
  

バス停の安全性確保対策の進捗状況について 

（令和５年３月３１日現在） 

 

福井県バス停留所安全性確保合同検討会 

 

◆安全性確保が必要なバス停留所数 ※各バス停の進捗状況は別表のとおりです。 

令和３年１月２２日公表時        Ａ：３１ Ｂ：１０１ Ｃ：５９    計：１９１ 

令和５年３月３１日時点       Ａ：１７ Ｂ： ８２ Ｃ：３７   計：１３６ 

 

                       改善数  A：１４  B：１９  C：２２  計：５５ 

 

◆Ａ、Ｂ、Ｃのランク分けについて 

【Ａランク】 

○ 過去３年以内に停車したバスが要因となる人身事故が発生しているバス停留所 

○ バスがバス停留所に停車した際に横断歩道にその車体がかかるバス停留所 

【Ｂランク】 

○ Ａランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に横断歩道の前後５ｍの範囲に 

その車体がかかるバス停留所 

○ Ａランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に交差点にその車体がかかる 

バス停留所 

【Ｃランク】 

○ Ａ又はＢランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に交差点の前後５ｍの範 

囲にその車体がかかるバス停留所 

○ Ａ又はＢランク以外で、地域住民等の意見や各都道府県の実情に応じて抽出した 

バス停留所 

 

◆取り組み状況 

・注意喚起を促すためバス車内等へのポスターの掲示や車内アナウンスをおこなって

います。 

・バス事業者、自治体、警察、道路管理者と安全対策の検討を進めています。 

 



＜福井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 福井鉄道㈱ 越前町役場前 丹生郡越前町西田中14-17-1 B 検討中

2 朝日自動車㈱ 栃川口 丹生郡越前町栃川31－14 C 停留所廃止（R4.4.1）

3 永平寺観光㈱ 竹原駅前 吉田郡永平寺町竹原 A 停留所移設（R4.5.20)

4 永平寺観光㈱ 谷口 吉田郡永平寺町谷口 A 停留所移設（R4.9.30)

5 福井鉄道㈱他 メルシ前 丹生郡越前町中7-1-1 A R5.4.1に対策予定

6 大野観光自動車㈱ 篠座神社参道口 大野市篠座64-1先 C 停留所移設（R4.10.1)

7 大野観光自動車㈱ 篠座神社参道口 大野市篠座64-7先 C 停留所移設（R4.10.1)

8 京都交通㈱ 青公民館 大飯郡高浜町青 A 検討中

9 京福バス㈱ 福井トヨペット前
（上り） 福井市二の宮1丁目12-17先 A 停車位置の変更（R5.1.5）

10 京福バス㈱ 春山公民館前 福井市文京3丁目915先 B 停留所移設（R4.7.31）

11 京福バス㈱ 日新小学校前 福井市文京6-41-32先 C 停留所移設（R5.1.17）

12 京福バス㈱ 花月橋北 福井市照手3-9-10 C 停留所移設（R5.1.17）

13 京福バス㈱ 今泉団地 福井市北今泉町24-1-6 C 停留所廃止（R4.3.31）

14 京福バス㈱ 山形（下り） 福井市南楢原19先 A 停車位置の変更（R5.1.5)

15 京福バス㈱ 柳原（下り） 福井市石橋町32-217先 A 停留所移設（R3.10.11)

16 京福バス㈱ 新用（下り） あわら市大溝2-16先 B 停留所移設（R5.1.13)

17 京福バス㈱ 東善寺 あわら市大溝1-28先 C 停留所移設（R5.1.13）

18 京福バス㈱ 中番第２ あわら市中番5先 B 停留所移設（R5.1.13）

19 京福バス㈱ 陣ケ岡口 坂井市三国町陣ケ岡9 B 停留所廃止予定

20 京福バス㈱ 市 丹生郡越前町　市 A 停車位置の変更（R5.1.5）

21 京福バス㈱ けやき台（上り） 吉田郡永平寺町けやき台 A 停車位置の変更（R5.1.5）

22 小松タクシー㈲ 戸谷町 越前市戸谷町76-28付近 B 検討中

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表
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23 鯖江市つつじバス 別司口 鯖江市別司町31-9先 B 検討中

24 鯖江市つつじバス 別所（ｂ） 鯖江市別所町31字158先 C 検討中

25 鯖江市つつじバス 梵・町家ギャラリー前
（吉江七曲り通 鯖江市吉江町1-21先 B 検討中

26 鯖江市つつじバス 長泉寺（東） 鯖江市長泉寺町2丁目1-13先
(東) B 検討中

27 鯖江市つつじバス 長泉寺（西） 鯖江市長泉寺町2丁目2-26先
(西) B 検討中

28 鯖江市つつじバス 大正寺 鯖江市南井町4-40先 C 検討中

29 鯖江市つつじバス 平和台団地 鯖江市入町6-12先 B 検討中

30 鯖江市つつじバス 本町4丁目（東） 鯖江市本町4丁目134-2先
(東) B 検討中

31 鯖江市つつじバス 本町4丁目（西） 鯖江市本町4丁目348先(西) C 検討中

32 鯖江市つつじバス 石田中（北） 鯖江市石田上町13-12-5地係
(北) A 停留所移設（R3.4.1）

33 鯖江市つつじバス 磯部（北） 鯖江市磯部町1-44-1先(北) B 検討中

34 鯖江市つつじバス 磯部（南） 鯖江市磯部町7-18先(南) B 検討中

35 鯖江市つつじバス JA鯖江北支店
（下杉本） 鯖江市杉本町8-3-1先 B 検討中

36 鯖江市つつじバス 神中町2丁目
（北）

鯖江市神中町2丁目4-403-1
先(北) C 検討中

37 鯖江市つつじバス 神中町2丁目
（南）

鯖江市神中町2丁目3-310-3
先(南) B 検討中

38 鯖江市つつじバス 河和田口 鯖江市河和田9-4先 B 停留所移設（R4.7.20）

39 鯖江市つつじバス 川島 鯖江市川島町17-34先 B 検討中

40 鯖江市つつじバス 今北山古墳群 鯖江市乙坂今北町41字3先 C 停留所廃止（R4.4.1）

41 鯖江市つつじバス 高年大学前 鯖江市舟枝町16-1先 B 検討中

42 鯖江市つつじバス 南井 鯖江市南井町5-66先 B 検討中

43 鯖江市つつじバス 西番 鯖江市西番町6-18-1先 B 検討中

44 鯖江市つつじバス 西袋 鯖江市西袋町25-9先 B 検討中

45 鯖江市つつじバス 大野 鯖江市大野町29-30 C 検討中

46 鯖江市つつじバス 落井口 鯖江市落井町28-17-1先 B 検討中

47 鯖江市つつじバス 落井 鯖江市落井町22-5-1先 C 検討中

48 鯖江市つつじバス ラポーゼかわだ（道
路） 鯖江市上河内町26-6-15(北) C 停留所「沢バス停」に移

設（H31.4）



49 鯖江市つつじバス 糺町 鯖江市糺町37-41 B 検討中

50 鯖江市つつじバス 椿坂 鯖江市西袋町30-3先 B 停留所移設（R4.7.20)

51 鯖江市つつじバス 柳町3丁目（北） 鯖江市柳町4丁目335地係
(北) C 停留所移設（R3.4.1）

52 鯖江市つつじバス 柳町3丁目（南） 鯖江市柳町3丁目221地係
(南) A 停留所移設（R3.4.1）

53 鯖江市つつじバス 吉谷（北） 鯖江市吉谷町102-21地係
(北) A 停留所移設（R3.4.1）

54 鯖江市つつじバス 吉谷（南） 鯖江市吉谷町104-1地係(南) A 停留所移設（R3.4.1）

55 鯖江市つつじバス 吉谷東（北） 鯖江市吉谷町101-2地係(北) C 停留所移設（R3.4.1）

56 鯖江市つつじバス 吉谷東（南） 鯖江市吉谷町33-18地係(南) B 停留所移設（R3.4.1）

57 鯖江市つつじバス 吉谷西（北） 鯖江市吉谷町15-101地係
(北) C 停留所移設（R3.4.1）

58 鯖江市つつじバス 吉谷西（南） 鯖江市吉谷町14-140地係
(南) B 停留所移設（R3.4.1）

59 大和交通㈱ 西谷口（下り） 大飯郡おおい町名田庄西谷
26-12-1 A 検討中

60 大和交通㈱ 小倉（下り） 大飯郡おおい町名田庄小倉
12-12 A 検討中

61 大和交通㈱ 堂本口 大飯郡おおい町名田庄小倉17 B 停留所移設（R4.7.30）

62 大和交通㈱ 久坂（下り） 大飯郡おおい町名田庄久坂6-
5 A 検討中

63 大和交通㈱ 秋和（下り） 大飯郡おおい町名田庄三重
52-18-1 A 検討中

64 大和交通㈱ あきない館前（下
り）

大飯郡おおい町名田庄久坂3-
44-4 A 停留所移設（R4.7.30）

65 大和交通㈱
三福タクシー㈱

若狭尾崎（上り） 小浜市尾崎（舞鶴若狭自動車
道高架下） C 検討中

66 大和交通㈱
三福タクシー㈱

野代（上り） 小浜市尾崎62-45 C 検討中

67 大和交通㈱
三福タクシー㈱

湯岡橋（上り） 小浜市和久里26-9 C 検討中

68 三福タクシー㈱ 天理教前（上り） 小浜市一番町3-14 B 停留所廃止（R4.7.15）

69 光タクシー㈲ 安竹 福井市安竹町15-73先 B 停留所移設（R4.3.25）

70 光タクシー㈲ 二日市第2 福井市二日市町34-68先 C 停留所移設（R3.9.7）

71 光タクシー㈲ 平尾公民館 福井市平尾町12-13先 B 検討中

72 光タクシー㈲ 旧清水畑公民館 福井市清水畑町63-70先 C 停留所移設（R4.5.18）

73 光タクシー㈲
京福バス㈱

出村
出村第２ 福井市大森町69-4-5先 B 停留所移設（R5.1.25)

74 光タクシー㈲ 野口 福井市笹谷町54-22先 C 停留所移設（R4.3.14）



75 光タクシー㈲ 志津ケ丘第5 福井市志津ケ丘2-113-4 B 停留所移設（R4.3.30）

76 福井交通㈱ 上莇生田 福井市上莇生田4-59先 B 停留所廃止（R4.4.1）

77 福井鉄道㈱ 神社前 福井市下荒井町2-301先 C 停留所移設（R5.2.23）

78 福井鉄道㈱ 杉谷口 福井市杉谷町8-21先 C 停留所移設（R5.2.23）

79 福井鉄道㈱ 清明小学校前 福井市下荒井町12-103地先 B 停留所移設（R3.9.8)

80 福井鉄道㈱ 冬野 福井市冬野町7-18先 C 停留所移設（R4.6.3）

81 福井鉄道㈱ 中杉の木台② 福井市中野3丁目1203番地
先 C 停留所移設（R4.3.23）

82 福井鉄道㈱ 三十八社 福井市三十八社町1-23先 C 停留所移設（R4.6.3)

83 福井鉄道㈱
京福バス㈱

商工会議所 福井市毛矢２丁目9-7先 B 停留所移設（R3.9.1）

84 福井鉄道㈱ かれい崎 丹生郡越前町米ノ66-97先 B 検討中

85 福井鉄道㈱ 新屋敷 丹生郡越前町米ノ53-27先 A 検討中

86 福井鉄道㈱ 高佐会館前 丹生郡越前町高佐32-6先 A 検討中

87 福井鉄道㈱ 中茂原 丹生郡越前町茂原2-52先 A 検討中

88 福井鉄道㈱ 大浜 丹生郡越前町厨17-62先 A 検討中

89 福井鉄道㈱ 宿 丹生郡越前町宿2-15先 B 検討中

90 福井鉄道㈱ 三崎 丹生郡越前町三崎32-16先 B 検討中

91 福井鉄道㈱ 織田病院口 丹生郡越前町織田106-31先 C 検討中

92 福井鉄道㈱ 青野 丹生郡越前町金谷19-116
橋本製材所横 B 検討中

93 福井鉄道㈱ 金谷口 丹生郡越前町金谷11-2先 B 検討中

94 福井鉄道㈱ 中条園前 丹生郡越前町朝日20-52-25
先 B 検討中

95 福井鉄道㈱ 舟場 丹生郡越前町舟場9-2先 B 検討中

96 福井鉄道㈱ 中小曾原 丹生郡越前町小曾原75-14-2
先 B 検討中

97 福井鉄道㈱ 大王丸 丹生郡越前町織田106-31先 B 検討中

98 福井鉄道㈱ 大年神社前 丹生郡越前町織田85-61-4先 B 停留所廃止（R4.4.1）

99 福井鉄道㈱ 農業研修所前 越前市安養寺町142-27先 C 検討中

100 福井鉄道㈱ 朝陽台口 越前市大虫町４４−１−９ B 検討中



101 福井鉄道㈱ 大虫神社前 越前市大虫町77-20先 A 停車位置の変更（R5.3.1）

102 福井鉄道㈱ 四目口 越前市大虫町14-19先 B 検討中

103 福井鉄道㈱ ゆうばえ 南条郡南越前町甲楽城7-31-
1先 A 検討中

104 福井鉄道㈱ 甲楽城北出 南条郡南越前町甲楽城7-2先 B 検討中

105 福井鉄道㈱ 野中 越前市春日野町28先
斎場連絡道路入口 C 検討中

106 福井鉄道㈱ 松森 越前市松森町23-3先 C 検討中

107 福井鉄道㈱ 金山 今立郡池田町魚見79-11先 C 検討中

108 福井鉄道㈱ 魚見 今立郡池田町魚見133-8先
魚見橋先 B 検討中

109 福井鉄道㈱ 荒谷 今立郡池田町上荒谷6-1-4先 B 検討中

110 福井鉄道㈱ 市 今立郡池田町市26-2先 B 検討中

111 福井鉄道㈱ 谷口門前 今立郡池田町谷口5-18-1先 B 検討中

112 福井鉄道㈱ 野尻 今立郡池田町野尻11-6-1先 A 検討中

113 福井鉄道㈱ 横住 越前市横住25-2-2先 B 検討中

114 福井鉄道㈱ 寺地 越前市寺地21-21先 B 検討中

115 福井鉄道㈱ 銭ケ花 越前市朽飯町11-17先 A 検討中

116 福井鉄道㈱ 樫尾 越前市西樫尾町26-8-1先 C 検討中

117 福井鉄道㈱ 保健センター前 越前市押田2丁目10-5先
越前市国高2丁目26-4-1先 B 検討中

118 福井鉄道㈱ 余川 越前市余川町31-16先 B 検討中

119 福井鉄道㈱ 姫川町 越前市姫川2丁目3-3先 B 検討中

120 福井鉄道㈱ 二階堂 越前市堀町9-1先 B 検討中

121 福井鉄道㈱ 土山口 越前市土山町13-7先 B 検討中

122 福井鉄道㈱ 土山 越前市安戸町41-31先 B 検討中

123 福井鉄道㈱ 丸岡 越前市丸岡町33先 C 検討中

124 福井鉄道㈱ 上広瀬 越前市広瀬町75-9地先 C 停留所移設（R3.9.27)

125 福井鉄道㈱ 下広瀬 越前市広瀬町107-4先 B 検討中

126 福井鉄道㈱ 文京一丁目
（百姓の館側） 越前市文京２丁目5-21先 C 検討中



127 福井鉄道㈱ 松森町西 越前市行松町17-1-1先 B 検討中

128 福井鉄道㈱ 丹南健康福祉セン
ター（整骨院側） 越前市文京２丁目13-11先 B 検討中

129 福井鉄道㈱ 上総社
（住宅側） 越前市南２丁目3-35先 B 検討中

130 福井鉄道㈱ 芝原五丁目
（上下） 越前市家久町64-22先 B 検討中

131 福井鉄道㈱ 家久公園
（上下）

越前市家久町２丁目45先
家久町２丁目　家久公園前 C 検討中

132 福井鉄道㈱ 国兼町 越前市国兼町15-3先 B 検討中

133 福井鉄道㈱ 大塩町 越前市大塩町21-11-2先 B 検討中

134 福井鉄道㈱ 六中前
（上り） 越前市四郎丸町13-18-12先 B 検討中

135 福井鉄道㈱ 中平吹町 越前市中平吹町　生活改善セ
ンター前 C 検討中

136 福井鉄道㈱ 下平吹町 越前市下平吹町　下平吹橋交
差点先 B 検討中

137 福井鉄道㈱ 国高労働福祉センター 越前市瓜生町38-3先 C 停留所移設（R3.8.12)

138 福井鉄道㈱ 岩内町 越前市岩内町16-7先 B 検討中

139 福井鉄道㈱ 荒谷町 越前市荒谷町　市道上 B→
除外 対象外

140 福井鉄道㈱ 小野谷町 越前市小野谷町33-13先 C 検討中

141 福井鉄道㈱ 下黒川 越前市黒川町32-6先 C 検討中

142 福井鉄道㈱ 中野 越前市中野町6-14-3先 B 検討中

143 福井鉄道㈱ 牧・若須 越前市牧町　地方道福井・大
森・河野線　牧町入口 C 検討中

144 福井鉄道㈱ 安養寺南口 越前市安養寺町45-2-1先 B 検討中

145 福井鉄道㈱ 朝陽台口 越前市大虫町４４−１−９ C 検討中

146 福井鉄道㈱ 岡本町 越前市岡本町21-5先 B 停留所移設（R3.3.31）

147 福井鉄道㈱ 北千福町 越前市北千福町101先 C 検討中

148 福井鉄道㈱ 二村 敦賀市二村20-1 A 停留所移設（R4.3.26）

149 福井鉄道㈱ 名子 敦賀市名子14-13先 A 検討中

150 福井鉄道㈱ 沓 敦賀市沓21-10先 A 検討中

151 福井鉄道㈱ 原電前 敦賀市明神町1先 B 検討中

152 福井鉄道㈱ プラザ萬象前
（萬象前側） 敦賀市東洋町3-1先 B 検討中



153 福井鉄道㈱ 運動公園西口
（民家側） 敦賀市沓見136-1-7先 B 検討中

154 福井鉄道㈱ 沓見 敦賀市沓見70-2先 B 検討中

155 福井鉄道㈱ 桜ヶ丘 敦賀市桜ケ丘町31-7先 B 検討中

156 福井鉄道㈱ 金ヶ崎緑地
（海側） 敦賀市桜町1先 B 検討中

157 福井鉄道㈱ 元町（海側） 敦賀市蓬莱町4-6先 C 検討中

158 福井鉄道㈱ 北平和町 敦賀市松葉町3-16先 B 検討中

159 福井鉄道㈱ 櫛林（下り） 敦賀市砂流35先 B 検討中

160 福井鉄道㈱ 北金山
（会社側） 敦賀市金山31-2先 B 検討中

161 福井鉄道㈱ 丹生 三方郡美浜町丹生50 B 検討中

162 福井鉄道㈱ 竹波 三方郡美浜町竹波19-40 A 検討中

163 福井鉄道㈱ はやし内科前
（上り） 敦賀市沢77-4 B 検討中

164 福井鉄道㈱ はやし内科前
（下り） 敦賀市沢76-2 B 検討中

165 福井鉄道㈱ 市野々（上り） 敦賀市市野々13-4-5 C 検討中

166 福井鉄道㈱ 野神（上り） 敦賀市野神4-1-2 C 検討中

167 福井鉄道㈱ 本郷 大飯郡おおい町本郷126-8-3
先 B 検討中

168 福井鉄道㈱ 万願寺 大飯郡おおい町万願寺1-1先 A 検討中

169 福井鉄道㈱ 広岡 大飯郡おおい町広岡　地方道
小浜・綾部線　広岡橋先 B 検討中

170 福井鉄道㈱ 小車田 大飯郡おおい町小車田16-26
先 B 検討中

171 福井鉄道㈱ 子生谷 大飯郡おおい町川上78-7-3先 B 検討中

172 福井鉄道㈱ 塩浜海水浴場 大飯郡おおい町大島28-23-3
先 B 検討中

173 福鉄商事㈱ 波垣 越前市波垣町12-25-1先 B 検討中

174 福鉄商事㈱ 寺地 越前市寺地町18-13-2先 C 検討中

175 福鉄商事㈱ 清根口 越前市横住町43-4-2先 B 検討中

176 ヤマトタクシー㈱ 紙の文化博物館 越前市新在家町11-12-1先 B 検討中

177 ヤマトタクシー㈱ 岡本小学校前（東
側） 越前市定友町9-11-2先 B 検討中

178 ヤマトタクシー㈱ 舟橋・佐々木医院
前 越前市粟田部町29-33-2先 C 検討中



179 ヤマトタクシー㈱ 杉尾 越前市杉尾町13-7-1先 B 停留所移設（R3.12.20)

180 ヤマトタクシー㈱ 轟井 越前市轟井町23-59-1先 C 検討中

181 ヤマトタクシー㈱ 大平 越前市大平町2-35-2先 C 検討中

182 ヤマトタクシー㈱ 八石 越前市八石町2-42-1先 C 検討中

183 ヤマトタクシー㈱ 中印 越前市中印町15-8-1先 C 検討中

184 ヤマトタクシー㈱ 南坂下 越前市南坂下町13-75先 C 検討中

185 ヤマトタクシー㈱ 中津山 越前市中津山町17-2-2先 B 検討中

186 ヤマトタクシー㈱ 高岡 越前市朽飯町23-18-1先 B 検討中

187 ヤマトタクシー㈱ 室谷 越前市室谷町11-5-1先 B 検討中

188 ヤマトタクシー㈱ 長谷・北坂下・殿 越前市長谷町28-11-1先 C 検討中

189 ヤマトタクシー㈱ 南中・大谷 越前市南中町6-33-2先 B 検討中

190 ヤマトタクシー㈱ 水間 越前市水間町20-12-4先 C 検討中

191 ヤマトタクシー㈱ 赤谷 越前市赤谷町11-17先 C 検討中

〈福井県バス停留所安全性確保合同検討会構成員〉
（１）福井運輸支局輸送・監査担当
（２）公益社団法人福井県バス協会
（３）福井県警察本部交通部交通規制課
（４）福井県内各警察署
（５）福井県内各道路管理者（国、県、市町）
（６）福井県内各市町公共交通担当
（７）関係バス事業者
（８）その他検討会が必要と認める者


