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バス停留所上屋の車道側広告添加について  

 

 

交通局では、平成 16 年度からバス停留所上屋の整備について、広告事業者である

エムシードゥコー株式会社と契約し、設置から日常の維持管理までを広告収入によ

り対応しています。（平成 23 年 7 月までの設置基数：173 基）この手法は、交通局

にとってバス停上屋の設置、維持管理にかかる費用の抑制につながることはもとよ

り、質の高い広告ビジュアルは都市景観の向上に大きく寄与しています。  

当時は、広告については車道側への掲出が認められておりませんでしたが、平成

2０年３月 2５日付で国土交通省通達が発出され車道側への広告掲出が認められ、市

道路局でも平成 23 年４月５日付で道路占用許可基準の改正が行われたことから、横

浜市内において広告の車道側への掲出が可能になっています。  

これを受けまして、下記について、ご審議をお願いするものです。  

 

審議事項 

 

 

 

 

 

 ＜ 概 要 ＞  

 

１）バス事業者  ： 横浜市交通局  

 

２）広告事業者  ： エムシードゥコー株式会社  

 

３）掲出イメージ ： 資料２－２、２－３、２－４のとおり  

 

４）バス停留所仕様： 資料２－５のとおり  

 

５）掲出広告   ： 市交通局が設置する、バス停留所上屋広告物審査会で行わ

れている審査により認められた広告を掲出  

 

６）広告数    ： 歩行空間の確保と景観に配慮し、「省スペース型」の上屋  

１基に対し、歩道側及び車道側の２面する。  

 

 

※参考 横浜市内省スペース型停留所一覧（設置済み）参考１  

 

 

第 95 回横浜市都市美対策審議会において承認された、広告付バス停留所上屋

「省スペース型」タイプについて、上屋１基に対して、歩道側１面の広告に加

え、車道側の１面にも広告を掲出すること。 



広告付バス停留所 整備状況 

今回審議案件 
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広告添加イメージ図 

現況図 

日本大通駅県庁前 
バス停 

現況図 

現況写真 

車道側面 広告添加イメージ 
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広告添加イメージ図 

現況図 

薩摩町中区役所前 
バス停 

現況図 

現況写真 

車道側面 広告添加イメージ 
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 バス停留所上屋（省スペースタイプ）仕様 
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歩道 車道 

▲歩車道境界線 

広告パネル 

部材／材質（サイズ） 
 
①本体枠    ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金＋粉体塗装 
          横 1338mm × 縦 1888mm 
 
②ガラス枠   ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金＋粉体塗装 
 
③全面ガラス  強化ガラス(t=8mm) 
 
蛍光灯      53w × 3灯 
          (ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ方式) 
電源       100V 
消費電力    159W 
重量       180kg 

 
 

広告パネル サイズ・仕様 

広告パネル 表示面積 

表示面積(青枠） 

天地1710mm×左右1160mm 

1.98㎡ 

ポスター露出面（赤枠） 

天地1650mm×左右1100mm 



横浜市内省スペース型停留所上屋一覧（設置済み） 

  参考 １ 

No 停留所名 次停留所名 所　　在　　地 設置年 路線名

1 長者町1丁目 伊勢佐木長者町駅前 中区 長者町 2-6-7先 2005 横浜駅根岸線 市道

2 野毛大通り 桜木町駅前 中区 野毛町 3-111先 2006 桜木東戸塚線 市道

3 新県庁前 開港記念会館 中区 日本大通 １先 2006 みなと大通り 市道

4 神奈川自治会館前 中華街入口 中区 山下町 47先 2006 本町線（R133） 市道

5 中華街入口 山下町 中区 山下町 77先 2006 本町線（R133） 市道

6 山下町 中華街入口 中区 山下町 86-1先 2006 本町線（R133） 市道

7 山下町 山下ふ頭入口 中区 山下町 ６５先 2006 本町線（R133） 市道

8 横浜スタジアム前 扇町 中区 山下町 223-1先 2006 大桟橋浦舟線 市道

9 神奈川公会堂入口 東白楽 神奈川区 西神奈川 1-13-10先 2006 横浜上麻生線 市道

10 本町1丁目 本町4丁目 中区 本町 2-22先 2006 本町線（R133） 市道

11 馬車道駅前 本町4丁目 中区 本町 6-50-8先 2007 本町線（R133） 市道

12 本町4丁目 馬車道駅前 中区 本町 3-33先 2006 本町線（R133） 市道

13 浜 八幡橋 磯子区 久木町 18-13先 2008 国道16号線 国道

14 薩摩町中区役所前 日本大通県庁前 中区 日本大通 36先 2006 大桟橋浦舟線 市道

15 横浜スタジアム前 薩摩町中区役所前 中区 横浜公園 ＿先 2006 大桟橋浦舟線 市道

16 郵便局前 萱場公園入口 緑区 霧が丘 3-22-3先 2007 若葉台第137号線 市道

17 港南台中央 公園前 港南区 港南台 3-5-1先 2007 舞岡上郷線 市道

18 港南環境センター 臼杵 港南区 港南台 6-22-1先 2007 環状3号線 市道

19 港南環境センター 榎戸 港南区 港南台 8-41先 2007 環状3号線 市道

20 港南台入口 公園前 港南区 港南台 2-24先 2007 舞岡上郷線 市道

21 港南台入口 清水橋 港南区 港南台 3-24-8先 2007 舞岡上郷線 市道

22 公園前 港南台中央 港南区 港南台 3-5-1先 2007 舞岡上郷線 市道

23 公園前 港南台入口 港南区 港南台 2-6先 2007 舞岡上郷線 市道

24 横浜女子短期大学 榎戸 港南区 港南台 5-6-17先 2007 港南台線 市道

25 横浜女子短期大学 港南台駅 港南区 港南台 4-4-1先 2007 港南台線 市道

26 貯木場前 見晴橋 中区 新山下町 2-11先 2007 山下本牧磯子線 市道

27 貯木場前 山下町 中区 新山下町 2-13先 2007 山下本牧磯子線 市道

28 見晴橋 貯木場前 中区 新山下町 2-10先 2007 山下本牧磯子線 市道

29 見晴橋 みなと赤十字病院 中区 新山下町 2-11-17先 2007 山下本牧磯子線 市道

30 小港橋（地先要望撤去後再設置）小港 中区 小港町 1-1先 2008 山下本牧磯子線 市道

31 小港 本牧宮原 中区 小港町 1-6先 2007 山下本牧磯子線 市道

32 東福院 二の谷 中区 本牧間門 33番地先 2007 山下本牧磯子線 市道

33 滝の上 山元町4丁目 中区 根岸台 1-3先 2007 横浜駅根岸線 市道

34 関の下 笹下 港南区 上大岡西 2-6-28先 2007 横浜鎌倉線 市道

35 日本大通県庁前 本町1丁目 中区 日本大通 12番地先 2007 本町線 市道

36 浦舟町 千歳橋 南区 浦舟町 4丁目57番地先 2007 大桟橋浦舟線 市道

37 浦舟町 三吉橋・白妙町 南区 浦舟町 3丁目35番地先 2007 大桟橋浦舟線 市道

38 横浜スタジアム 市庁前 中区 山下町 225番先 2008 高島本牧線 市道

39 元町 吉浜橋 中区 石川町 1-25先 2011 高島本牧線 市道

40 元町 麦田町 中区 元町 5-218先 2011 高島本牧線 市道

平成２３年７月２６日現在 




