
 

三重県バス停留所安全性確保合同検討会 

                   （事務局 三重運輸支局） 

 

バス停留所の安全性確保対策の進捗について 

（令和５年３月３１日現在） 

 

１．安全性確保が必要なバス停留所の数 

 検討会で確認した対象のバス停留所数１２５のうち、７５は安全性の高い場所へ移設し、 

残りは５０となっています。（進捗率６０％） 

 

 

 

 

 

 

 

２．バス停留所の安全性確保対策の進捗状況 

 

※バス停留所ごとの状況は「バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表」のとおり。 

 

３．ソフト面での取り組み 

 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。 

 また、一部では令和３年４月から車内アナウンスで注意喚起を行っています。 

 【ポスター（Ｂ３サイズ）】       【ポスター（バス車内での使用例）】 
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対策済 検討中

令和２年１２月２３日（更新時）   令和５年３月３１日現在 

Ａ：５３（うち対策済 ４）  →  Ａ：２３（▲３０） 

Ｂ：４１（うち対策済１４）  →  Ｂ：１８（▲２３） 

Ｃ：３１（うち対策済 ８）  →  Ｃ：９（▲２２） 

計１２５（うち対策済２６）     残り５０（▲７５） 

 



＜三重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 三重交通（株） 柳原橋
（外堀向き）

桑名市伊賀町1851番地
先 C 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

2 三重交通（株） 北小学校前
（筒尾向き）

桑名市大山田5丁目7-
15 C バス停留所の移設により対策済

3 三重交通（株） 阿倉川駅口
（近鉄四日市駅向き）

四日市市羽津甲1584番
地 B バス停留所の移設により対策済

4 三重交通（株） 羽津山町
（近鉄四日市駅向き）

四日市市阿倉川町16番
地の9 B バス停留所の移設により対策済

5 三重交通（株） 老松橋北詰
（ＪＲ四日市向

四日市市中島町973番
地 B バス停留所の移設により対策済

6 三重交通（株） 菰野東
（桜台向き）

菰野町大字神森字南川
原612番地 B バス停留所の移設により対策済

7 三重交通（株） 波木南台１丁目
（笹川テニス向き）

四日市市采女町字北山
557番地先 B バス停留所の移設により対策済

8 三重交通（株） 室山西
（宮妻向き）

四日市市室山町348番
地の6先 A バス停留所の移設により対策済

9 三重交通（株） 五百野
（平木向き）

津市美里町五百野1291
番地先 A バス停留所の移設により対策済

平木口
（津駅向き）

津市美里町平木601番
地先 A 横断歩道の廃止により対策済

平木口
（平木向き）

津市美里町平木601番
地先 A 横断歩道の廃止により対策済

11 三重交通（株） 鹿毛
（市場向き）

津市安濃町清水97番地
先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
銭懸

（津駅向き）
津市高尾野町633-23
番地先 A バス停留所の移設により対策済

銭懸
（椋本向き）

津市高尾野町633-23
番地先 A バス停留所の移設により対策済

北一色
（亀山駅向き）

鈴鹿市国府町北一色
894番地先 B 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
北一色

（平田町駅向き）
鈴鹿市国府町北一色
894番地先 B 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

14 三重交通（株） 荒木
（上野市駅向き）

伊賀市下荒木322番地
の6先 B バス停留所の移設により対策済

15 三重交通（株） 真泥橋
（上野市駅向き） 伊賀市千戸185番地先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

16 三重交通（株） 中村
（上野市駅向き）

伊賀市中村字持中1761
番地先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

17 三重交通（株） 正覚寺前
（上野市駅向き）

伊賀市下阿波3291番地
先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
寺坂橋

（上野市駅向き）
伊賀市下阿波3089番地
先 C バス停留所の移設により対策済

寺坂橋
（汁付向き）

伊賀市下阿波3089番地
先 C バス停留所の移設により対策済

19 三重交通（株） 富永
（上野市駅向き）

伊賀市大山田富永211
番地の３先 C バス停留所の移設により対策済

成田山前
（上野市駅向き） 伊賀市猿野839番地前 C バス停留所の移設により対策済

成田山前
（汁付向き） 伊賀市猿野839番地前 C バス停留所の移設により対策済

21 三重交通（株） 阿波
（上野市駅向き）

伊賀市猿野字八升1367
番地先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

13 三重交通（株）

18 三重交通（株）

20 三重交通（株）

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表
令和４年３月３１日現在

10 三重交通（株）

12 三重交通（株）



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

百町
（上野市駅向き） 伊賀市西条225番地先 B 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
百町

（新堂駅向き） 伊賀市西条225番地先 B 関係者が現地を確認。
対応について、関係先と協議検討中。

円徳院
（上野市駅向き）

伊賀市円徳院485番地
先 B バス停留所の移設により対策済

円徳院
（新堂駅向き）

伊賀市円徳院485番地
先 B バス停留所の移設により対策済

下川合
（上野市駅向き） 伊賀市河合576番地先 C バス停留所の移設により対策済

下川合
（阿山支所向き） 伊賀市河合576番地先 C バス停留所の移設により対策済

25 三重交通（株） 河合
（阿山向き） 伊賀市馬場1061番地先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

26 三重交通（株）
伊賀市

水源地前
（上野市駅向き） 伊賀市小田646番地先 A バス停留所の移設により対策済

治田東口
（上野市駅向き） 伊賀市治田4804番地先 B バス停留所の移設により対策済

治田東口
（桃香野向き） 伊賀市治田4804番地先 B バス停留所の移設により対策済

28 三重交通（株）
伊賀市

茅町東
（阿波向き）

伊賀市緑ヶ丘西町2618
番地先 B バス停留所の移設により対策済

29 三重交通（株） 荒木団地
（阿波向き） 伊賀市荒木896番地先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

30 三重交通（株） 上小波田
（すずらん向き）

名張市上小波田54番地
先 B バス停留所の移設により対策済

本願寺
（上野市駅向き）

伊賀市猿野字上阿波
107-1番地先 B 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
本願寺

（汁付向き）
伊賀市猿野字上阿波
107-1番地先 B 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
大倉

（伊勢市駅向き）
伊勢市大倉町９８番地
先 A バス停留所の移設により対策済

大倉
（南島向き）

伊勢市大倉町９８番地
先 A バス停留所の移設により対策済

津村
（伊勢市駅向き）

伊勢市津村町881番地
の２先 B 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
津村

（南島向き）
伊勢市津村町881番地
の２先 B 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

34 三重交通（株）
度会町

市場
（伊勢市駅向き） 度会町市場223番地先 B 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

35 三重交通（株） 度会特別支援学校前
（伊勢市駅向き）

度会町棚橋782番地の
２先 A バス停留所の移設により対策済

36 三重交通（株）
度会町

五里山橋
（南島向き）

度会町川口２４３番地
先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
漁協前

（伊勢市駅向き）
伊勢市東豊浜町3382番
地の１先 A バス停留所の移設により対策済

漁協前
（土路向き）

伊勢市東豊浜町3382番
地の１先 A バス停留所の移設により対策済

38 三重交通（株）
度会町

内野
（道方向き）

度会町中之郷704番地
１ A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

39 三重交通（株） 浅野
（御座港向き）

志摩市磯部町穴川1182
番地32先 A バス停留所の移設により対策済

片田稲荷前
（伊勢市駅向き）

志摩市志摩町片田736
番地2先 A バス停留所の移設により対策済

片田稲荷前
（御座向き）

志摩市志摩町片田736
番地2先 A バスベイの設置により対策済

布施田
(伊勢市駅向き)

志摩市志摩町布施田
384番地先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
布施田
(御座向き)

志摩市志摩町布施田
384番地先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

41 三重交通（株）

33 三重交通（株）

37 三重交通（株）

40 三重交通（株）

27 三重交通（株）
伊賀市

31 三重交通（株）

32 三重交通（株）

22 三重交通（株）
伊賀市

23 三重交通（株）

24 三重交通（株）



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

薬局前
(磯部向き)

南伊勢町五ヶ所浦4005
番地先 B バス停留所の移設により対策済

薬局前
(五ケ所向き)

南伊勢町五ヶ所浦4005
番地先 B バス停留所の移設により対策済

宿浦桟橋
(伊勢市駅向き)

南伊勢町宿浦1114番地
1先 A バス停留所の移設により対策済

宿浦桟橋
(宿浦向き)

南伊勢町宿浦1114番地
1先 A バス停留所の移設により対策済

小川
（三行向き）

津市一身田町豊野1650
番地先 A バス停留所の移設により対策済

小川
（津駅向き）

津市一身田町豊野1650
番地先 A バス停留所の移設により対策済

一身田東
（三行向き）

津市一身田町367-1番
地先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
一身田東
（津駅向き）

津市一身田町367-1番
地先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
服部口

（上野市駅向き）
伊賀市服部字小柴469
番地先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
服部口

（新堂駅向き）
伊賀市服部字小柴469
番地先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

47 伊賀市
（三重交通（株））

佐那具
（柘植向き）

伊賀市佐那具町932番
地の先 B バス停留所の移設により対策済

西之沢
（上野市駅向き）

伊賀市西ノ沢1047番地
先 C 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
西之沢

（新堂駅向き）
伊賀市西ノ沢1047番地
先 C 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
川西

（上野市駅向き） 伊賀市川西916番地先 B 関係者が現地を確認。
対応について、関係先と協議検討中。

川西
（新堂駅向き） 伊賀市川西916番地先 B 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

50 伊賀市
（三重交通（株））

西高倉
（西山向き）

伊賀市西高倉大字森村
3725番地先 C 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
西山

（上野市駅向き）
伊賀市西山字西出2486
番地先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
西山

（西山向き）
伊賀市西山字西出2486
番地先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

52 伊賀市
（三重交通（株））

鍵屋辻
（上野市駅向き）

伊賀市小田町1516番地
の２先 C 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
大内口

（上野市駅向き）
伊賀市大内720番地の1
先 A バス停留所の移設により対策済

大内口
（桃香野向き）

伊賀市大内720番地の1
先 A バス停留所の移設により対策済

54 伊賀市
（三重交通（株））

成和西小学校前
（上野市駅向き）

伊賀市大ノ木2080番地
の１先 B バス停留所の移設により対策済

本郷口
（上野市駅向き）

伊賀市四十九町堂山
1807番地の1先 B バス停留所の移設により対策済

本郷口
（予野向き）

伊賀市四十九町堂山
1807番地の1先 B バス停留所の移設により対策済

依那具
（上野市駅向き）

伊賀市依那具1060番地
先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
依那具

（予野向き）
伊賀市依那具1060番地
先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
蓮池

（上野市駅向き） 伊賀市蓮池804番地先 A 関係者が現地を確認。
対応について、関係先と協議検討中。

蓮池
（高山向き） 伊賀市蓮池804番地先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

57 伊賀市
（三重交通（株））

53 伊賀市
（三重交通（株））

55 伊賀市
（三重交通（株））

56 伊賀市
（三重交通（株））

48 伊賀市
（三重交通（株））

49 伊賀市
（三重交通（株））

51 伊賀市
（三重交通（株））

44 津市
（三重交通（株））

45 津市
（三重交通（株））

46 伊賀市
（三重交通（株））

42 三重交通（株）

43 三重交通（株）



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

中出
（上野市駅向き）

伊賀市西山1193番地の
1先 C 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
中出

（西山向き）
伊賀市西山1193番地の
1先 C 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

59 桑名市
（三重交通（株））

八間通
（寺町向き） 桑名市八間通42先 C バス停留所の移設により対策済

60 桑名市
（三重交通（株））

今中町
（六華苑向き） 桑名市今北町53先 C バス停留所の移設により対策済

大成町
（新西方向き）

桑名市大字北別所
1178-3先 B バス停留所の移設により対策済

大成町
（桑名駅向き）

桑名市大字北別所
1178-3先 B バス停留所の移設により対策済

62 桑名市
（三重交通（株））

天神ヶ丘
（新西方向き）

桑名市大字北別所
1197-1先 B バス停留所の移設により対策済

63 桑名市
（三重交通（株））

坂井橋南
（正和台向き）

桑名市大字坂井437-9
先 C バス停留所の移設により対策済

桑部
（志知向き）

桑名市大字桑部830-6
先 C バス停留所の移設により対策済

桑部
（西別所向き）

桑名市大字桑部830-6
先 C バス停留所の移設により対策済

滝ケ橋
（多度駅前向き）

桑名市多度町古野　33-
2 C バス停留所の移設により対策済

滝ケ橋
（前山向き）

桑名市多度町古野　33-
2 C バス停留所の移設により対策済

北猪飼
（多度駅前向き）

桑名市多度町北猪飼
531 C バス停留所の移設により対策済

北猪飼
（前山向き）

桑名市多度町北猪飼
531 C バス停留所の移設により対策済

67 菰野町
（三重交通（株））

菰野東
（桜台向き）

菰野町大字神森字南川
原612番地 C バス停留所の移設により対策済

68 津市
（三重交通（株））

五百野
（平木向き）

津市美里町五百野1291
番地先 A バス停留所の移設により対策済

稲生
（白子駅向き）

鈴鹿市稲生一丁目20-8
番地先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
稲生

（徳田駅向き）
鈴鹿市稲生一丁目20-8
番地先 A 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

70 伊賀市
（三重交通（株））

車坂
（外回り線）

伊賀市上野車坂町753
番地の1先 A バス停留所の移設により対策済

71 南伊勢町
（三重交通（株））

村山口
（伊勢市駅向き）

南伊勢町村山1124番地
の３先 A バス停留所の移設により対策済

長岡中学校前
（国崎向き）

鳥羽市相差町1904番地
先 A バス停留所の移設により対策済

長岡中学校前
（松尾向き）

鳥羽市相差町1904番地
先 A バス停留所の移設により対策済

薬局前
(磯部向き)

南伊勢町五ヶ所浦4005
番地先 B バス停留所の移設により対策済

薬局前
(五ケ所向き)

南伊勢町五ヶ所浦4005
番地先 B バス停留所の移設により対策済

船越
(五ケ所向き)

南伊勢町船越1781番地
1先 A 横断歩道の廃止により対策済

船越
(南島向き)

南伊勢町船越1781番地
1先 A 横断歩道の廃止により対策済

桑部
（桑名駅向き）

桑名市大字桑部830-6
先 C バス停留所の移設により対策済

桑部
（志知向き）

桑名市大字桑部830-6
先 C バス停留所の移設により対策済

74 南伊勢町
（三重交通（株））

75 八風バス（株）

69 鈴鹿市
（三重交通（株））

72 鳥羽市
（三重交通（株））

73 南伊勢町
（三重交通（株））

64 桑名市
（三重交通（株））

65 桑名市
（三重交通（株））

66 桑名市
（三重交通（株））

58 伊賀市
（三重交通（株））

61 桑名市
（三重交通（株））



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

能部
（桑名駅向き） 桑名市大字能部1120先 B 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。
能部

（志知向き） 桑名市大字能部1120先 B 関係者が現地を確認。
対応について、関係先と協議検討中。

77 玉城町
（三交伊勢志摩交通（株））

田丸城跡
（Ａ回り・B回り）

玉城町田丸１１４番地
１先 A バス停留所の移設により対策済

78 三岐鉄道（株） あさけが丘２丁目
（四日市駅方面向き）

四日市市あさけが丘2丁
目1-26番地先 B 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

79 三岐鉄道（株） あさげが丘３丁目
（四日市駅方面向き）

四日市市あさけが丘3丁
目251番地先 C バス停留所の移設により対策済

80 三岐鉄道（株） 新中倉橋
（四日市駅方面向き）

四日市市生桑町40番地
先 B 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

81 三岐鉄道（株） 市立図書館前
（四日市駅方面向き）

四日市市久保田2丁目
8-1番地先 C 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

82 三岐鉄道（株） 新中倉橋
(山城駅向き）

四日市市生桑町79番地
先 C 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

83 三岐鉄道（株） 坂部が丘南
(山城駅向き）

四日市市坂部が丘4丁目
1-2番地先 B 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

84 三岐鉄道（株） あかつき台１丁目
(山城駅向き）

四日市市あかつき台1丁
目1-140番地先 B 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

85 三岐鉄道（株） あかつき台
（四日市駅方面向き）

四日市市あかつき台２丁
目２－１４３地先 C バス停留所の移設により対策済

86 三岐鉄道（株） 八千代台１丁目
(山城駅向き）

四日市市山城町856-7
番地先 A バス停留所の移設により対策済

87 三岐鉄道（株） 八千代台2丁目
(山城駅向き）

四日市市八千代台2丁
目95番地先 B 関係者が現地を確認。

対応について、関係先と協議検討中。

※バス停留所の上下線を別で計上すると１２５件となる。

76 八風バス（株）


