
＜栃木県バス停留所安全性確保合同検討会＞

令和５年２月２４日現在

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  足利中央観光バス(株)  鶏足寺前（上り）  足利市小俣町２４７８  Ａ 令和４年３月
停留所移設

2  関東自動車(株)  古河バッテリー前
 （下）  日光市荊沢５９９地先  Ａ 令和４年１１月

停留所移設
3 関東自動車(株) 資料館入口

（下）
宇都宮市大谷町１２２
４地先 Ａ 安全対策検討中

4  関東自動車(株)  前田内（上）  宇都宮市東刑部町１１
 ８０地先  Ａ 令和４年１月

停留所移設
5  関東自動車(株)  畑中（上下）  宇都宮市東刑部町１４

 ２３地先  Ａ 令和４年１月
停留所移設

6  関東自動車(株)  黒羽高校入口
 （上下）

 大田原市前田７０７ −
 １地先  Ａ 令和３年１１月

停留所移設
7  関東自動車(株)  城山（上）  大田原市山の手２丁目

 ２地先  Ａ 令和３年１１月
停留所移設

8  関東自動車(株)  城山（下）  大田原市山の手２丁目
 ２地先  Ａ 令和３年１１月

停留所移設
9  関東自動車(株)  堀之内（上下）  大田原市堀之内６５ −

 ２地先  Ａ 令和４年１２月
停留所移設

10 関東自動車(株) 楡木駅入口(上) 鹿沼市楡木町５０４地
先 Ａ 安全対策検討中

11 関東自動車(株) 楡木駅入口(下) 鹿沼市楡木町５０４地
先 Ａ 安全対策検討中

12 関東自動車(株) 鹿沼東高校
（上）

鹿沼市栃窪１１８７−
７地先 Ａ 安全対策検討中

13  関東自動車(株)、富士観光バ
 ス（株）、ＴＣＢ観光（株）

 幸来橋(足利銀行
 栃木支店方面)  栃木市倭町３－２先  ＡB 令和４年１２月

停留所移設
14  ジェイアールバス関東(株)  清原台６丁目  宇都宮市清原台６－１

 ２－１８地先  Ａ 令和３年１２月
停留所移設

15  ジェイアールバス関東(株)  二区町公民館入
 口

 那須塩原市二区町３７
 ７－１  Ａ 令和３年９月

停留所移設
16 ジェイアールバス関東(株) 関谷上宿 那須塩原市関谷１２３ Ａ 安全対策検討中

17  ジェイアールバス関東(株)  老人ホーム入口
 （上）

 那須塩原市上赤田２３
 ８  Ａ 令和３年１０月

停留所移設
18  しおや交通(株)  合沢（下り）  日光市高徳３２５番地  Ａ 令和４年１２月

停留所移設
19 しおや交通(株) 大王入口 日光市日向１７９番地 Ａ 安全対策検討中

20 しおや交通(株) 下高徳（上り） 日光市高徳１４６４番
地 Ａ 安全対策検討中

21 しおや交通(株) 川治ダムサイド 日光市川治２９３番地 Ａ 安全対策検討中

22 しおや交通(株) 旧栗山中学校前 日光市日向１４６５番 Ａ 安全対策検討中

23  足利中央観光バス(株)  鶏足寺前（下り）  足利市小俣町２４４８  Ｂ 令和４年３月
停留所移設
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24  大越観光バス(株)  八木岡  真岡市大谷台町６４番
 地先  Ｂ 令和４年７月

停留所移設
25  大越観光バス(株)  大谷台市営住宅

 前
 真岡市大谷台町７５番
 地先  Ｂ 令和４年７月

停留所移設
26  大越観光バス(株)  高勢町２丁目  真岡市高勢町２丁目３

 １７番地先  Ｂ 令和４年７月
停留所移設

27 関東自動車(株) 京町西（陽西経
由上り）

宇都宮市滝谷町７−１
０地先 Ｂ 安全対策検討中

28  関東自動車(株)  資料館入口
 （上）

 宇都宮市大谷町１２２
 ４地先  Ｂ 令和３年１０月

停留所移設
29 関東自動車(株) 城山中央小前

（下）
宇都宮市大谷町１４２
６−１５地先 Ｂ 安全対策検討中

30  関東自動車(株)  市民センター玄関
 前（下り）

 宇都宮市中里町１８１
 －３地内  Ｂ 令和４年２月

停留所移設
31 関東自動車(株) 陽東５丁目

（左）
宇都宮市陽東５丁目２
地先 Ｂ 安全対策検討中

32 関東自動車(株) 宇都宮駅西口　⑨
番 宇都宮市川向町１ Ｂ 安全対策検討中

33 関東自動車(株) 宇都宮駅西口　⑭
番 宇都宮市川向町１ Ｂ 安全対策検討中

34  関東自動車(株)  湯津上中学校入
 口（上）

 大田原市蛭畑３８１番
 地１地先  Ｂ 令和３年１０月

停留所移設
35  関東自動車(株)  裁判所前（上）  大田原市中央２丁目３

 − １地先  Ｂ 令和３年１０月
停留所移設

36  関東自動車(株)  裁判所前（下）  大田原市中央２丁目３
 − １地先  Ｂ 令和３年１０月

停留所移設
37  関東自動車(株)  金丸入口（上）  大田原市北金丸１５６

 ８地先  Ｂ 令和３年１０月
停留所移設

38  関東自動車(株)  黒羽神社下（上
 下）

 大田原市黒羽田町５６
 ０地先  Ｂ 令和３年１０月

停留所移設
39  関東自動車(株)  大雄寺入口

 （上）
 大田原市黒羽田町５３
 ９地先  Ｂ 令和３年１１月

停留所移設
40  関東自動車(株)  木喰堂（下）  鹿沼市栃窪７７０地先  Ｂ 令和４年７月

停留所移設
41  関東自動車(株)  那須塩原駅西口

 （上下）
 那須塩原市大原間西１
 丁目９  Ｂ 公表前より安全対策が

実施されていたことを確認
42  関東自動車(株)  船生公民館前

 （下）
 塩谷郡塩谷町大字船生
 ３５２９番地  Ｂ 令和４年７月

停留所移設
43 ジェイアールバス関東(株) 宇都宮駅西口　④

番
宇都宮市川向町１－２
３地先 Ｂ 安全対策検討中

44  ジェイアールバス関東(株)  三島３丁目  那須塩原市三島３－７  Ｂ 令和３年９月
停留所移設

45 ジェイアールバス関東(株) 千本松 那須塩原市千本松７６
８ Ｂ 安全対策検討中

46  しおや交通(株)  鹿島町（上り）  矢板市鹿島町１１番４
 ８号  Ｂ 令和３年１２月

停留所移設
47 しおや交通(株) 生涯学習センター

（上り）
塩谷郡塩谷町大字船生
９２９番地 Ｂ 安全対策検討中

48 しおや交通(株) 船生板橋（上り） 塩谷郡塩谷町大字船生
１０２０番地 Ｂ 安全対策検討中

49 しおや交通(株) 塩谷町役場（上
り）

塩谷郡塩谷町大字玉生
７４７番地 Ｂ 安全対策検討中

50 しおや交通(株) 船生宿上（上り） 塩谷郡塩谷町大字船生
３５２９番地 Ｂ 安全対策検討中
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51  しおや交通(株)  合沢（上り）  日光市高徳３５７番地  Ｂ 令和４年１２月
停留所移設

52  しおや交通(株)  東山閣前  日光市川治５６番地  Ｂ 令和４年１２月
停留所移設

53 しおや交通(株) 川治湯本駅入口 日光市川治７０番地 Ｂ 安全対策検討中

54 しおや交通(株) 松の木平 日光市日蔭１０３番地 Ｂ 安全対策検討中

55 しおや交通(株) 黒部 日光市黒部　黒部橋北
東 Ｂ 安全対策検討中

56 しおや交通(株) 上栗山 日光市上栗山開運橋北 Ｂ 安全対策検討中

57 しおや交通(株) 家康の里民宿村
入口 日光市野門　野門橋西 Ｂ 安全対策検討中

58 しおや交通(株) 川俣温泉（下り） 日光市川俣５７４番地
先 Ｂ 安全対策検討中

59  しおや交通(株)  登隆館前  日光市高原４１番地  Ｂ 令和４年１２月
停留所移設

60  富士観光バス（株）  東武跨線橋北
 （栃木方面）

 栃木市都賀町合戦場３
 ５－２先  Ｂ 令和４年１０月

停留所移設
61  関東自動車(株)  上小倉中組  宇都宮市上小倉町４８

 ０地先  Ｃ 令和４年２月
停留所移設

62  関東自動車(株)  龍城公園前
 （上）

 大田原市城山２丁目１
 ６地先  Ｃ 令和３年１１月

停留所移設
63  関東自動車(株)  龍城公園前

 （下）
 大田原市城山２丁目１
 ６地先  Ｃ 令和３年１１月

停留所移設
64  関東自動車(株)  金丸入口（下）  大田原市北金丸１５６

 ８地先  Ｃ 令和４年７月
停留所移設

65  関東自動車(株)  千丈橋（上）  大田原市北大和久１３
 ６ − ８地先  Ｃ 令和３年１０月

停留所移設
66  関東自動車(株)  新屋（下）  那須郡那須町大字高久

 乙  Ｃ 令和３年１０月
停留所移設

67 関東自動車(株) 那須湯本温泉
（下）

那須郡那須町大字湯本
１８２地先 Ｃ 安全対策検討中

68  関東自動車(株)  百村通り四丁目
 （上）

 那須塩原市材木町３地
 先  Ｃ 令和３年１０月

停留所移設
69  しおや交通(株)  合会（上り）  矢板市館ノ川５２２番

 地  Ｃ 令和３年１２月
停留所移設

安全対策実施前 令和５年２月２４日時点
Ａランク停留所数：２２ Ａランク停留所数：　 ９
Ｂランク停留所数：３８ Ｂランク停留所数：１７
Ｃランク停留所数：　 ９ Ｃランク停留所数：   １
※令和３年８月追加分を含む

＜栃木県バス停留所安全性確保合同検討会構成員＞
     （１）関東運輸局栃木運輸支局企画輸送監査部門

（２）一般社団法人栃木県バス協会
（３）栃木県警察本部交通部交通規制課
（４）関東地方整備局宇都宮国道事務所
（５）栃木県県土整備部交通政策課
（６）栃木県県土整備部道路保全課
（７）公表リストに係る栃木県内市町道の道路管理者
（８）公表リストに係る栃木県内市町の交通対策主管部
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（９）その他検討会が必要と認める者

＜バス停留所の安全上の優先度判定について＞

【Ｂランク】

【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

○ 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
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