
   

岐阜県バス停留所安全性確保合同検討会 

（事務局 岐阜運輸支局） 

 

バス停留所の安全性確保対策の進捗について 

（令和４年１０月１日現在） 

 

１．安全性確保が必要なバス停留所数 

令和２年１２月２３日（公表時）Ａ：５３  Ｂ：２６３  Ｃ：６８  合計：３８４ 

※公表後、検討会にて精査の結果、対象外と判明したバス停留所数 

                  ▲１    ▲２６   ▲１４     ▲４１ 

   ※公表後、検討会にて精査の結果、判定結果が変更となった停留所 

                  Ａ（▲１） → Ｂ（１） １件 

                  Ａ（▲１） → Ｃ（１） １件 

                  Ｂ（▲１） → Ｃ（１） １件 

 検討会にて精査後の安全性確保が必要なバス停留所数 

                Ａ：５０  Ｂ：２３７  Ｃ：５６  合計：３４３ 

 

令和４年１０月１日現在    Ａ：２９  Ｂ：１９７  Ｃ：４４  合計：２７０ 

改善数    ▲２１    ▲４０   ▲１２     ▲７３ 

         〔改善率    ４２％    １７％   ２１％     ２１％〕 

優先度 

高 

 

 

 

 

 

※「Ａ、Ｂ、Ｃ」は優先度の判定方法に基づくランク分け（次項参照） 

※バス停留所ごとの状況は「バス停留所安全性対策実施状況一覧表」のとおり 

 

２．その他の取り組み 

バス車内や県内の関係自治体、警察署等にバスの死角に注意を促すポスター、チラシを 

掲示し、バス停留所に起因する交通事故を防止するための啓発活動を行っています。 
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＜岐阜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 岐阜乗合自動車
(株) 富永（南東向き） 山県市富永 C 移設に向け関係者と調整中

2 岐阜乗合自動車
(株) 富永（北西向き） 山県市富永 C 移設に向け関係者と調整中

3 岐阜乗合自動車
(株) 山西（北向き） 岐阜市柳津町下佐波西２丁目 B 検討中

4 岐阜乗合自動車
(株) 山西（南向き） 岐阜市柳津町下佐波西２丁目 B 検討中

5 岐阜乗合自動車
(株) もえぎの里（北向き） 岐阜市柳津町下佐波西１丁目 B 検討中

6 岐阜乗合自動車
(株) もえぎの里（南向き） 岐阜市柳津町下佐波西１丁目 B 検討中

7 岐阜乗合自動車
(株) 中佐波（北向き） 岐阜市柳津町上佐波４丁目 B 検討中

8 岐阜乗合自動車
(株) 中佐波（南向き） 岐阜市柳津町上佐波４丁目 B 検討中

9 岐阜乗合自動車
(株)

大矢田神社前（西向
き） 美濃市大矢田 B 検討中

10 岐阜乗合自動車
(株) 古津（西向き） 岐阜市長良古津 A 検討中

11 岐阜乗合自動車
(株) 北鶉（南西向き） 岐阜市西鶉２丁目 A 検討中

12 岐阜乗合自動車
(株) 茜部中島（北向き） 岐阜市茜部中島２丁目 B 検討中

13 岐阜乗合自動車
(株) 寺屋敷（南西向き） 岐阜市境川１丁目 B 検討中

14 岐阜乗合自動車
(株) 茜部菱野（南向き） 岐阜市茜部菱野３丁目 B 検討中

15 岐阜乗合自動車
(株)

市立岐商前（南向
き） 岐阜市西荘３丁目２０ B 検討中

16 岐阜乗合自動車
(株)

市立岐商前（北向
き） 岐阜市西荘３丁目２０ B 検討中

17 岐阜乗合自動車
(株)

鶉小学校前（東向
き） 岐阜市中鶉４丁目 B 検討中

18 岐阜乗合自動車
(株)

南陽町加納高校（南
向き） 岐阜市加納奥平町２丁目 B 検討中

19 岐阜乗合自動車
(株) 加納駅前（東向き） 岐阜市加納柳町 C 検討中

20 岐阜乗合自動車
(株) 西鶉（東向き） 岐阜市西鶉４丁目 B 検討中

21 岐阜乗合自動車
(株) 西鶉（西向き） 岐阜市西鶉４丁目 B 検討中

22 岐阜乗合自動車
(株) 細畑（東向き） 岐阜市細畑５丁目４ C 検討中

23 岐阜乗合自動車
(株) 細畑（西向き） 岐阜市細畑５丁目４ C 検討中

24 岐阜乗合自動車
(株) 日野坂（東向き） 岐阜市日野東６丁目 A 検討中

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表
令和4年10月1日現在
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番号 バス事業者名 バス停留所名 所在地 判定
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25 岐阜乗合自動車
(株) 日野坂（西向き） 岐阜市日野東７丁目 A 検討中

26 岐阜乗合自動車
(株) 領下（東向き） 岐阜市領下 C 精査の結果、

判定結果変更（A→C）

27 岐阜乗合自動車
(株) 前一色東（西向き） 岐阜市岩地１丁目１ B 検討中

28 岐阜乗合自動車
(株)

橋本町２丁目（東向
き） 岐阜市橋本町２丁目 B 検討中

29 岐阜乗合自動車
(株)

黒野こども園前（上・
南向き） 岐阜市古市場 C 検討中

30 岐阜乗合自動車
(株)

黒野こども園前（下・
北向き） 岐阜市古市場 B 検討中

31 岐阜乗合自動車
(株) 近ノ島（上・東向き） 岐阜市白菊町２丁目 C 検討中

32 岐阜乗合自動車
(株) 柿ヶ瀬（上・東向き） 岐阜市木田 A 検討中

33 岐阜乗合自動車
(株) 柿ヶ瀬（下・西向き） 岐阜市木田 A 検討中

34 岐阜乗合自動車
(株) 粟野口（北向き） 岐阜市粟野東５丁目 B 検討中

35 岐阜乗合自動車
(株) 福富口（南向き） 岐阜市福富町田 B 検討中

36 岐阜乗合自動車
(株)

島消防署前（東向
き） 岐阜市旦島中１丁目 B 検討中

37 岐阜乗合自動車
(株)

島小学校前（西向
き） 岐阜市北島７丁目 B 検討中

38 岐阜乗合自動車
(株)

おぶさ公民館前（南
向き） 岐阜市長良雄総 C 検討中

39 岐阜乗合自動車
(株)

おぶさ公民館前（北
向き） 岐阜市長良雄総 C 検討中

40 岐阜乗合自動車
(株)

福富団地口（南向
き） 岐阜市福富笠海道 B 検討中

41 岐阜乗合自動車
(株)

福富団地口（北向
き） 岐阜市福富天神前 B 検討中

42 岐阜乗合自動車
(株) 藍川橋（西向き） 岐阜市向加野１丁目 B 検討中

43 岐阜乗合自動車
(株) 北野（東向き） 岐阜市北野西 B 検討中

44 岐阜乗合自動車
(株) 打越本郷（南向き） 岐阜市打越 B 検討中

45 岐阜乗合自動車
(株)

真福寺公民館口（西
向き） 岐阜市長良３丁目 B 検討中

46 岐阜乗合自動車
(株) 真竜寺前（東向き） 岐阜市長良竜東町３丁目 B 検討中

47 岐阜乗合自動車
(株) 真竜寺前（西向き） 岐阜市長良竜東町３丁目 B 検討中

48 岐阜乗合自動車
(株) 西中島（東向き） 岐阜市西中島３丁目 B 検討中
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49 岐阜乗合自動車
(株)

美江寺東口（東向
き） 瑞穂市美江寺 B 移設に向け関係者と調整中

50 岐阜乗合自動車
(株) 高屋（北向き） 本巣郡北方町高屋 B 検討中

51 岐阜乗合自動車
(株) 高屋（南向き） 本巣郡北方町高屋 B 検討中

52 岐阜乗合自動車
(株)

緑苑西１丁目（南向
き） 各務原市緑苑西１丁目 C 移設に向け関係者と調整中

53 岐阜乗合自動車
(株)

各務おがせ町８丁目
（西向き） 各務原市各務おがせ町８丁目 B 移設に向け関係者と調整中

54 岐阜乗合自動車
(株)

各務おがせ町８丁目
（東向き） 各務原市各務おがせ町９丁目 B 移設に向け関係者と調整中

55 名阪近鉄バス(株) 三津屋 大垣市三津屋町３丁目 B 検討中

56 名阪近鉄バス(株) 長沢町 大垣市鶴見町 B 検討中

57 名阪近鉄バス(株) 坂下 大垣市大島町１丁目 B 検討中

58 名阪近鉄バス(株) 大島 大垣市大島町１丁目 B 検討中

59 名阪近鉄バス(株) 笠木町（往路） 大垣市笠木町 B 検討中

60 名阪近鉄バス(株) 笠木町（復路） 大垣市笠木町 B 検討中

61 濃飛乗合自動車
(株) 小坂町（下呂向） 下呂市小坂町小坂町 B 検討中

62 濃飛乗合自動車
(株) 若宮町（高山向） 下呂市湯之島上町 B 検討中

63 濃飛乗合自動車
(株) 若宮町（下呂向） 下呂市湯之島上町 B 検討中

64 濃飛乗合自動車
(株)

諏訪神社前（高山
向） 高山市国府町広瀬町 B 検討中

65 濃飛乗合自動車
(株)

野口公民館前（神岡
向） 飛騨市古川町野口 B 検討中

66 濃飛乗合自動車
(株) 中学校前（下呂向） 下呂市森 B 検討中

67 濃飛乗合自動車
(株) 南少ヶ野（下呂向） 下呂市少ケ野 C 検討中

68 濃飛乗合自動車
(株) 御厩野（加子母向） 下呂市御厩野 B 検討中

69 濃飛乗合自動車
(株) 御厩野（下呂向） 下呂市御厩野 B 検討中

70 濃飛乗合自動車
(株) 坂東橋（白川口向） 加茂郡白川町大字坂ノ東 B 検討中

71 濃飛乗合自動車
(株) 村君（下油井向） 加茂郡白川町大字坂ノ東 B 検討中

72 濃飛乗合自動車
(株) 出合（下油井向） 加茂郡白川町大字坂ノ東 C 検討中
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73 濃飛乗合自動車
(株) 下桐（下油井向） 加茂郡白川町大字坂ノ東 B 検討中

74 濃飛乗合自動車
(株) 天神橋（東白川向） 加茂郡白川町河岐 A 停車位置変更に向け関

係者と調整中

75 濃飛乗合自動車
(株) 天神橋（白川口向） 加茂郡白川町河岐 A 停車位置変更に向け関

係者と調整中

76 濃飛乗合自動車
(株) 中須橋（白川口向） 加茂郡白川町大字中川 B 検討中

77 濃飛乗合自動車
(株)

東白川村役場（東白
川向） 加茂郡東白川村大字神土 B 検討中

78 濃飛乗合自動車
(株)

東白川中学校（東白
川向） 加茂郡東白川村大字神土 C 検討中

79 濃飛乗合自動車
(株)

東白川小学校西口
（東白川向） 加茂郡東白川村大字神土 B 検討中

80 濃飛乗合自動車
(株)

東白川小学校西口
（白川口向） 加茂郡東白川村大字神土 B 検討中

81 濃飛乗合自動車
(株) 菊久里（東白川向） 加茂郡東白川村大字越原 B 検討中

82 濃飛乗合自動車
(株) 菊久里（白川口向） 加茂郡東白川村大字越原 B 検討中

83 濃飛乗合自動車
(株) 長坂辻（新穂高向） 高山市松之木町 B 検討中

84 濃飛乗合自動車
(株) 町方（高山向） 高山市丹生川町坊方 B 検討中

85 濃飛乗合自動車
(株) 坊方（高山向） 高山市丹生川町坊方 C 検討中

86 濃飛乗合自動車
(株) 挟間前（高山向） 高山市丹生川町坊方 B 検討中

87 濃飛乗合自動車
(株) 旗鉾（新穂高向） 高山市丹生川町籏鉾 B 検討中

88 濃飛乗合自動車
(株)

新平湯温泉口（新穂
高向） 高山市奥飛騨温泉郷一重ケ根 C 道路改修工事に合わせ移

設予定

89 濃飛乗合自動車
(株)

新平湯温泉口（高山
向） 高山市奥飛騨温泉郷一重ケ根 B 道路改修工事に合わせ移

設予定

90 濃飛乗合自動車
(株) 今見橋（平湯向） 高山市奥飛騨温泉郷今見 B 検討中

91 濃飛乗合自動車
(株) 東町（平湯向） 飛騨市神岡町東町 B 検討中

92 濃飛乗合自動車
(株) 土（富山向） 飛騨市神岡町牧 A 検討中

93 濃飛乗合自動車
(株) 西公民館（高山向） 飛騨市神岡町西 B 検討中

94 濃飛乗合自動車
(株)

飛騨神岡駅（神岡
向） 飛騨市神岡町船津 A 検討中

95 濃飛乗合自動車
(株)

飛騨神岡駅（高山
向） 飛騨市神岡町船津 A 検討中

96 濃飛乗合自動車
(株) 千歳橋（神岡向） 飛騨市神岡町船津 B 検討中
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97 濃飛乗合自動車
(株) 千歳橋（平湯向） 飛騨市神岡町船津 B 検討中

98 濃飛乗合自動車
(株)

高山濃飛バスセンター
（降車場） 高山市花里町６丁目 B 検討中

99 濃飛乗合自動車
(株)

久々野駅前（下呂
向） 高山市久々野町久々野 A 検討中

100 濃飛乗合自動車
(株)

久々野駅前（高山
向） 高山市久々野町久々野 A 検討中

101 濃飛乗合自動車
(株)

北小学校前（新穂高
向） 高山市桐生町２丁目 C 検討中

102 濃飛乗合自動車
(株)

山ゆり学園口（市内
向） 高山市山田町 A 検討中

103 濃飛乗合自動車
(株)

山ゆり学園口（清見
向） 高山市山田町 A 検討中

104 濃飛乗合自動車
(株)

ビッグアリーナ（高山
向） 高山市下林町 C 検討中

105 濃飛乗合自動車
(株)

ビッグアリーナ（西高校
向） 高山市下林町 C 検討中

106 濃飛乗合自動車
(株)

清見診療所前（荘川
向） 高山市清見町三日町 B 検討中

107 濃飛乗合自動車
(株)

清見診療所前（高山
向） 高山市清見町三日町 B 検討中

108 濃飛乗合自動車
(株) 一色口（高山向） 高山市荘川町惣則 B 検討中

109 濃飛乗合自動車
(株)

高山厚生病院前（秋
神向） 高山市山口町 C 検討中

110 東濃鉄道(株) 広見町（下り） 可児市広見 B 検討中

111 東濃鉄道(株) 村木（往路） 可児市広見 C 検討中

112 東濃鉄道(株) 広眺ヶ丘２丁目（下
り） 可児市広眺ヶ丘１丁目 B 検討中

113 東濃鉄道(株) 羽生ヶ丘５丁目（上
り） 可児市羽生ヶ丘５丁目 C 検討中

114 東濃鉄道(株) 中央町（上り） 土岐市中央町 B 検討中

115 東濃鉄道(株) 平口（上り） 土岐市妻木町 B 検討中

116 東濃鉄道(株) 平口（下り） 土岐市妻木町 B 検討中

117 東濃鉄道(株) 東町（上り） 多治見市東町１丁目 B 検討中

118 東濃鉄道(株) 総合グランド口（東向
き） 多治見市美坂町５丁目 B 検討中

119 東濃鉄道(株) 総合グランド口（西向
き） 多治見市美坂町５丁目 B 検討中

120 東濃鉄道(株) 昭和農園（上り） 土岐市下石町石拾 B 検討中
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121 東濃鉄道(株) 妻木神宮（下り） 土岐市妻木町明神 B 検討中

122 東濃鉄道(株) 堀越（上り） 土岐市駄知町 B 検討中

123 東濃鉄道(株) 堀越（下り） 土岐市駄知町 B 検討中

124 東濃鉄道(株) 下小里（上り） 瑞浪市稲津町小里 B 検討中

125 東濃鉄道(株) 陶町口（上り） 瑞浪市陶町猿爪 C 検討中

126 東濃鉄道(株) 陶町口（下り） 瑞浪市陶町猿爪 C 検討中

127 東濃鉄道(株) 関屋口（上り） 恵那市明智町吉良見 B 検討中

128 東濃鉄道(株) 関屋口（下り） 恵那市明智町吉良見 B 検討中

129 東濃鉄道(株) 吉良見（下り） 恵那市明智町吉良見 B 検討中

130 東濃鉄道(株) 大畑４丁目（下り） 多治見市大畑４丁目 B 検討中

131 東濃鉄道(株) 大畑５丁目（上り） 多治見市大畑５丁目 C 検討中

132 東濃鉄道(株) 滝呂８丁目（下り） 多治見市滝呂町９丁目 B 検討中

133 東濃鉄道(株) 滝呂１４丁目（上
り） 多治見市滝呂町１４丁目 B 検討中

134 東濃鉄道(株) 滝呂１４丁目（下
り） 多治見市滝呂町１４丁目 B 検討中

135 東濃鉄道(株) 羽根（上り） 多治見市笠原町音羽 B 検討中

136 東濃鉄道(株) 羽根（下り） 多治見市笠原町音羽 B 検討中

137 東濃鉄道(株) 北高正門前（上下） 多治見市小田町５丁目 B 検討中

138 東濃鉄道(株) 河合（上り） 土岐市泉町河合 B 検討中

139 東濃鉄道(株) 河合（下り） 土岐市泉町河合 B 検討中

140 東濃鉄道(株) 栄楽（下り） 土岐市土岐津町土岐口 B 検討中

141 東濃鉄道(株) 旭ヶ丘 恵那市大井町 B 検討中

142 東濃鉄道(株) 久須見（上り） 恵那市長島町久須見 B 検討中

143 東濃鉄道(株) 久須見（下り） 恵那市長島町久須見 B 検討中

144 東濃鉄道(株) 入野（上り） 恵那市飯地町 B 検討中



＜岐阜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4年10月1日現在

145 東濃鉄道(株) 入野（下り） 恵那市飯地町 B 検討中

146 東濃鉄道(株) 大福橋（上り） 恵那市飯地町 B 検討中

147 東濃鉄道(株) 大福橋（下り） 恵那市飯地町 B 検討中

148 東濃鉄道(株) 西山（上り） 恵那市飯地町 B 検討中

149 東濃鉄道(株) 西山（下り） 恵那市飯地町 B 検討中

150 東濃鉄道(株) 南口（上り） 恵那市飯地町 B 検討中

151 東濃鉄道(株) 南口（下り） 恵那市飯地町 B 検討中

152 東濃鉄道(株) 一の沢口（上り） 恵那市長島町久須見 B 検討中

153 東濃鉄道(株) 一の沢口（下り） 恵那市長島町久須見 B 検討中

154 東濃鉄道(株) 津島神社（上り） 恵那市長島町久須見 B 検討中

155 東濃鉄道(株) 津島神社（下り） 恵那市長島町久須見 B 検討中

156 東濃鉄道(株) 土橋（上り） 恵那市長島町久須見 B 検討中

157 東濃鉄道(株) 土橋（下り） 恵那市長島町久須見 B 検討中

158 東濃鉄道(株) 太田中組（下り） 恵那市笠置町毛呂窪 B 検討中

159 東濃鉄道(株) 白坂（下り） 恵那市笠置町毛呂窪 B 検討中

160 東濃鉄道(株) 森下（上り） 恵那市笠置町毛呂窪 B 検討中

161 東濃鉄道(株) 森下（下り） 恵那市笠置町毛呂窪 B 検討中

162 東濃鉄道(株) 上野（上り） 恵那市武並町竹折 B 検討中

163 東濃鉄道(株) 上野（下り） 恵那市武並町竹折 B 検討中

164 東濃鉄道(株) 新道（上り） 恵那市武並町竹折 B 検討中

165 東濃鉄道(株) 新道（下り） 恵那市武並町竹折 B 検討中

166 東濃鉄道(株) 武並診療所前（上
り） 恵那市武並町竹折 B 検討中

167 東濃鉄道(株) 武並診療所前（下
り） 恵那市武並町竹折 B 検討中

168 東濃鉄道(株) 深萱（上り） 恵那市武並町藤 B 検討中
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169 東濃鉄道(株) 槙ヶ根（東向き） 恵那市長島町中野 B 検討中

170 東濃鉄道(株) 伊保（上り） 恵那市三郷町佐々良木 B 検討中

171 東濃鉄道(株) 伊保（下り） 恵那市三郷町佐々良木 B 検討中

172 東濃鉄道(株) 三郷平（上り） 恵那市三郷町佐々良木 B 検討中

173 東濃鉄道(株) 大栗（上り） 恵那市明智町大田 B 検討中

174 東濃鉄道(株) 大栗（下り） 恵那市明智町大田 B 検討中

175 東濃鉄道(株) 下田良子（上り） 恵那市明智町大田 B 検討中

176 東濃鉄道(株) 下田良子（下り） 恵那市明智町大田 B 検討中

177 東濃鉄道(株) 土助（上り） 恵那市明智町横通 B 検討中

178 東濃鉄道(株) 土助（下り） 恵那市明智町横通 B 検討中

179 東濃鉄道(株) 岩竹口（上り） 恵那市明智町横通 B 検討中

180 東濃鉄道(株) 岩竹口（下り） 恵那市明智町横通 B 検討中

181 東濃鉄道(株) 岩崎（上り） 恵那市明智町東方 B 検討中

182 東濃鉄道(株) 岩崎（下り） 恵那市明智町東方 B 検討中

183 東濃鉄道(株) 小杉口（下り） 恵那市明智町東方 B 検討中

184 東濃鉄道(株) 落倉口（上り） 恵那市明智町東方字馬場 B 検討中

185 東濃鉄道(株) 落倉口（下り） 恵那市明智町東方字馬場 B 検討中

186 東濃鉄道(株) 中沢口（上り） 恵那市串原 B 検討中

187 東濃鉄道(株) 中沢口（下り） 恵那市串原 B 検討中

188 東濃鉄道(株) 法明（上り） 恵那市明智町 B 検討中

189 東濃鉄道(株) 法明（下り） 恵那市明智町 B 検討中

190 東濃鉄道(株) 陶元町・養正公民館 多治見市陶元町 C 検討中

191 東濃鉄道(株) 前山団地口 多治見市元町 C 検討中

192 東濃鉄道(株) 元町台入口（上り） 多治見市元町４丁目 C 検討中
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193 東濃鉄道(株) 廿原 多治見市廿原町四半田 C 検討中

194 東濃鉄道(株) 三の倉（下り） 多治見市三の倉中洞 C 検討中

195 東濃鉄道(株) 須賀 加茂郡八百津町八百津 C 検討中

196 東濃鉄道(株) 逆巻 加茂郡八百津町野上 C 検討中

197 東濃鉄道(株) 栃の木 加茂郡八百津町野上 B 検討中

198 東濃鉄道(株) 石畑公民館 加茂郡八百津町伊岐津志 B 検討中

199 東濃鉄道(株) 馬頭観音 加茂郡八百津町伊岐津志 C 検討中

200 東濃鉄道(株) 笠原車庫前（下り） 多治見市笠原町神戸 B 検討中

201 東濃鉄道(株) 弁天町（下り） 多治見市弁天町２丁目 B 検討中

202 東濃鉄道(株) 上田（下り） 恵那市明智町大田 B 検討中

203 北恵那交通(株) 三菱電機工場前（上
り） 中津川市駒場町 B 検討中

204 北恵那交通(株) 三菱電機工場前  (下
り） 中津川市駒場町 B 検討中

205 北恵那交通(株) 女夫岩（上り） 中津川市駒場字安森 B 検討中

206 北恵那交通(株) 女夫岩（下り） 中津川市駒場字安森 A 検討中

207 北恵那交通(株) 一中前（上り） 中津川市駒場字安森 A 検討中

208 北恵那交通(株) 一中前（下り） 中津川市駒場字安森 B 検討中

209 北恵那交通(株) 宮ノ辻（上り） 中津川市駒場 A 検討中

210 北恵那交通(株) 宮ノ辻（下り） 中津川市駒場 B 検討中

211 北恵那交通(株) 大平（上り） 中津川市駒場字安森 C 検討中

212 北恵那交通(株) 大平（下り） 中津川市駒場字安森 C 検討中

213 北恵那交通(株) 恵那西山（上り） 中津川市千旦林 B 検討中

214 北恵那交通(株) 恵那西山（下り） 中津川市千旦林 B 検討中

215 北恵那交通(株) 玄済口（下り） 中津川市駒場 B 検討中

216 北恵那交通(株) 中津工業高校前（上
り） 中津川市駒場 B 検討中
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217 北恵那交通(株) 中津工業高校前（下
り） 中津川市駒場 B 検討中

218 北恵那交通(株) 西小学校前（上り） 中津川市手賀野字下組 B 検討中

219 北恵那交通(株) 佼成会前（下り） 中津川市中津川 B 検討中

220 北恵那交通(株) 中村上（上り） 中津川市中津川 A 検討中

221 北恵那交通(株) 王子製紙前（上り） 中津川市中津川字尾ケ岩 B 検討中

222 北恵那交通(株) 王子製紙前（下り） 中津川市中津川字尾ケ岩 B 検討中

223 北恵那交通(株) 立岩（上り） 中津川市神坂字沓掛 A 検討中

224 北恵那交通(株) 立岩（下り） 中津川市神坂字沓掛 B 精査の結果、
判定結果変更（A→B）

225 北恵那交通(株) 大久手公民館（下
り） 中津川市落合 B 検討中

226 北恵那交通(株) 白山町（上り） 中津川市川上白山町 C 検討中

227 北恵那交通(株) 島橋（下り） 中津川市坂下時鐘 B 検討中

228 北恵那交通(株) 小田（下り） 中津川市坂下 B 検討中

229 北恵那交通(株) 椿沢橋（下り） 中津川市川上森平 B 検討中

230 北恵那交通(株) 上見屋（上り） 中津川市付知町 B 検討中

231 北恵那交通(株) 上見屋（下り） 中津川市付知町 A 検討中

232 北恵那交通(株) 秋津（下り） 中津川市付知町 A 検討中

233 北恵那交通(株) 藤山（下り） 中津川市付知町 B 検討中

234 北恵那交通(株) 付知峡口（上り） 中津川市付知町 B 検討中

235 北恵那交通(株) 付知峡口（下り） 中津川市付知町 B 検討中

236 北恵那交通(株) 三管橋（西回り） 中津川市中津川 B 検討中

237 北恵那交通(株) 宗泉寺口（西回り） 中津川市中津川 B 検討中

238 北恵那交通(株) 宮前（西回り） 中津川市中津川 C 検討中

239 北恵那交通(株) 公民館前（西回り） 中津川市中津川 C 精査の結果、
判定結果変更（B→C）

240 北恵那交通(株) 松田橋（西回り） 中津川市中津川 B 検討中
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241 北恵那交通(株) 川上小学校前（下
り） 中津川市川上 A 検討中

242 北恵那交通(株) 上大門（上り） 中津川市付知町 A 検討中

243 北恵那交通(株) 上大門（下り） 中津川市付知町 A 検討中

244 平和コーポレーショ
ン(株) 弁天橋 恵那市上矢作町本郷下田 B 検討中

245 平和コーポレーショ
ン(株) 中学校下 恵那市山岡町下手向 B 検討中

246 新太田タクシー
(株) 上伊瀬（西向き） 美濃加茂市蜂屋町伊瀬 B 検討中

247 新太田タクシー
(株) 上伊瀬（東向き） 美濃加茂市蜂屋町伊瀬 B 検討中

248 岐阜羽島バス・タク
シー(株) 東小熊西 羽島市小熊町２丁目 B 検討中

249 岐阜羽島バス・タク
シー(株) 東小熊東 羽島市小熊町２丁目 B 検討中

250 岐阜羽島バス・タク
シー(株) 西小熊北 羽島市小熊町西小熊 B 検討中

251 岐阜羽島バス・タク
シー(株) 坂井 羽島市足近町２丁目 C 検討中

252 岐阜羽島バス・タク
シー(株) 小荒井 羽島市足近町大字小荒井字村内 B 検討中

253 東鉄タクシー(株) 雨池上 土岐市駄知町 C 検討中

254 東鉄タクシー(株) 雨池下 土岐市駄知町 A 検討中

255 東鉄タクシー(株) 丸山 土岐市駄知町 C 検討中

256 東鉄タクシー(株) どんぶり会館杉焼池 土岐市肥田町肥田 C 検討中

257 東鉄タクシー(株) だちぱん栄町 土岐市駄知町 C 検討中

258 東鉄タクシー(株) 駄知中入口 土岐市駄知町 A 検討中

259 東鉄タクシー(株) 八王子 土岐市駄知町 C 検討中

260 (株)白鳥交通 白鳥橋本町 郡上市白鳥町白鳥 B 検討中

261 (株)白鳥交通 長滝神社前 郡上市白鳥町長滝 B 検討中

262 (株)白鳥交通 悲願寺 郡上市白鳥町歩岐島 B 検討中

263 (株)白鳥交通 鮎走 郡上市高鷲町鮎立 B 検討中

264 (株)白鳥交通 神路 郡上市大和町神路 B 検討中



＜岐阜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4年10月1日現在

265 (株)白鳥交通 大中駅前 郡上市白鳥町中津屋 B 検討中

266 (株)白鳥交通 大島上 郡上市白鳥町大島 B 検討中

267 (株)白鳥交通 万場口 郡上市大和町剣 A 検討中

268 (株)白鳥交通 二日町萩原（北向
き） 郡上市白鳥町二日町 B 検討中

269 (株)白鳥交通 二日町萩原（南向
き） 郡上市白鳥町二日町 A 検討中

270 名鉄バス(株) 川島口（下り） 各務原市川島松原町 B 検討中



＜岐阜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 岐阜乗合自動車
(株) 佐野（南東向き） 山県市佐野 C R3.11.1移設

2 岐阜乗合自動車
(株) 佐野（北西向き） 山県市佐野 C R3.11.1移設

3 岐阜乗合自動車
(株) 西養寺前（東向き） 各務原市川島緑町３丁目 B R3.4.1移設

4 岐阜乗合自動車
(株) 西養寺前（西向き） 各務原市川島緑町３丁目 B R3.4.1移設

5 岐阜乗合自動車
(株)

厚見中学校前（西向
き） 羽島郡岐南町みやまち１丁目 B R4.4.1廃止

6 岐阜乗合自動車
(株) 渡東口（東向き） 各務原市川島渡町 B R3.4.1移設

7 岐阜乗合自動車
(株) 渡東口（西向き） 各務原市川島渡町 B R3.4.1移設

8 岐阜乗合自動車
(株) 渡西口（東向き） 各務原市川島渡町 B R3.4.1移設

9 岐阜乗合自動車
(株) 米野高瀬（西向き） 羽島郡笠松町米野 B R3.4.1移設

10 岐阜乗合自動車
(株) 上印食（東向き） 羽島郡岐南町上印食５丁目 C R4.4.1廃止

11 岐阜乗合自動車
(株)

武芸川中学校前（東
向き） 関市武芸川町八幡 B R3.8.27移設

12 岐阜乗合自動車
(株) 東町（東向き） 関市東町 B R3.8.27移設

13 岐阜乗合自動車
(株) 広見北山（東向き） 関市広見 A R3.8.27移設

14 岐阜乗合自動車
(株) 広見北山（西向き） 関市広見 A R3.8.27移設

15 岐阜乗合自動車
(株)

殿村局前（南西向
き） 関市下之保 A R3.8.27移設

16 岐阜乗合自動車
(株) 広見唐橋（東向き） 関市広見 A R3.8.27移設

17 岐阜乗合自動車
(株) 広見唐橋（西向き） 関市広見 A R3.8.27移設

18 岐阜乗合自動車
(株)

八幡城南町（西向
き） 郡上市八幡町島谷 A R3.5.1移設

19 岐阜乗合自動車
(株)

八幡日吉町（西向
き） 郡上市八幡町島谷 B R3.5.1移設

20 岐阜乗合自動車
(株)

鏡島弘法前（東向
き） 岐阜市鏡島精華３丁目 C R3.7.21移設

21 岐阜乗合自動車
(株) 桑山（下・北向き） 本巣市北野 B R4.10.1廃止

22 岐阜乗合自動車
(株) 桑山（上・南向き） 本巣市北野 B R4.10.1廃止

23 岐阜乗合自動車
(株) 学ヶ丘（下・北向き） 岐阜市中西郷５丁目 B R4.10.1移設

24 岐阜乗合自動車
(株) 学ヶ丘（上・南向き） 岐阜市中西郷５丁目 B R4.10.1移設

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表【対策済み】
令和4年10月1日現在



＜岐阜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【対策済み】
令和4年10月1日現在

25 岐阜乗合自動車
(株)

岐阜メモリアルセンター
前（東向き） 岐阜市長良福光 B 停車位置の変更

26 岐阜乗合自動車
(株) 田之上（東向き） 瑞穂市田之上 A R3.4.1移設

27 岐阜乗合自動車
(株) 田之上（西向き） 瑞穂市田之上 A R3.4.1移設

28 岐阜乗合自動車
(株) 庄屋敷（南向き） 瑞穂市穂積 B R3.4.1移設

29 岐阜乗合自動車
(株) 南成清（南向き） 各務原市成清町１丁目 B R3.4.1移設

30 岐阜乗合自動車
(株) 南成清（北向き） 各務原市成清町１丁目 B R3.4.1移設

31 岐阜乗合自動車
(株) 蘇原東島（西向き） 各務原市蘇原東島町２丁目 A R3.7.1移設

32 岐阜乗合自動車
(株)

鵜沼山崎町（東向
き） 各務原市鵜沼山崎町５丁目 B R3.4.1移設

33 岐阜乗合自動車
(株) 南町（東向き） 各務原市鵜沼南町４丁目 B R3.4.1移設

34 岐阜乗合自動車
(株) 貞照寺前（北向き） 各務原市鵜沼宝積寺町５丁目 B R3.4.1移設

35 名阪近鉄バス(株) 沢田 養老郡養老町沢田 B R3.3.31廃止

36 濃飛乗合自動車
(株) 小川橋（下呂向） 下呂市小川 A R3.7.1移設

37 濃飛乗合自動車
(株) 福地温泉（高山向） 高山市奥飛騨温泉郷福地 A 停車位置の変更

38 濃飛乗合自動車
(株) 一宝水（新穂高向） 高山市奥飛騨温泉郷一重ケ根 A 停車位置の変更

39 濃飛乗合自動車
(株) 一宝水（高山向） 高山市奥飛騨温泉郷一重ケ根 A 停車位置の変更

40 濃飛乗合自動車
(株)

福地温泉口（新穂高
向） 高山市奥飛騨温泉郷一重ケ根 B R4.4.1移設

41 濃飛乗合自動車
(株)

福地温泉口（高山
向） 高山市奥飛騨温泉郷一重ケ根 B R4.4.1移設

42 濃飛乗合自動車
(株) 禅通寺前（高山向） 高山市奥飛騨温泉郷一重ケ根 A R4.4.1移設

43 濃飛乗合自動車
(株)

新平湯温泉（新穂高
向） 高山市奥飛騨温泉郷一重ケ根 B R3.11.1移設

44 濃飛乗合自動車
(株)

新平湯温泉（高山
向） 高山市奥飛騨温泉郷一重ケ根 A R3.11.1移設

45 濃飛乗合自動車
(株)

新穂高温泉口（新穂
高向） 高山市奥飛騨温泉郷神坂 A 停車位置の変更

46 濃飛乗合自動車
(株)

新穂高温泉口（高山
向） 高山市奥飛騨温泉郷神坂 A 停車位置の変更

47 東濃鉄道(株) 打越（下り） 可児市塩 B R4.10.1廃止

48 東濃鉄道(株) 下矢戸（上り） 可児市塩 B R4.10.1廃止



＜岐阜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【対策済み】
令和4年10月1日現在

49 東濃鉄道(株) 羽生ヶ丘４丁目（上
り） 可児市羽生ヶ丘３丁目 B R4.10.1移設

50 東濃鉄道(株) 伊川（下り） 可児市広見 B R4.10.1移設

51 東濃鉄道(株) 駄知南山（上り） 土岐市駄知町出口 B R4.10.1廃止

52 東濃鉄道(株) 駄知南山（下り） 土岐市駄知町出口 B R4.10.1廃止

53 東濃鉄道(株) 県病院口（上り） 多治見市前畑町４丁目 B R3.8.2移設

54 東濃鉄道(株) 東実東 可児郡御嵩町伏見 C R3.3.8移設

55 北恵那交通(株) 平（上り） 中津川市神坂 B R4.9.30廃止

56 平和コーポレーショ
ン(株) 学園台 瑞浪市学園台４丁目 B R2.12.22移設

57 平和コーポレーショ
ン(株) 日焼田橋 瑞浪市土岐町 B R3.4.1移設

58 平和コーポレーショ
ン(株) 浄水場跡 瑞浪市土岐町 B R3.4.1移設

59 新太田タクシー
(株)

稲辺公民館（東向
き） 美濃加茂市加茂野町稲辺 C R3.12.2移設

60 新太田タクシー
(株)

稲辺公民館（西向
き） 美濃加茂市加茂野町稲辺 C R3.12.2移設

61 新太田タクシー
(株)

川合西公民館（北向
き） 美濃加茂市川合町 A R3.12.1移設

62 新太田タクシー
(株)

川合西公民館（南向
き） 美濃加茂市川合町 A R3.12.1移設

63 新太田タクシー
(株) 森山団地（東向き） 美濃加茂市森山町 B R3.12.3移設

64 新太田タクシー
(株) 森山団地（西向き） 美濃加茂市森山町 B R3.12.3移設

65 スイトトラベル(株) 石津小学校口 海津市南濃町吉田字村上 C R3.4.1移設

66 (有)ごとう みはらし台辻 中津川市蛭川奈良井 B R3.3.31廃止

67 (有)ごとう 旧一色消防詰所 中津川市蛭川一色 C R3.3.31廃止

68 (有)ごとう ＪＡ蛭川支店 中津川市蛭川殿塚 C R3.3.31廃止

69 (有)ごとう みはらし台運動公園 中津川市蛭川下沢 C R3.3.31廃止

70 岐阜羽島バス・タク
シー(株) 北河原 羽島市下中町石田 B R3.11.1移設

71 東鉄タクシー(株) 駄知支所 土岐市駄知町 A R3.11.15移設

72 (有)八幡観光バス 八幡自然公園前 郡上市八幡町瀬取 C R3.5.1移設



＜岐阜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【対策済み】
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73 名鉄バス(株) 川島学校前（下り） 各務原市川島河田町 A R4.4.1廃止



＜岐阜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 岐阜乗合自動車
(株)

東鶉７丁目（北向
き） 岐阜市東鶉７丁目 C 精査の結果、対象外

2 岐阜乗合自動車
(株) 茶所（東向き） 岐阜市上川手 C 精査の結果、対象外

3 岐阜乗合自動車
(株) 茶所（西向き） 岐阜市上川手 C 精査の結果、対象外

4 岐阜乗合自動車
(株)

徹明町（上・東向
き） 岐阜市徹明通１丁目 B 精査の結果、対象外

5 岐阜乗合自動車
(株)

徹明町（下・西向
き） 岐阜市徹明通１丁目 B 精査の結果、対象外

6 岐阜乗合自動車
(株) 領下（西向き） 岐阜市領下 B 精査の結果、対象外

7 岐阜乗合自動車
(株)

高速美濃バス停前
（東向き） 美濃市中央１０丁目 B 精査の結果、対象外

8 岐阜乗合自動車
(株)

北税務署前（東向
き） 岐阜市千石町１丁目 C 精査の結果、対象外

9 岐阜乗合自動車
(株)

北税務署前（西向
き） 岐阜市千石町１丁目 C 精査の結果、対象外

10 岐阜乗合自動車
(株) 東野一色（東向き） 岐阜市野一色７－１ C 精査の結果、対象外

11 岐阜乗合自動車
(株)

忠節４番のりば（西
向き） 岐阜市島栄町１丁目 C 精査の結果、対象外

12 岐阜乗合自動車
(株) 則武本郷（東向き） 岐阜市則武 B 精査の結果、対象外

13 岐阜乗合自動車
(株) 則武本郷（西向き） 岐阜市則武 B 精査の結果、対象外

14 岐阜乗合自動車
(株) 島栄町（南向き） 岐阜市島栄町３丁目 C 精査の結果、対象外

15 濃飛乗合自動車
(株) 宮地橋（下呂向） 下呂市宮地 A 精査の結果、対象外

16 濃飛乗合自動車
(株)

福地温泉口（福地
向） 高山市奥飛騨温泉郷一重ケ根 B 精査の結果、対象外

17 東濃鉄道(株) 菅刈（上り） 可児市鳩吹台５丁目 B 精査の結果、対象外

18 東濃鉄道(株) 阿庄口（上り） 土岐市下石町阿庄 B 精査の結果、対象外

19 東濃鉄道(株) 県病院口（下り） 多治見市前畑町４丁目 B 精査の結果、対象外

20 東濃鉄道(株) 太田中組（上り） 恵那市笠置町毛呂窪 B 精査の結果、対象外

21 東濃鉄道(株) 毛呂窪（上り） 恵那市笠置町毛呂窪 B 精査の結果、対象外

22 東濃鉄道(株) 毛呂窪（下り） 恵那市笠置町毛呂窪 B 精査の結果、対象外

23 東濃鉄道(株) 白坂（上り） 恵那市笠置町毛呂窪 B 精査の結果、対象外

24 東濃鉄道(株) 田畑（上り） 恵那市武並町藤 B 精査の結果、対象外

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表【対象外と判明したもの】
令和4年10月1日現在
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25 東濃鉄道(株) 田畑（下り） 恵那市武並町藤 B 精査の結果、対象外

26 東濃鉄道(株) 三郷平（下り） 恵那市三郷町佐々良木 B 精査の結果、対象外

27 東濃鉄道(株) 小杉口（上り） 恵那市明智町東方 B 精査の結果、対象外

28 北恵那交通(株) 山手町（上り） 中津川市駒場字安森 B 精査の結果、対象外

29 北恵那交通(株) 中京学院大学口（下
り） 中津川市手賀野字小向井 B 精査の結果、対象外

30 北恵那交通(株) 中京学院大学口（上
り） 中津川市手賀野字小向井 C 精査の結果、対象外

31 北恵那交通(株) 佼成会前（上り） 中津川市中津川 C 精査の結果、対象外

32 北恵那交通(株) クラブ下（下り） 中津川市中津川 C 精査の結果、対象外

33 北恵那交通(株) 八幡神社前（上り） 中津川市中津川 B 精査の結果、対象外

34 北恵那交通(株) 恵下橋（西回り） 中津川市中津川 B 精査の結果、対象外

35 北恵那交通(株) 杁（上り） 中津川市圦 B 精査の結果、対象外

36 北恵那交通(株) 杁（下り） 中津川市圦 B 精査の結果、対象外

37 北恵那交通(株) 木曽路口（上り） 中津川市落合町字沖田 B 精査の結果、対象外

38 北恵那交通(株) 合の根口（西回り） 中津川市中津川 B 精査の結果、対象外

39 新太田タクシー
(株) 鯉居 加茂郡八百津町八百津 C 精査の結果、対象外

40 新太田タクシー
(株) 上飯田公民館前 加茂郡八百津町上飯田 C 精査の結果、対象外

41 新太田タクシー
(株) 上石原 加茂郡八百津町八百津 C 精査の結果、対象外


