知運輸支局、中部地方整備局名古屋国道事務所、愛知県警察、

愛知県、名古屋市、公益社団法人愛知県バス協会 

    ※関係市町村、関係する一般乗合旅客自動車運送事業者を指名し、部会も設置しています 

 

参考２ 安全性確保の検討が必要となるバス停留所リストの項目について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細は、「バス停留所安全性確保対策における安全上の優先度の判定方法について」（自動車局

旅客課長事務連絡）を参照願います。 

 https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/aichi/bus_stop/index.html 

現時点での検討状況です。 

全国統一の基準に基づく判定です。 

評語はＡ～Ｃまであり、Ａの方がより

迅速な対策が求められます。※ 

道路運送法に基づく一般乗合自動車運送事業の事業

計画における停留所の位置であり、個別の施設等を

指すものではありません。 

道路運送法に基づく一般乗合自動車運送事業の事業計画における

停留所の名称です。 

当該バス停留所を管理する一般乗合自動車運送事業者名です。 

集計用の通し番号であり、特に意味はありません。 



＜愛知県バス停留所安全性確保合同検討会＞

番号 バス事業者名 バス停留所名 所在地 判定
結果 安全対策実施状況

1 名古屋市交通局 油屋町二丁目（南行） 名古屋市港区油屋町二丁目
３１―１番地先 C 検討中

2 名古屋市交通局 荒子川公園駅（東行） 名古屋市港区寛政町四丁目
２４番地先 B 検討中

3 名古屋市交通局 稲永ふ頭（南行） 名古屋市港区潮凪町６３番
地先 C 検討中

4 名古屋市交通局 新西福橋（西行） 名古屋市港区西福田四丁目
１２１５番地先 C 検討中

5 名古屋市交通局 知多（南行） 名古屋市港区知多三丁目４
０６番地先 B 検討中

6 名古屋市交通局 本宮町（西行） 名古屋市港区本宮新町３６
番地先 B 検討中

7 名古屋市交通局 穴ケ洞（東行） 名古屋市守山区下志段味穴
ケ洞２２７１番地先 C 検討中

8 名古屋市交通局 小幡稲荷公園（北行） 名古屋市守山区西城二丁目
８番地先 C 検討中

9 名古屋市交通局 小幡ケ原（南行） 名古屋市守山区小幡二丁目
２ー１８番地先 B 検討中

10 名古屋市交通局 小幡宮前（北行） 名古屋市守山区城南町１
７ー１２番地先 C 検討中

11 名古屋市交通局 小幡宮前（東行） 名古屋市守山区小幡中一丁
目３ー２６番地先 C 検討中

12 名古屋市交通局 勝手塚（西行）
名古屋市守山区大字上志段
味字中屋敷１４７２ー３番
地先

B 検討中

13 名古屋市交通局 志段味支所（南行） 名古屋市守山区下志段味横
堤１３９０ー１番地先 C 検討中

14 名古屋市交通局 新守山駅（南行） 名古屋市守山区新守山町４
９ー１番地先 B 検討中

15 名古屋市交通局 瀬古神明（西行） 名古屋市守山区瀬古東三丁
目１０５番地先 B 検討中

16 名古屋市交通局 西城（北行） 名古屋市守山区西城二丁目
２３番地先 C 検討中

17 名古屋市交通局 西城（南行） 名古屋市守山区小幡中二丁
目１番地先 C 検討中

18 名古屋市交通局 石川橋②（西行） 名古屋市昭和区上山町一丁
目１３ー２番地先 C 検討中

19 名古屋市交通局 川名本町（西行） 名古屋市昭和区川名本町三
丁目７ー３番地先 C 検討中

20 名古屋市交通局 御器所二丁目（西行） 名古屋市昭和区村雲町７０
２番１地先 B 検討中

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表
令和２年１２月２３日現在
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＜愛知県バス停留所安全性確保合同検討会＞

番号 バス事業者名 バス停留所名 所在地 判定
結果 安全対策実施状況

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表
令和２年１２月２３日現在

21 名古屋市交通局 御器所四丁目（西行） 名古屋市昭和区御器所四丁
目４ー３番地先 B 検討中

22 名古屋市交通局 塩付通四丁目（北行） 名古屋市昭和区塩付通三丁
目１３番地先 B 検討中

23 名古屋市交通局 昭和文化小劇場①（東
行）

名古屋市昭和区川原通八丁
目３４番地先 B 検討中

24 名古屋市交通局 福江二丁目（西行） 名古屋市昭和区福江二丁目
３ー５番地先 C 検討中

25 名古屋市交通局 山中（南行） 名古屋市昭和区花見通二丁
目１６番地先 B 検討中

26 名古屋市交通局 市大薬学部①（東行） 名古屋市瑞穂区陽明町二丁
目３１番地先 C 検討中

27 名古屋市交通局 高田町（南行） 名古屋市瑞穂区高田町一丁
目５番地先 B 検討中

28 名古屋市交通局 中根公園（北行） 名古屋市瑞穂区白砂町二丁
目２４ー１番地先 C 検討中

29 名古屋市交通局 瑞穂区役所⑤（東行） 名古屋市瑞穂区佐渡町一丁
目３ー１番地先 B 検討中

30 名古屋市交通局 瑞穂通七丁目（東行） 名古屋市瑞穂区神前町二丁
目１４ー１番地先 C 検討中

31 名古屋市交通局 瑞穂福祉会館北（西
行）

名古屋市瑞穂区大殿町三丁
目４ー２番地先 C 検討中

32 名古屋市交通局 弥富通一丁目（北行） 名古屋市瑞穂区松園町一丁
目６５番地先 B 検討中

33 名古屋市交通局 江向（北行） 名古屋市西区江向町四丁目
１３番地先 B 検討中

34 名古屋市交通局 江向（南行） 名古屋市西区江向町三丁目
１４番地先 B 検討中

35 名古屋市交通局 大金町（南行） 名古屋市西区大金町四丁目
４４番地先 B 検討中

36 名古屋市交通局 大野木二丁目（北行） 名古屋市西区歌里町２１８
番地先 B 検討中

37 名古屋市交通局 小田井市場木②（南
行）

名古屋市西区坂井戸町１２
９番地先 C 検討中

38 名古屋市交通局 康生通一丁目（南行） 名古屋市西区児玉一丁目１
６ー１３番地先 B 検討中

39 名古屋市交通局 香呑町（北行） 名古屋市西区香呑町四丁目
２７番地先 C 検討中

40 名古屋市交通局 城北つばさ高校（南行） 名古屋市西区桝形町一丁目
３番地先 C 検討中
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＜愛知県バス停留所安全性確保合同検討会＞

番号 バス事業者名 バス停留所名 所在地 判定
結果 安全対策実施状況

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表
令和２年１２月２３日現在

41 名古屋市交通局 白菊町（北行） 名古屋市西区枇杷島四丁目
８ー２番地先 C 検討中

42 名古屋市交通局 中小田井二丁目（北
行）

名古屋市西区中小田井二丁
目２２８番地先 C 検討中

43 名古屋市交通局 樋ノ口町二丁目（北
行）

名古屋市西区城西三丁目１
５ー３３番地先 B 検討中

44 名古屋市交通局 樋ノ口町二丁目（南
行）

名古屋市西区数寄屋町３ー
１２番地先 C 検討中

45 名古屋市交通局 比良口（北行） 名古屋市西区比良三丁目７
５番地先 C 検討中

46 名古屋市交通局 平六通（北行） 名古屋市西区城北町二丁目
３０番地先 B 検討中

47 名古屋市交通局 弁天通三丁目（南行） 名古屋市西区城西五丁目１
８ー１２番地先 C 検討中

48 名古屋市交通局 堀越町西（北行） 名古屋市西区南堀越二丁目
７９番地先 C 検討中

49 名古屋市交通局 又穂住宅東（北行） 名古屋市西区江向町一丁目
６３番地先 B 検討中

50 名古屋市交通局 名西橋（北行）
　降車停　休止停

名古屋市西区堀越三丁目１
９ー１２番地先 C 検討中

51 名古屋市交通局 上野公園（南行） 名古屋市千種区下方町四丁
目３９番地先 B 検討中

52 名古屋市交通局 大久手①（東行） 名古屋市千種区今池南３
０ー１５番地先 B 検討中

53 名古屋市交通局 振甫町（北行） 名古屋市千種区振甫町二丁
目地先 C 検討中

54 名古屋市交通局 高見（南行） 名古屋市千種区向陽町一丁
目３ー３０番地先 B 検討中

55 名古屋市交通局 東部医療センター⑤（南
行）

名古屋市千種区若水一丁目
２ー２３番地先 B 検討中

56 名古屋市交通局 春岡通（北行） 名古屋市千種区今池南五丁
目２６ー１１番地先 B 検討中

57 名古屋市交通局 春岡通（東行） 名古屋市千種区春岡二丁目
２４ー１９番地先 B 検討中

58 名古屋市交通局 春里町（北行） 名古屋市千種区春里町四丁
目５ー２番地先 C 検討中

59 名古屋市交通局 豊年橋（東行） 名古屋市千種区豊年町６ー
９番地先 C 検討中

60 名古屋市交通局 本山②（南行） 名古屋市千種区猫洞通五丁
目２５番地先 C 検討中
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＜愛知県バス停留所安全性確保合同検討会＞

番号 バス事業者名 バス停留所名 所在地 判定
結果 安全対策実施状況

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表
令和２年１２月２３日現在

61 名古屋市交通局 若水三丁目（東行） 名古屋市千種区若水通三丁
目２７ー１３番地先 C 検討中

62 名古屋市交通局 若水三丁目（西行） 名古屋市千種区高見一丁目
５ー５番地先 C 検討中

63 名古屋市交通局 新橋通（東行） 名古屋市中区正木四丁目１
０ー１８番地先 C 検討中

64 名古屋市交通局 橘町（南行） 名古屋市中区橘一丁目１
６ー４５番地先 C 検討中

65 名古屋市交通局 橘町大木戸（南行） 名古屋市中区橘二丁目３ー
３５番地先 B 検討中

66 名古屋市交通局 橘町大木戸（東行） 名古屋市中区橘一丁目１
９ー９番地先 C 検討中

67 名古屋市交通局 荒江町（北行） 名古屋市中川区荒江町９番
地先 B 検討中

68 名古屋市交通局 猿子橋（北行） 名古屋市中川区月島町５ー
５番地先 C 検討中

69 名古屋市交通局 小栗橋（南行） 名古屋市中川区中川運河字
北幹線地先 B 検討中

70 名古屋市交通局 烏森駅南（北行） 名古屋市中川区松葉町二丁
目６ー１番地先 C 検討中

71 名古屋市交通局 烏森駅南（南行） 名古屋市中川区松葉町二丁
目１８ー１番地先 B 検討中

72 名古屋市交通局 包里（北行） 名古屋市中川区かの里三丁
目１４０２番地先 C 検討中

73 名古屋市交通局 供米田三丁目（東行） 名古屋市中川区供米田三丁
目地先 C 検討中

74 名古屋市交通局 供米田三丁目（西行） 名古屋市中川区供米田三丁
目地先 C 検討中

75 名古屋市交通局 供米田中学校（西行） 名古屋市中川区供米田二丁
目９０５番地先 B 検討中

76 名古屋市交通局 五女子（北行） 名古屋市中川区石場町四丁
目５２番地先 B 検討中

77 名古屋市交通局 五女子（南行） 名古屋市中川区露橋二丁目
２７一８号地先 C 検討中

78 名古屋市交通局 小本本町（北行） 名古屋市中川区小本本町二
丁目１５番地先 B 検討中

79 名古屋市交通局 五月通（東行） 名古屋市中川区丸重町１
０ー９番地先 B 停留所移設予定

（令和2年度内）

80 名古屋市交通局 篠原小学校西（東行） 名古屋市中川区上脇町二丁
目１４９番地先 B 検討中
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＜愛知県バス停留所安全性確保合同検討会＞

番号 バス事業者名 バス停留所名 所在地 判定
結果 安全対策実施状況

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表
令和２年１２月２３日現在

81 名古屋市交通局 篠原橋通三丁目③（南
行）

名古屋市中川区小塚町３１
番地先 C 検討中

82 名古屋市交通局 十一番町（南行） 名古屋市中川区八剣町三丁
目９０番地先 B 検討中

83 名古屋市交通局 神郷町（南行） 名古屋市中川区神郷町一丁
目１９番地先 C 検討中

84 名古屋市交通局 高畑三丁目（西行） 名古屋市中川区荒中町１３
番地先 B 検討中

85 名古屋市交通局 地下鉄八田①（東行） 名古屋市中川区八田町１２
０３番地先 C 検討中

86 名古屋市交通局 地下鉄八田②（西行） 名古屋市中川区八田町６０
６番地先 C 検討中

87 名古屋市交通局 中郷町（北行） 名古屋市中川区中郷二丁目
２５６番地先 C 検討中

88 名古屋市交通局 中郷町（西行） 名古屋市中川区中郷三丁目
２２番地先 C 検討中

89 名古屋市交通局 露橋スポーツセンター（南
行）

名古屋市中川区石場町二丁
目３０ー４番地先 B 検討中

90 名古屋市交通局 戸田明正二丁目（東
行）

名古屋市中川区戸田明正二
丁目１１０番地先 C 検討中

91 名古屋市交通局 富川町（南行） 名古屋市中川区富川町二丁
目１番地先 C 検討中

92 名古屋市交通局 富田作業所（北行） 名古屋市中川区かの里三丁
目７０２番地先 C 検討中

93 名古屋市交通局 中川住宅（北行） 名古屋市中川区法華一丁目
１７２番地先 C 検討中

94 名古屋市交通局 長須賀三丁目（北行） 名古屋市中川区長須賀三丁
目１２０４番地先 C 検討中

95 名古屋市交通局 中野本町二丁目（北
行）

名古屋市中川区新郷町二丁
目３１番地先 C 検討中

96 名古屋市交通局 中野本町二丁目（南
行）

名古屋市中川区新郷町三丁
目６番地先 C 検討中

97 名古屋市交通局 中伏屋荘（南行） 名古屋市中川区伏屋四丁目
１３０８番地先 C 検討中

98 名古屋市交通局 長良本町（東行） 名古屋市中川区長良町二丁
目５９番地先 B 停留所移設予定

（令和2年度内）

99 名古屋市交通局 長良本町（西行） 名古屋市中川区長良町三丁
目１５番地先 C 検討中

100 名古屋市交通局 新家一丁目（北行） 名古屋市中川区新家一丁目
１９０１番地先 C 検討中
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＜愛知県バス停留所安全性確保合同検討会＞

番号 バス事業者名 バス停留所名 所在地 判定
結果 安全対策実施状況

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表
令和２年１２月２３日現在

101 名古屋市交通局 新家一丁目（南行） 名古屋市中川区新家一丁目
５番地先 B 検討中

102 名古屋市交通局 西の池（北行） 名古屋市中川区富永四丁目
１５１番地先 C 検討中

103 名古屋市交通局 野田小学校（北行） 名古屋市中川区野田一丁目
６１６番地先 C 検討中

104 名古屋市交通局 野田小学校（南行） 名古屋市中川区中郷一丁目
２２番地先 C 検討中

105 名古屋市交通局 野立橋（西行） 名古屋市中川区丸米町一丁
目１番地先 C 検討中

106 名古屋市交通局 春田一丁目（北行） 名古屋市中川区春田一丁目
２１２番地先 C 検討中

107 名古屋市交通局 東起橋（北行） 名古屋市中川区東起町１丁
目１０ー１番地先 C 検討中

108 名古屋市交通局 近鉄伏屋（南行） 名古屋市中川区伏屋二丁目
１８１２番地先 B 検討中

109 名古屋市交通局 松葉（北行） 名古屋市中川区松葉町四丁
目７１番地先 C 検討中

110 名古屋市交通局 松葉町一丁目（東行） 名古屋市中川区松葉町一丁
目９５ー８番地先 C 検討中

111 名古屋市交通局 松葉町一丁目（南行） 名古屋市中川区松葉町一丁
目４７番地先 C 検討中

112 名古屋市交通局 名鉄山王（西行） 名古屋市中川区露橋一丁目
２０一１４番地先 B 検討中

113 名古屋市交通局 柳瀬町（西行） 名古屋市中川区野田一丁目
１０番地先 C 検討中

114 名古屋市交通局 昭和橋⑥（北行） 名古屋市中川区福船町四丁
目１ー６１番地先 C 検討中

115 名古屋市交通局 稲上町（北行） 名古屋市中村区稲上町二丁
目４０番地先 B 検討中

116 名古屋市交通局 諏訪町（北行） 名古屋市中村区菊水町一丁
目１ー３番地先 C 検討中

117 名古屋市交通局 千成通（南行） 名古屋市中村区名西通二丁
目４番地先 C 検討中

118 名古屋市交通局 豊国神社（東行） 名古屋市中村区中村町木下
屋敷地先 C 検討中

119 名古屋市交通局 則武町（西行） 名古屋市中村区則武二丁目
１９ー８番地先 C 検討中

120 名古屋市交通局 橋下町（東行） 名古屋市中村区橋下町５ー
１８番地先 C 検討中
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＜愛知県バス停留所安全性確保合同検討会＞

番号 バス事業者名 バス停留所名 所在地 判定
結果 安全対策実施状況

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表
令和２年１２月２３日現在

121 名古屋市交通局 豊公橋（北行） 名古屋市中村区宿跡一丁目
６０番地先 B 検討中

122 名古屋市交通局 大正橋西（西行） 海部郡大治町大字八ッ屋字
郷中６５番地先 B 検討中

123 名古屋市交通局 池場一丁目（東行） 名古屋市天白区池場一丁目
１４０１番地先 C 検討中

124 名古屋市交通局 植田山住宅（北行） 名古屋市天白区植田山五丁
目１０４ー２番地先 C 検討中

125 名古屋市交通局 大坪小学校（南行） 名古屋市天白区塩釜口二丁
目２１２番地先 C 検討中

126 名古屋市交通局 音聞山（南行） 名古屋市天白区元八事三丁
目３８９番地先 C 検討中

127 名古屋市交通局 塩釜口①（南行） 名古屋市天白区塩釜口二丁
目１１０４番地先 C 検討中

128 名古屋市交通局 島田橋⑤（北東行） 名古屋市天白区元八事三丁
目８０番地先 C 検討中

129 名古屋市交通局 島田橋⑥（南西行） 名古屋市天白区道明町３番
地先 C 検討中

130 名古屋市交通局 中根公園（南行） 名古屋市天白区中砂町８７
番地先 B 検討中

131 名古屋市交通局 中平四丁目（東行） 名古屋市天白区中平四丁目
１８１４番地先 B 検討中

132 名古屋市交通局 平成橋（南行） 名古屋市天白区梅が丘三丁
目８０１番地先 B 停留所移設予定

（令和2年度内）

133 名古屋市交通局 八事音聞山（南行） 名古屋市天白区音聞山１５
１１番地先 C 検討中

134 名古屋市交通局 建中寺東（西行） 名古屋市東区筒井町２７番
地先 C 検討中

135 名古屋市交通局 東区役所①（東行） 名古屋市東区筒井一丁目７
番地先 B 検討中

136 名古屋市交通局 平田町①（東行） 名古屋市東区徳川一丁目１
７番地先 C 検討中

137 名古屋市交通局 赤坪町（東行） 名古屋市南区赤坪町２４番
地先 C 検討中

138 名古屋市交通局 忠次（北行） 名古屋市南区忠次一丁目１
０ー１８番地先 B 検討中

139 名古屋市交通局 道徳通（北行） 名古屋市南区泉楽通二丁目
５番地先 C 検討中

140 名古屋市交通局 豊田荘（北行） 名古屋市南区忠次一丁目
６ー１４番地先 C 検討中
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＜愛知県バス停留所安全性確保合同検討会＞

番号 バス事業者名 バス停留所名 所在地 判定
結果 安全対策実施状況

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表
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141 名古屋市交通局 鳴尾車庫（南行） 名古屋市南区上浜町２０１
番地先 C 検討中

142 名古屋市交通局 豊一丁目（西行） 名古屋市南区豊三丁目４番
地先 C 検討中

143 名古屋市交通局 新橋通（西行） 名古屋市熱田区新尾頭町
１ー４ー８番地先 C 検討中

144 名古屋市交通局 野立小学校（北行） 名古屋市熱田区切戸町１丁
目６番地先 B 検討中

145 名古屋市交通局 野立小学校（南行） 名古屋市熱田区千代田町２
０番地先 C 検討中

146 名古屋市交通局 野立町（北行） 名古屋市熱田区切戸町三丁
目１３３番地先 C 検討中

147 名古屋市交通局 八熊通二丁目（南行） 名古屋市熱田区明野町９ー
１８番地先 C 検討中

148 名古屋市交通局 大杉小学校（西行） 名古屋市北区大杉三丁目１
３番地先 C 検討中

149 名古屋市交通局 上飯田西町（北行） 名古屋市北区辻町字流１ー
１番地先 C 検討中

150 名古屋市交通局 北高校（南行） 名古屋市北区如意二丁目９
４番地先 C 検討中

151 名古屋市交通局 金城町二丁目（北行） 名古屋市北区金城町二丁目
６番地先 C 検討中

152 名古屋市交通局 楠支所（南行） 名古屋市北区楠四丁目５
４ー２番地先 B 検討中

153 名古屋市交通局 楠味鋺（西行） 名古屋市北区楠味鋺二丁目
１６０２番地先 B 検討中

154 名古屋市交通局 光音寺町（南行） 名古屋市北区金城町三丁目
１２番地先 B 検討中

155 名古屋市交通局 光音寺町（西行） 名古屋市北区金城町三丁目
６番地先 C 検討中

156 名古屋市交通局 城見町（北行） 名古屋市北区金城町二丁目
４番地先 B 検討中

157 名古屋市交通局 新沼町（西行） 名古屋市北区丸新町４０番
地先 C 検討中

158 名古屋市交通局 杉栄町五丁目（北行） 名古屋市北区杉栄町五丁目
１０６番地先 C 検討中

159 名古屋市交通局 中丸町（北行） 名古屋市北区中丸町二丁目
２３番地先 C 検討中

160 名古屋市交通局 中丸町（南行） 名古屋市北区中丸町二丁目
５２番地先 C 検討中
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＜愛知県バス停留所安全性確保合同検討会＞

番号 バス事業者名 バス停留所名 所在地 判定
結果 安全対策実施状況

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表
令和２年１２月２３日現在

161 名古屋市交通局 如意一丁目（西行） 名古屋市北区如来町４４番
地先 B 検討中

162 名古屋市交通局 鳩岡（東行） 名古屋市北区鳩丘二丁目１
８ー５７番地先 B 検討中

163 名古屋市交通局 森下駅（北行） 名古屋市北区大曽根二丁目
１ー１７番地先 B 検討中

164 名古屋市交通局 安井町（西行） 名古屋市北区安井一丁目２
８ー５番地先 C 検討中

165 名古屋市交通局 梅森坂口（北行） 名古屋市名東区新宿一丁目
３０９番地先 C 検討中

166 名古屋市交通局 延珠橋（北行） 名古屋市名東区引山二丁目
７１２ー２番地先 C 検討中

167 名古屋市交通局 延珠橋（南行） 名古屋市名東区延珠町１３
０１番地先 B 検討中

168 名古屋市交通局 扇町二丁目（東行） 名古屋市名東区扇町二丁目
１番地先 B 検討中

169 名古屋市交通局 亀の井二丁目（北行） 名古屋市名東区亀の井一丁
目１５番地先 B 検討中

170 名古屋市交通局 高針（東行） 名古屋市名東区高針二丁目
２１２４番地先 B 検討中

171 名古屋市交通局 町田橋（東行） 名古屋市名東区高間町５０
６番地先 C 検討中

172 名古屋市交通局 西山小学校（南行） 名古屋市名東区西山本通一
丁目２０番地先 B 検討中

173 名古屋市交通局 東名古屋病院（南行） 名古屋市名東区梅森坂五丁
目１０１番地先 B 検討中

174 名古屋市交通局 相川二丁目（北行） 名古屋市緑区相川二丁目１
０５番地先 C 検討中

175 名古屋市交通局 愛宕西（北行） 名古屋市緑区緑花台６０３
番地先 B 検討中

176 名古屋市交通局 有松インター北（北行） 名古屋市緑区桶狭間切戸１
３１４番地先 C 検討中

177 名古屋市交通局 有松町清水山（北行） 名古屋市緑区桶狭間清水山
１３０６番地先 B 検討中

178 名古屋市交通局 有松町清水山（南行） 名古屋市緑区桶狭間森前１
６１５番地先 B 検討中

179 名古屋市交通局 大高駅東（北行） 名古屋市緑区大高町字鷲津
１４６番地先 B 検討中

180 名古屋市交通局 大高駅東（南行） 名古屋市緑区大高町字鷲津
１７７番地先 C 検討中
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＜愛知県バス停留所安全性確保合同検討会＞

番号 バス事業者名 バス停留所名 所在地 判定
結果 安全対策実施状況

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表
令和２年１２月２３日現在

181 名古屋市交通局 大高緑地西口（北行） 名古屋市緑区大高町字丸根
６９番地先 C 検討中

182 名古屋市交通局 尾崎山（西行） 名古屋市緑区尾崎山二丁目
１０１３番地先 B 検討中

183 名古屋市交通局 折戸（西行） 名古屋市緑区大高町字神戸
１３番地先 B 検討中

184 名古屋市交通局 篭山西⑤（北行） 名古屋市緑区鴻仏目一丁目
５１８番地先 C 検討中

185 名古屋市交通局 篭山西④（南行） 名古屋市緑区篭山二丁目１
０１番地先 C 検討中

186 名古屋市交通局 神の倉（北行） 名古屋市緑区兵庫一丁目６
０２番地先 C 検討中

187 名古屋市交通局 神の倉（東行） 名古屋市緑区神の倉四丁目
１８２番地先 B 検討中

188 名古屋市交通局 神の倉（南行） 名古屋市緑区藤塚一丁目６
０１番地先 C 検討中

189 名古屋市交通局 亀ケ洞（北行） 名古屋市緑区亀ケ洞一丁目
番地先 C 検討中

190 名古屋市交通局 黒石小学校（北行） 名古屋市緑区黒沢台三丁目
１５１４番地先 B 検討中

191 名古屋市交通局 敷田北（南行） 名古屋市緑区姥子山五丁目
７０１番地先 C 検討中

192 名古屋市交通局 地蔵池（北行） 名古屋市緑区有松町大字桶
狭間字幕山５５４番地先 B 検討中

193 名古屋市交通局 篠の風（北行） 名古屋市緑区篠の風一丁目
２００７番地先 B 検討中

194 名古屋市交通局 篠の風（南行） 名古屋市緑区篠の風二丁目
２００番地先 C 検討中

195 名古屋市交通局 篠の風北⑥（北行） 名古屋市緑区篠の風一丁目
１６１１番地先 B 検討中

196 名古屋市交通局 篠の風北⑤（北行） 名古屋市緑区篠の風一丁目
３０２番地先 B 検討中

197 名古屋市交通局 篠の風北③（南行） 名古屋市緑区篠の風二丁目
１８９番地先 B 検討中

198 名古屋市交通局 砂田一丁目（南行） 名古屋市緑区八ツ松一丁目
１８１９番地先 C 検討中

199 名古屋市交通局 中汐田（南行） 名古屋市緑区鳴海町字京田
５９番地先 B 検討中

200 名古屋市交通局 鳴丘二丁目（南行） 名古屋市緑区鳴丘二丁目２
８０７番地先 C 検討中
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＜愛知県バス停留所安全性確保合同検討会＞

番号 バス事業者名 バス停留所名 所在地 判定
結果 安全対策実施状況

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表
令和２年１２月２３日現在

201 名古屋市交通局 西有松（東行） 名古屋市緑区有松１２０番
地先 B 検討中

202 名古屋市交通局 兵庫公園（東行） 名古屋市緑区兵庫一丁目１
６１０番地先 C 検討中

203 名古屋市交通局 丸根（北行） 名古屋市緑区大高町字西丸
根２ー１番地先 B 検討中

204 名古屋市交通局 桃山二丁目（東行） 名古屋市緑区梅里二丁目９
９ー１番地先 C 検討中

205 名古屋市交通局 諸ノ木（南行） 名古屋市緑区鳴海町字諸ノ
木８５ー１８５９番地先 B 検討中

206 名古屋市交通局 八ツ松（北行） 名古屋市緑区姥子山一丁目
１１４番地先 C 検討中

207 名古屋市交通局 六条（北行） 名古屋市緑区六田一丁目１
４８番地先 B 検討中

208 名古屋市交通局 若田（南行） 名古屋市緑区若田二丁目１
０１２番地先 C 検討中

209 名古屋市交通局 七里の渡し 名古屋市熱田区大瀬子町１
６０５番地先 C 検討中

210 名古屋市交通局 城前（南行） 名古屋市中村区岩塚字杁脇
１－１番地先 B 検討中

211 名鉄バス㈱ 馬引西（上り） 一宮市大和町馬引字乾出９
－４番地先 B 検討中

212 名鉄バス㈱ 篭屋（上り） 一宮市篭屋２丁目７－１０
番地先 B 検討中

213 名鉄バス㈱ 西市（下り） 岩倉市西市東畑田１６９番
地先 B 検討中

214 名鉄バス㈱ 大浜二丁目（上り） 一宮市大浜２丁目２－３４
番地先 B 検討中

215 名鉄バス㈱ 古知野南小学校（下
り）

江南市古知野町大塔１４番
地先 C 検討中

216 名鉄バス㈱ 下沼町（上り） 一宮市別明町３丁目３番地
先 B 検討中

217 名鉄バス㈱ 今伊勢中保育園（上
り）

一宮市今伊勢町宮後字西茶
原５８ー１番地先 B 検討中

218 名鉄バス㈱ 大平西町（下り） 岡崎市大平町字建石９－４
地先 B 検討中

219 名鉄バス㈱ 大平西町（下り） 岡崎市大平町字建石９－１
地先 C 検討中

220 名鉄バス㈱ 大西町東（下り） 岡崎市大西１丁目１７ー２
地先 B 検討中
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バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表
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221 名鉄バス㈱ 千万町口（下り） 岡崎市宮崎町字東ノ切５４
－２地先 B 検討中

222 名鉄バス㈱ 桑谷住宅前（下り） 岡崎市桑谷字中村４２地先 B 検討中

223 名鉄バス㈱ 丸山（上り） 蒲郡市大塚町丸山２２番地
先 A 停留所移設予定

（令和2年度内）

224 名鉄バス㈱ 丸山（下り） 蒲郡市大塚町丸山２０番地
先 A 停留所移設予定

（令和2年度内）

225 名鉄バス㈱ 神屋（下り） 春日井市神屋町字南海道２
９６番地先 B 検討中

226 名鉄バス㈱ 北気噴（上り） 春日井市気噴北２丁目２０
２番地先 C 検討中

227 名鉄バス㈱ 木附（下り） 春日井市木附町９１９番地
２先 B 検討中

228 名鉄バス㈱ 六軒屋公民館（上り） 春日井市六軒屋町４丁目５
番地先 C 検討中

229 名鉄バス㈱ 総合福祉センター前（上
り）

春日井市篠木町２丁目５番
１地先 C 検討中

230 名鉄バス㈱ 大草農協前（下り） 小牧市大草中島１２６５番
地先 C 検討中

231 名鉄バス㈱ 東洞口（下り） 小牧市大草西洞９２７番地
先 B 検討中

232 名鉄バス㈱ 六軒屋４丁目（右回
り）

春日井市六軒屋４丁目５２
番地先 C 検討中

233 名鉄バス㈱ 関田町（右回り） 春日井市貴船町１７０番地
先 C 検討中

234 名鉄バス㈱ 関田町（左回り） 春日井市関田町３丁目９７
番地先 C 検討中

235 名鉄バス㈱ 上条町２丁目 春日井市上条町２丁目３９
番地２先 B 検討中

236 名鉄バス㈱ 中切町 春日井市中切町字北前田５
８７番地２先 C 検討中

237 名鉄バス㈱ 月見橋南 春日井市弥生町２丁目２９
番地先 C 検討中

238 名鉄バス㈱ 大手小学校南 春日井市大手酉町２丁目３
番地１０先 C 検討中

239 名鉄バス㈱ 稲口町（右回り） 春日井市稲口町１丁目８番
地７先 B 検討中

240 名鉄バス㈱ 味美町（右回り） 春日井市味美町２丁目６８
番地先 B 検討中
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バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表
令和２年１２月２３日現在

241 名鉄バス㈱ 味美（左回り） 春日井市西本町１丁目４番
地３先 B 検討中

242 名鉄バス㈱ 高森台7丁目 春日井市高森台７丁目１番
地５先 B 検討中

243 名鉄バス㈱ 一ツ木 刈谷市一ツ木町５丁目３
１ー２番地先 A 検討中

244 名鉄バス㈱ 篠ノ風 名古屋市緑区相川３丁目２
４０ー１番地先 B 検討中

245 名鉄バス㈱ 中平四丁目 名古屋市天白区中平４丁目
１８０１番地先 B 検討中

246 名鉄バス㈱ 朝日町西 安城市朝日町１７ー１９番
地先 B 検討中

247 名鉄バス㈱ 荒曽根住宅 安城市住吉町荒曽根１６
０ー３番地先 B 検討中

248 名鉄バス㈱ 篠目町大西 安城市篠目町溝川３１番地
先 B 検討中

249 名鉄バス㈱ 緑町 安城市緑町１丁目４ー５番
地先 C 検討中

250 名鉄バス㈱ 本田町川端（下り） 豊田市本田町本田２５先 B 停留所移設予定
（令和2年度内）

251 名鉄バス㈱ 新林保育園西 知立市新林町新林３ー１先 B 検討中

252 名鉄バス㈱ 東新切 知立市新林町東新切１８ー
２先 B 検討中

253 名鉄バス㈱ 八ツ田町 知立市八ツ田町門前１５ー
１先 B 検討中

254 名鉄バス㈱ 来迎寺町公民館 知立市来迎寺町足軽３５先 C 検討中

255 名鉄バス㈱ 三河八橋駅 豊田市花園町前田先 B 検討中

256 名鉄バス㈱ 弘法通 知立市長篠町新田裏先 B 検討中

257 名鉄バス㈱ 福祉体育館南 知立市西２丁目８ー３先 A 検討中

258 名鉄バス㈱ 舘小学校西 豊明市栄町西大根３０番地
先 B 検討中

259 名鉄バス㈱ 下原 豊明市栄町下原先 B 検討中

260 名鉄バス㈱ 中ノ坪公園 豊明市三崎町三崎９ー１１
番地先 C 検討中
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261 名鉄バス㈱ 新家（上り） 名古屋市中川区新家３丁目
１５０１番地先 B 検討中

262 名鉄バス㈱ 神尾口（上り） 津島市神尾町東之割４０番
地先 C 検討中

263 名鉄バス㈱ 大正橋西（下り） 海部郡大治町大字八ツ屋郷
内６６番地先 B 検討中

264 名鉄バス㈱ 大治役場前（下り） 海部郡大治町大字馬島大道
西２４０番地先 C 検討中

265 名鉄バス㈱ 七宝病院前（下り） 津島市莪原町宮東１３３番
地先 C 検討中

266 名鉄バス㈱ 神守口（下り） 津島市莪原町長ケ島１３９
番地先 B 検討中

267 名鉄バス㈱ 下切（下り） 津島市下切町高橋７０番地
先 B 検討中

268 名鉄バス㈱ 津島市役所前（下り） 津島市埋田町１丁目７８番
地先 B 検討中

269 名鉄バス㈱ 秋竹（上り） あま市七宝町秋竹三角５７
２番地先 C 検討中

270 名鉄バス㈱ 安松（上り） あま市七宝町安松１４丁目
番地先 B 検討中

271 名鉄バス㈱ 神守口（上り） 津島市神守町中ノ折１９番
地先 B 検討中

272 名鉄バス㈱ 莪原町 津島市莪原町東屋敷１６番
地先 C 検討中

273 名鉄バス㈱ 生涯学習センター東 津島市莪原町西屋敷１５８
番地先 B 検討中

274 名鉄バス㈱ 神尾町 津島市神尾町西之割３１番
地２先 B 検討中

275 名鉄バス㈱ みどり台 津島市百町北古農６０番地
先 B 検討中

276 名鉄バス㈱ 江南住宅口 津島市牛田町杁先６１番地
１先 C 検討中

277 名鉄バス㈱ 蛭間小学校南 津島市蛭間町西屋敷１１０
０番地先 C 検討中

278 名鉄バス㈱ 下春日台 津島市鹿伏兎町下春日台１
番１先 C 検討中

279 名鉄バス㈱ 津島市老人福祉センター 津島市宮川町１丁目４３番
地先 C 検討中

280 名鉄バス㈱ 桂公民館前（左回り） あま市七宝町桂宮附１５３
２番地先 C 検討中
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281 名鉄バス㈱ 小橋方（左回り） あま市小橋方東境４９１番
地先 B 検討中

282 名鉄バス㈱ 篠田北長無（右回り） あま市篠田北長無１１番地
先 B 検討中

283 名鉄バス㈱ 桂北海道（左回り） あま市七宝町桂北海道２０
３５番地先 C 検討中

284 名鉄バス㈱ 篠田長直し（左回り） あま市篠田長直し２２番地
先 B 検討中

285 名鉄バス㈱ 篠田山吹（左回り） あま市篠田山吹４９番地先 C 検討中

286 名鉄バス㈱ 和合（下り） 愛知郡東郷町和合東蚊谷６
１ー５番地先 B 検討中

287 名鉄バス㈱ 三好上（下り） みよし市三好町上１５４ー１
番地先 C 検討中

288 名鉄バス㈱ 宮口一色（下り） 豊田市宮口町２ー８６先 B 検討中

289 名鉄バス㈱ 東米野木（上り） 日進市米野木町仲大原１番
地先 B 検討中

290 名鉄バス㈱ 丸山町六丁目（下り） 豊田市丸山町４丁目２９ー
１先 B 検討中

291 名鉄バス㈱ 丸山町六丁目（上り） 豊田市丸山町４丁目３ー５
０先 B 検討中

292 名鉄バス㈱ 大清水町（上り） 豊田市大清水町南岬１ー３
１２先 B 停留所移設予定

（令和2年度内）

293 名鉄バス㈱ 東山町（下り） 豊田市東山町２丁目１０７
１ー１６先 B 検討中

294 名鉄バス㈱ 保健センター口（下り） 豊田市藤岡飯野町辻戸８９
９ー１先 B 停留所移設予定

（令和2年度内）

295 名鉄バス㈱ はなみずき通南（上り） 長久手市久保山９０１番地
先 B 検討中

296 名鉄バス㈱ 熊張（下り） 長久手市真行田２７７５ー
１番地先 C 検討中

297 名鉄バス㈱ 愛知淑徳大学南（上
り）

日進市竹の山４ー１３０３
番地先 B 検討中

298 名鉄バス㈱ 岩崎野田（下り） 日進市竹の山４ー２０９番
地先 C 検討中

299 名鉄バス㈱ 岩崎野田（上り） 日進市竹の山３ー４０１番
地先 C 検討中

300 名鉄バス㈱ 石兼（上り） 日進市岩崎町新ラ田８７ー
８０番地先 B 検討中
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301 名鉄バス㈱ 岩藤西口（上り） 日進市岩藤町下原１４０ー
１番地先 B 検討中

302 名鉄バス㈱ 岩藤西口（下り） 日進市岩藤町下原１４３番
地先 B 検討中

303 名鉄バス㈱ 下島（下り） 日進市北新町殿ヶ池中６６
２ー１番地先 C 検討中

304 名鉄バス㈱ 上品野（上り） 瀬戸市上品野町７１５番地
先 B 検討中

305 名鉄バス㈱ 本郷町 瀬戸市本郷町２８５番地先 C 検討中

306 名鉄バス㈱ 苗場町 瀬戸市苗場町１４２ー１番
地先 C 検討中

307 名鉄バス㈱ 中洞（上り） 瀬戸市上品野町１６７番地
先 C 検討中

308 名鉄バス㈱ 品野本町（下り） 瀬戸市品野町４ー１８７番
地先 B 検討中

309 名鉄バス㈱ 記念橋（下り） 瀬戸市栄町１０番地先 B 検討中

310 名鉄バス㈱ 滝之湯（上り） 瀬戸市京町１ー１番地先 B 検討中

311 名鉄バス㈱ 東本町１丁目（下り） 瀬戸市東本町１ー３５番地
先 C 検討中

312 名鉄バス㈱ 本地口（上り） 瀬戸市南菱野町６８番地先 C 検討中

313 名鉄バス㈱ 山の田（上り） 瀬戸市山の田町２３６ー
１ー１番地先 C 検討中

314 名鉄バス㈱ 山の田（下り） 瀬戸市山の田町４３ー１８
６番地先 C 検討中

315 名鉄バス㈱ 古瀬戸 瀬戸市東古瀬戸町３５ー１
１番地先 C 検討中

316 名鉄バス㈱ 金剛院前 瀬戸市西拝戸町３０番地先 B 検討中

317 名鉄バス㈱ 新明町 瀬戸市新明町１４０番地先 B 検討中

318 名鉄バス㈱ 本地（上り） 瀬戸市西本地町１ー３２番
地先 B 検討中

319 名鉄バス㈱ 本地（下り） 瀬戸市西本地町２ー６１ー
２番地先 B 検討中

320 名鉄バス㈱ 高針（下り） 名古屋市名東区高針２ー２
１２４番地先 B 検討中
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番号 バス事業者名 バス停留所名 所在地 判定
結果 安全対策実施状況

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表
令和２年１２月２３日現在

321 名鉄バス㈱ 北部保育園 日進市竹の山４ー２０９番
地先 C 検討中

322 名鉄バス㈱ 岩崎橋西 日進市岩崎町小林９２ー２
番地先 B 検討中

323 名鉄バス㈱ 総合運動公園西 日進市岩藤町一ノ井８９
３ー１番地先 B 検討中

324 名鉄バス㈱ 相野山福祉会館 日進市五色園４ー２３０
５ー１番地先 C 検討中

325 名鉄バス㈱ 柿ノ木 日進市三本木町大根３番地
先 B 検討中

326 名鉄バス㈱ 福成 日進市米野木町福成９４ー
５番地先 B 検討中

327 名鉄バス㈱ 南ヶ丘南 日進市南ヶ丘１ー６番地先 C 検討中

328 名鉄バス㈱ 日東東山 日進市東山５ー３０５番地
先 C 検討中

329 名鉄バス㈱ 五色園 日進市岩藤町一ノ廻間９２
８ー２７４番地先 C 検討中

330 名鉄バス㈱ 藤島 日進市米野木町長塚１５ー
１番地先 C 検討中

331 名鉄バス㈱ 大草中 長久手市郷前１０５番地先 B 検討中

332 名鉄バス㈱ 阿古井口（下り） 一宮市明地西阿古井３２７
−２番地先 C 検討中

333 名鉄バス㈱ 時之島南（上り） 一宮市時之島丸先 B 検討中

334 名鉄バス㈱ 西大海道（下り） 一宮市西大海道字本郷１３
５−４番地先 B 検討中

335 名鉄バス㈱ 浅野公園前（上り） 一宮市浅野字西屋敷９－２
番地先 B 検討中

336 名鉄バス㈱ 馬見塚（上り） 一宮市浅野字西沼３７－１
番地先 C 検討中

337 名鉄バス㈱ 馬見塚（下り） 一宮市緑５丁目２−１０番
地先 C 検討中

338 名鉄バス㈱ 森本（下り） 一宮市森本３丁目１６−８
番地先 B 検討中

339 名鉄バス㈱ 大毛（上り） 一宮市大毛宮前１２７番地
先 C 検討中

340 名鉄バス㈱ いずみ学園前（下り） 一宮市浅井町西浅井字弐軒
家１−１番地先 C 検討中
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341 名鉄バス㈱ 西浅井（上り） 一宮市浅井町西浅井神明９
２６−１番地先 C 検討中

342 名鉄バス㈱ 浅井（上り） 一宮市浅井町東浅井字下之
瀬１５８３－７番地先 A 検討中

343 名鉄バス㈱ 西島町（上り） 一宮市西島町２丁目３４−
１番地先 C 検討中

344 名鉄バス㈱ 上奈良南（下り） 江南市上奈良町観音寺４番
地先 B 検討中

345 名鉄バス㈱ 赤童子（上り） 江南市赤童子町大間３６番
地先 B 検討中

346 名鉄バス㈱ 宮田口（下り） 江南市宮田町南野６番地先 B 検討中

347 名鉄バス㈱ 宮田口（上り） 一宮市浅井町黒岩字サイカチ
３５７－１番地先 B 検討中

348 名鉄バス㈱ 後飛保（上り） 江南市後飛保町本郷１０８
－４番地先 C 検討中

349 名鉄バス㈱ 若草町（下り） 小牧市常普請３丁目１９３
番地先 B 検討中

350 名鉄バス㈱ 西浦公民館 一宮市西萩原字八幡東１３
番地先 B 検討中

351 名鉄バス㈱ 追の狭間（上り） 岡崎市滝町追ノ狭間８６－
２地先 B 検討中

352 名鉄バス㈱ 陣場（上り） 岡崎市羽根町字大池１－５
地先 B 検討中

353 名鉄バス㈱ 知立幼稚園 知立市山屋敷町山屋敷２ー
１８先 B 検討中

354 名鉄バス㈱ 逢妻園 知立市牛田町中流１ー３７
先 A 検討中

355 名鉄バス㈱ 梅森坂口 名古屋市名東区新宿一丁目
３０９番地先 B 検討中

356 名鉄バス㈱ 神の倉 名古屋市緑区神の倉四丁目
１８２番地先 B 検討中

357 名鉄バス㈱ 諸ノ木 名古屋市緑区鳴海町字諸ノ
木８５ー１８５９番地先 B 検討中

358 名鉄バス㈱ 東郷製作所 愛知県愛知郡東郷町春木蛭
池先 B 検討中

359 名鉄東部交通㈱ 菱池（上り） 西尾市菱池町池畔３５番地
先 C 検討中

360 名鉄東部交通㈱ 福地（下り） 西尾市菱池町平針７０番地
の１先 B 検討中
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361 名鉄東部交通㈱ 市子（下り） 西尾市市子町白山先 C 検討中

362 名鉄東部交通㈱ 八ケ尻（下り） 西尾市市子町前田３０番地
先 C 検討中

363 名鉄東部交通㈱ 一色大宝橋（上り） 西尾市一色町下屋敷３３番
地２の先 C 検討中

364 名鉄東部交通㈱ 一色大宝橋（下り） 西尾市一色町下屋敷３３番
地２の先 C 検討中

365 名鉄東部交通㈱ 北中島（上り） 岡崎市中島町字上町１１４
－５地先 C 検討中

366 名鉄東部交通㈱ 北中島（下り） 岡崎市中島町字上町１１４
－５地先 C 検討中

367 名鉄東部交通㈱ 中原（上り） 西尾市八ッ面町猿待２０番
地先 C 検討中

368 名鉄東部交通㈱ 中島農協前（上り） 岡崎市中島町字井ノ下１９
－６地先 B 検討中

369 名鉄東部交通㈱ 中島農協前（下り） 岡崎市中島町字井ノ下１９
－６地先 B 検討中

370 名鉄東部交通㈱ 若松町（上り） 岡崎市若松町字西之切３４
－１地先 B 検討中

371 名鉄東部交通㈱ 柱（上り） 岡崎市柱６丁目６－４地先 B 検討中

372 レスクル㈱ 花乃丸前 知多郡南知多町大字豊浜字
廻間４ー２４番地先 C 検討中

373 あおい交通㈱ 倉曽団地 犬山市字倉曽洞１-５８３
先 B 検討中

374 あおい交通㈱ 五郎丸北 犬山市大字五郎丸字下前田
３-３地先 B 検討中

375 あおい交通㈱ 古市場 犬山市大字羽黒字古市場１
２７-６地先 B 検討中

376 あおい交通㈱ 楽田本町 犬山市字天神５５-４地先 B 検討中

377 あおい交通㈱ 蝉屋 犬山市大字羽黒新田字中蝉
屋１４地先 B 検討中

378 あおい交通㈱ 上野新町 犬山市上野新町４８４地先 B 検討中

379 あおい交通㈱ 善師野台 犬山市善師野台四丁目６２
地先 B 検討中

380 あおい交通㈱ 浦屋敷 犬山市大字塔野地字浦屋敷
４４-１地先 B 検討中
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381 あおい交通㈱ 日の出中 犬山市大字羽黒字中深田２
４-５１地先 B 検討中

382 あおい交通㈱ 日の出東公園 犬山市大字羽黒字向浦３９
-２８地先 C 検討中

383 あおい交通㈱ 前原老人憩いの家西 犬山市大字前原字天道新田
１-１７地先 B 検討中

384 あおい交通㈱ 前原台５・六丁目 犬山市大字前原字天道新田
８１-４６４地先 C 検討中

385 あおい交通㈱ 犬山遊園駅 犬山市大字犬山字寺下８１
-１地先 B 検討中

386 あおい交通㈱ 井堀町北 犬山市大字犬山字古券５２
２-２地先 B 検討中

387 あおい交通㈱ 上野こせんきょう東 丹羽郡扶桑町大字高雄字北
郷７０地先 B 検討中

388 あおい交通㈱ 第一名犬ハイツ北 犬山市大字橋爪字止々馬木
１-４地先 B 検討中

389 あおい交通㈱ 第一名犬ハイツ南 犬山市大字五郎丸字堤北４
４-１３地先 B 検討中

390 あおい交通㈱ 緑ヶ丘西公園 犬山市大字羽黒字堂ヶ洞地
先２０-１１地先 B 検討中

391 あおい交通㈱ 堂ヶ洞池南 犬山市大字羽黒字堂ヶ洞地
先１２－５地先 B 検討中

392 あおい交通㈱ 鉾添 犬山市羽黒鉾添三丁目４７
-１地先 B 検討中

393 あおい交通㈱ 下蝉屋 犬山市羽黒成海南２３-２
地先 B 検討中

394 あおい交通㈱ 羽黒成海 犬山市羽黒成海南８地先 B 検討中

395 あおい交通㈱ 余野五差路 丹羽郡大口町余野四丁目３
６４先 B 検討中

396 あおい交通㈱ 野崎宮浦 北名古屋市野崎宮浦４８番
地先 B 検討中

397 あおい交通㈱ 名古屋銀行師勝支店 北名古屋市鹿田廻間１１０
番地先 B 検討中

398 あおい交通㈱ あいせの里西 北名古屋市六ツ師大島１４
０番地先 B 検討中

399 あおい交通㈱ 薬師寺草木 北名古屋市薬師寺草木３３
－１番地先 B 検討中

400 あおい交通㈱ 片場天王森東 北名古屋市片場八反７３番
地先 B 検討中
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401 あおい交通㈱ レモン橋 北名古屋市熊之庄十二社６
８番地先 B 検討中

402 あおい交通㈱ 熊之庄小烏西 北名古屋市小烏３１番地先 B 検討中

403 あおい交通㈱ 名鉄住宅南 北名古屋市鹿田合田１７８
５－３７番地先 B 検討中

404 あおい交通㈱ 回想法センター西 北名古屋市六ツ師中屋敷４
４６番地先 B 検討中

405 あおい交通㈱ 宇福寺中杁 北名古屋市宇福寺村上１２
番地先 B 検討中

406 あおい交通㈱ 高田寺住宅南 北名古屋市高田寺起返１６
００－８０番地先 B 検討中

407 あおい交通㈱ 高田寺住宅北 北名古屋市高田寺起返１－
１番地先 A 停留所移設予定

（令和2年度内）

408 あおい交通㈱ 久地野郷廻北 北名古屋市久地野北浦９９
－１番地先 B 検討中

409 あおい交通㈱ ネオポリス 北名古屋市六ツ師１０８０
－２５番地先 B 検討中

410 ㈱オーワ 細田口（上り） 豊田市細田町大境７ー２先 B 停留所移設予定
（令和2年度内）

411 ㈱オーワ 林間（上り） 豊田市富岡町下切９ー１７
先 C 停留所移設予定

（令和2年度内）

412 ㈱オーワ 黒田（上り） 豊田市黒田町尾知６８ー２
先 B 検討中

413 ㈱オーワ 黒田（下り） 豊田市黒田町尾知６８ー２
先 B 検討中

414 ㈱オーワ 下黒田（上り） 豊田市黒田町仲田３６２ー
６先 B 停留所移設予定

（令和2年度内）

415 ㈱オーワ 北水別（上り） 豊田市黒田町北水別７２
５ー１先 B 検討中

416 ㈱オーワ 高田木（上り） 豊田市小田木町ウレミチ２６
－２先 B 検討中

417 ㈱オーワ 連谷口（上り） 豊田市連谷町栃平１５ー２
先 B 検討中

418 ㈱オーワ 連谷口（下り） 豊田市連谷町栃平１５ー２
先 C 停留所移設予定

（令和2年度内）

419 大興タクシー㈱ 野寺本證寺前 安城市野寺町野寺７７番地
４先 B 検討中

420 大興タクシー㈱ 堀内公園 安城市桜井町北阿原下５２
番地１５先 B 検討中
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421 大興タクシー㈱ 藤井西 安城市藤井町西山１３８番
地４４先 B 検討中

422 大興タクシー㈱ 古井駅 安城市古井町堂前田７番地
１先 C 検討中

423 大興タクシー㈱ 根崎東 安城市根崎町北根２０３番
地先 C 検討中

424 大興タクシー㈱ 福釜町内会 安城市福釜町蔵前２０６番
地１先 B 検討中

425 大興タクシー㈱ 五十石 安城市福釜町鴻ノ巣２番地
４５先 B 検討中

426 大興タクシー㈱ 高棚口 安城市高棚町東山１３３番
地１先 B 検討中

427 大興タクシー㈱ 南高校 安城市桜井町咽首１８０番
地先 B 検討中

428 知多乗合㈱ 乙川新町（上り） 半田市乙川町６５地先 B 検討中

429 知多乗合㈱ 常滑市立図書館 常滑市新開町１丁目１０８
地先 C 検討中

430 知多乗合㈱ 市場（下り） 常滑市市場町４丁目地先 C 検討中

431 知多乗合㈱ 樽水（下り） 常滑市樽水町１丁目１９９
地先 B 検討中

432 知多乗合㈱ 小鈴谷小学校西 常滑市大谷道向８４ー７地
先 B 検討中

433 知多乗合㈱ 小鈴谷（下り） 常滑市小鈴谷梶田７３地先 B 検討中

434 知多乗合㈱ 坂井（上り） 常滑市坂井羽根前２７ー１
地先 C 検討中

435 知多乗合㈱ 上野間小学校 知多郡美浜町大字上野間字
西之脇１７１地先 C 検討中

436 知多乗合㈱ 師崎（下り） 知多郡南知多町師崎向島地
先 C 検討中

437 知多乗合㈱ 師崎東口（上り） 知多郡南知多町師崎荒井５
７地先 B 検討中

438 知多乗合㈱ 新師崎（上り） 知多郡南知多町片名黒地地
先 B 検討中

439 知多乗合㈱ 片名（下り） 知多郡南知多町片名字郷中
地先 C 検討中

440 知多乗合㈱ 北大井（下り） 知多郡南知多町大井小浜４
０ー６８地先 C 検討中
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441 知多乗合㈱ 東ヶ丘（上り） 知多郡阿久比町福住高根台
３５ー１１地先 B 検討中

442 知多乗合㈱ 東加木屋（上り） 東海市加木屋町松之内８７
地先 C 検討中

443 知多乗合㈱ 向山集会所（上り） 東海市加木屋町中井道４
９ー１地先 C 検討中

444 知多乗合㈱ 御林（下り） 東海市加木屋町御林１６ー
５地先 C 検討中

445 知多乗合㈱ 御林（上り） 東海市加木屋町山之脇３
７ー４地先 C 検討中

446 知多乗合㈱ 西ノ池（下り） 大府市吉川町一丁目２８番
地先 C 検討中

447 知多乗合㈱ 西ノ池（上り） 大府市吉川町四丁目２３番
地先 C 検討中

448 知多乗合㈱ 池田住宅前 大府市森岡町三丁目４７２
番地先 B 検討中

449 知多乗合㈱ 森岡台 知多郡東浦町森岡上半之木
５１ー５地先 C 検討中

450 知多乗合㈱ 元古見 知多市新知字坊ノ下２５ー
１地先 B 検討中

451 知多乗合㈱ 横根公民館 大府市横根町寺田５８番地
先 B 検討中

452 知多乗合㈱ 神田児童老人福祉セン
ター(左まわり)

大府市横根町家下８７番地
の３先 A 検討中

453 知多乗合㈱ 神田児童老人福祉セン
ター(右まわり)

大府市横根町家下８７番地
の７先 B 検討中

454 知多乗合㈱ 北尾公会堂 大府市北崎町内田面３０番
地の１先 A 検討中

455 知多乗合㈱ 北山町三丁目 大府市北山町三丁目３０１
番地先 C 検討中

456 知多乗合㈱ 市営北尾新田住宅南 大府市北崎町一丁目２６４
番地先 B 検討中

457 知多乗合㈱ 共和西小学校南 大府市共西町一丁目３０７
番地の２先 C 検討中

458 知多乗合㈱ 石ヶ瀬児童老人福祉セン
ター

大府市森岡町一丁目８３番
地先 B 検討中

459 知多乗合㈱ 上荒田橋 大府市森岡町上荒田１１９
番地先 B 検討中

460 知多乗合㈱ 吉田小学校前 大府市吉田町四丁目５２番
地先 C 検討中
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461 知多乗合㈱ 吉川町五丁目 大府市吉川町五丁目１８４
番地先 B 検討中

462 知多乗合㈱ 米田町四丁目 大府市米田町四丁目２６２
番地先 B 検討中

463 知多乗合㈱ 東半月生産組合 大府市半月町三丁目７２番
地先 B 検討中

464 知多乗合㈱ 割木 大府市森岡町七丁目３番地
先 C 検討中

465 知多乗合㈱ 半月（上り） 大府市吉田町四丁目５２番
地先 C 検討中

466 知多乗合㈱ 知多バス本社 半田市住吉町２－１６３－
７ B 検討中

467 豊栄交通㈱ 上夏焼（下り） 豊田市夏焼町ヤマダ３２２
番１８先 C 停留所移設予定

（令和2年度内）

468 豊栄交通㈱ 野入（下り） 豊田市野入町椴木平４番１
先 C 停留所移設予定

（令和2年度内）

469 豊栄交通㈱ 下柏洞（下り） 豊田市大野瀬町コガイト７番
２先 B 停留所移設予定

（令和2年度内）

470 豊栄交通㈱ 中山形（上り） 豊田市桑原町黒渕３３番先 B 停留所移設予定
（令和2年度内）

471 豊栄交通㈱ 中山形（下り） 豊田市桑原町黒渕３３番先 B 停留所移設予定
（令和2年度内）

472 豊栄交通㈱ 漆瀬（上り） 豊田市川手町ウルシゼ１２
番４先 B 停留所移設予定

（令和2年度内）

473 豊栄交通㈱ 中山口（上り） 豊田市西中山町十七屋３番
４先 B 停留所移設予定

（令和2年度内）

474 豊栄交通㈱ 西本地橋バロー前
（右回り） 瀬戸市西本地町２丁目 B 検討中

475 豊栄交通㈱ 西本地橋バロー前
（左回り） 瀬戸市西本地町２丁目 B 検討中

476 豊栄交通㈱ 大野瀬口（下り） 豊田市大野瀬町ヤシロジマ４
番４先 C 停留所移設予定

（令和2年度内）

477
豊栄交通㈱
名鉄バス㈱
豊田交通㈲

堤本町（上り） 豊田市堤本町本地２６先 C 停留所移設予定
（令和2年度内）

478
豊栄交通㈱
名鉄バス㈱
豊田交通㈲

堤本町（下り） 豊田市堤本町海道越１８先 C 停留所移設予定
（令和2年度内）

479 豊栄交通㈱
名鉄バス㈱ 本田町川端（上り） 豊田市本田町本田２５先 C 停留所移設予定

（令和2年度内）
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480 豊栄交通㈱
名鉄バス㈱ 中田（上り） 豊田市中田町前田８５ー１

先 C 検討中

481 豊栄交通㈱
名鉄バス㈱ 駒新中通（上り） 豊田市駒新町中通２８先 C 停留所移設予定

（令和2年度内）

482 豊栄交通㈱
名鉄バス㈱ 駒新金山（下り） 豊田市駒新町金山５９先 C 停留所移設予定

（令和2年度内）

483 豊鉄タクシー㈱ 一本松 田原市小中山町一本松５
７ー１地先 B 停留所移設予定

（令和2年度内）

484 豊鉄タクシー㈱ 中山市民館 田原市中山町神明前１４
３ー２ B 停留所移設予定

（令和2年度内）

485 豊鉄バス㈱ 山田（下り） 豊橋市小池町６０番地先 B バス停の移設先（候
補地）を検討中

486 豊鉄バス㈱ 北山（下り） 豊橋市北山町西野原４１番
地の１２先 B バス停の移設先（候

補地）を検討中

487 豊鉄バス㈱ 岩崎葦毛湿原（下り） 豊橋市岩崎町字利兵７９番
地の１先 B バス停の移設先（候

補地）を検討中

488 豊鉄バス㈱ 和田辻（下り） 豊橋市石巻本町字東野１７
番地の７先 B バス停の移設先（候

補地）を検討中

489 豊鉄バス㈱ 馬越（上り） 豊橋市石巻本町字中ヵ田１
４番地の１３先 B バス停の移設先（候

補地）を検討中

490 豊鉄バス㈱ 弥生公園（下り） 豊橋市弥生町中原２９番地
の９先 B バス停の移設先（候

補地）を検討中

491 豊鉄バス㈱ 元天伯（下り） 豊橋市天伯町八田平２７番
地の３先 B バス停の移設先（候

補地）を検討中

492 豊鉄バス㈱ 東田坂上（下り） 豊橋市東田町東前山５番地
の２先 C 検討中

493 豊鉄バス㈱ 向山小学校北（下り） 豊橋市瓦町通一丁目８４番
地の３先 C 検討中

494 豊鉄バス㈱ 藤ノ花高校前（上り） 豊橋市老松町４９番地先 C 検討中

495 豊鉄バス㈱ 柳原団地南（下り） 豊橋市多米町字川添６２番
地先 C 検討中

496 豊鉄バス㈱ 岩崎葦毛湿原（上り） 豊橋市岩崎町字長尾１２１
番地の１先 B バス停の移設先（候

補地）を検討中

497 豊鉄バス㈱ 総合卸団地（下り） 豊橋市問屋町６番地の９先 B バス停の移設先（候
補地）を検討中

498 豊鉄バス㈱ 大山（上り） 豊橋市大山町字松荒２４番
地の１先 C 検討中

499 豊鉄バス㈱ 山田（上り） 豊橋市小池町９１番地先 B バス停の移設先（候
補地）を検討中
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500 豊鉄バス㈱ 三本木町（下り） 豊橋市三本木町新三本木５
５番地の５先 C 検討中

501 豊鉄バス㈱ 三の輪（上り） 豊橋市三ノ輪町一丁目６３
番地先 C 検討中

502 豊鉄バス㈱ 一宮支所（上り） 豊川市一宮町豊７０番地先 B バス停の移設先（候
補地）を検討中

503 豊鉄バス㈱ 東上（下り） 豊川市東上町北田１２１番
地の５先 C 検討中

504 豊鉄バス㈱ 新城市民病院（下り） 新城市字北畑４９番地の２
先 C 検討中

505 豊鉄バス㈱ 一鍬田原（下り） 新城市一鍬田字北神田平５
番地の１先 B バス停の移設先（候

補地）を検討中

506 豊鉄バス㈱ 渥美運動公園（上り） 田原市小塩津町西原４３番
地の１先 C 検討中

507 豊鉄バス㈱ 田峯 北設楽郡設楽町田峯字竹桑
田５番地の１０先 C 検討中

508 三重交通㈱ 鍋蓋新田（分館向き） 海部郡蟹江町大字鍋蓋新田
字トの１９２番地先 B 検討中

509 豊田交通㈲ 前林日伸（上り） 豊田市前林町立圦４０先 B 停留所移設予定
（令和2年度内）

510 豊田交通㈲ 前林日伸（下り） 豊田市前林町上納７９先 B 停留所移設予定
（令和2年度内）

511 豊田交通㈲ 高岡町竹後（上り） 豊田市高岡町三ツ池７３先 C 停留所移設予定
（令和2年度内）

512 豊田交通㈲ 西岡区民会館（下り） 豊田市西岡町前田４７先 B 停留所移設予定
（令和2年度内）

513 豊田交通㈲ 本田町（上り） 豊田市本田町神明戸４２先 B 停留所移設予定
（令和2年度内）

514 豊田交通㈲ 前林桜田（上り） 豊田市前林町住吉５０先 C 停留所移設予定
（令和2年度内）

515 豊田交通㈲ 前林桜田（下り） 豊田市前林町住吉５０先 C 停留所移設予定
（令和2年度内）

516 岐阜乗合自動車㈱ 金山 犬山市長者町７丁目 C 検討中

517 岐阜乗合自動車㈱ 橋爪中 犬山市大字橋爪西浦 B 検討中
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