
平 成 2 7 年 4 月 3 0 日 

総合政策局安心生活政策課 

 

 「公共交通機関等におけるベビーカー利用に関する協議会」  

キャンペーンの実施について  

 

「公共交通機関等におけるベビーカー利用に関する協議会」では、昨年３月に  

「ベビーカー利用にあたってのお願い」及び「統一的なベビーカーマーク」などに

ついてとりまとめ、公表いたしました。  

今後も、ベビーカー使用者と周囲の利用者双方の理解を深めるため、継続的に  

普及・啓発活動を行う必要があることから、昨年度に引き続き、以下のとおり  

キャンペーンを実施いたします。  

記  

１．キャンペーン時期について  

平成２７年５月１日～５月３１日の１ヶ月間  

※  事業者によって、時期が多少異なる場合あり。  

２．キャンペーン内容について  

○  駅や鉄道・バス車両、商業施設などにおいて、ポスターの掲示・チラシの  

配布や HP 上での公開及びインターネットを活用した広報などを実施  

※  掲示される主なポスターは別紙１～３、その他は下記ＨＰを参照。  

http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000083.html  

 ※  ベビーカー利用にあたってのお願い（別紙４参照）  

○  子育てにやさしい移動に関するウェブサイトを開設（5 月 1 日予定）  

     

http://153.150.114.64/kosomobi  

 ○  各交通事業者においても追加的な取組を実施予定（別添参照）  

３．キャンペーン実施者について  

鉄道：３９事業者、バス：１０６事業者・団体をはじめ、旅客船、旅客船  

ターミナル、空港ターミナル、商業施設等において実施予定  

※  実施事業者は別紙５のとおり。  

 

 
＜問い合わせ先＞  

国土交通省総合政策局安心生活政策課  小川、駒田、田中 

ＴＥＬ：03-5253-8111（内線 25-503、25-515、25-514） 

    03-5253-8306（直通）  

ＦＡＸ：03-5253-1552 

 

クリックすると上記ウェブサイトへ接続します。  

http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000083.html
http://153.150.114.64/kosomobi
http://153.150.114.64/kosomobi


（別紙１）



（別紙２）



（別紙３）



別紙４ 

ベビーカー利用にあたってのお願い 

共通版 

 

○ ベビーカーに子供を乗せる際にはシートベルトを着用しましょう。 

思わぬ動きでベビーカーから子供が転落することがあります。 

○ 段差や隙間に注意して操作しましょう。 

段差につまずいたり隙間や溝に車輪が挟まったりすることがあります。 

○ エスカレーターや階段はベビーカーから子供を降ろして利用しましょう。 

急停止などによりバランスを崩し転落することがあります。エレベーターを利用する

か、周囲の方に協力をお願いしましょう。 

 

鉄道利用時には 

 

○ 駆け込み乗車はやめましょう。 

ドアに挟まれたり転倒したりすることがあります。 

○ ホームや車内等で止めている間は、向きに注意し、ストッパーをかけ、しっかり手

も添えているようにしましょう。 

傾斜や走行中の反動で動き出すことがあります。転倒や移動など、何か起こった際に 

気づかずに対応が遅れることがありますので、ベビーカーから目を離さないように 

しましょう。 

 

バス利用時には 

 

○ バス停や車内等で止めている間は、ストッパーをかけ、しっかり手も添えている 

ようにしましょう。 

○ 車内では固定ベルトを使い進行方向後ろ向きに固定するようにしましょう。 

傾斜や走行中の反動で動き出すことがあります。 

（ベビーカーは、折りたたまずに乗車することができます。ただし、走行環境によって

は、折りたたみ、着席でのご乗車をお願いする場合があります。） 

 

ベビーカーの安全な使用のために（チラシ） 

ＵＲＬ：http://www.mlit.go.jp/common/001032691.pdf（共通版） 

：http://www.mlit.go.jp/common/001032693.pdf（鉄道利用時には） 

   ：http://www.mlit.go.jp/common/001032694.pdf（バス利用時には） 

http://www.mlit.go.jp/common/001032691.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001032693.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001032694.pdf


ＪＲ 6社 北海道旅客鉄道(株) 東日本旅客鉄道(株) 東海旅客鉄道(株) 西日本旅客鉄道(株) 四国旅客鉄道(株) 九州旅客鉄道(株)

民鉄 北海道 札幌市交通局

33社 東北 仙台市交通局

関東 東武鉄道(株) 西武鉄道(株) 京成電鉄(株) 京王電鉄(株) 小田急電鉄(株) 東急電鉄(株)

京浜急行電鉄（株） 東京地下鉄(株) 相模鉄道(株) 東京臨海高速鉄道（株） (株)ゆりかもめ 多摩都市モノレール(株)

新京成電鉄(株) 東京モノレール(株) 首都圏新都市鉄道（株） 東葉高速鉄道(株) 北総鉄道(株) 埼玉高速鉄道(株)

横浜市交通局 横浜高速鉄道(株)

中部 名古屋鉄道(株) 名古屋市交通局

近畿 近畿日本鉄道(株) 南海電鉄(株) 京阪電気鉄道(株) 阪急電鉄(株) 阪神電気鉄道(株) 京都市交通局

大阪市交通局 神戸市交通局

九州 西日本鉄道（株）

バス 北海道 北海道バス協会 夕張鉄道(株) 札幌ばんけい（株） 函館バス（株） 道北バス（株） 道北バス（株）

旭川電気軌道（株） 士別軌道（株） くしろバス（株） 道北バス（株） 道北バス（株）

東北 青森市企業局交通部 八戸交通部 青森観光バス（株） 下北交通（株）

関東 茨城県バス協会 日立自動車交通（株） 京成タウンバス（株）

東武バスウエスト（株） 西武バス(株) 川越観光自動車(株) イーグルバス(株) 東武バスセントラル(株) マイスカイ交通(株)

(株)グローバル交通 大和観光自動車(株) 朝日自動車(株) 東京都交通局 京王電鉄バス（株） 京成バス（株）

京浜急行バス(株) 横浜市交通局 神奈川中央交通(株) 川崎鶴見臨港バス(株) 伊豆箱根バス(株) 江ノ島電鉄(株)

東急バス(株) 相鉄バス(株) 富士急湘南バス(株) 小田急バス(株) 大新東(株) （株）フジエクスプレス

横浜交通開発(株) 箱根登山観光バス(株) 立川バス（株） 西東京バス（株） ケイエム観光バス（株） 東京バス協会

北信越 アルピコ交通(株)

中部 名阪近鉄バス(株) 北恵那交通(株) しずてつジャストライン（株） 遠州鉄道（株） 富士急静岡バス（株） 富士急行（株）

東海自動車（株） 伊豆箱根バス（株） 山交タウンコーチ（株） 信興バス（株） 浜松バス(株) 静岡県バス協会

名鉄バス(株) 知多乗合(株) 名古屋市交通局

近畿 西日本ジェイアールバス(株) （株）余呉バス 阪急バス（株） 金剛自動車(株) 水間鉄道(株) 高槻市交通部

岸和田観光バス(株) 北港観光バス(株) 日本城タクシー（株） 南海ウイングバス金岡(株) 南海ウイングバス南部(株) 大阪シティバス（株）

近江鉄道（株） 湖国バス（株） 帝産湖南交通（株）

中国 広島電鉄（株） 広島県バス協会 いわくにバス(株) 中国ジェイアールバス(株) 防長交通（株） いわくにバス（株）

四国 船木鉄道(株) ブルーライン交通(株) 宇部市交通局 大川自動車(株) 琴参バス(株) ことでんバス(株)

ＪＲ四国バス（株）

九州 西日本鉄道(株) 堀川バス(株) ＪＲ九州バス(株) 西鉄バス北九州（株） 西鉄バス久留米(株) 西鉄バス大牟田(株)

西鉄バス筑豊(株) 西鉄バス二日市(株) 福岡昭和タクシー（株） 熊本都市バス(株) 産交バス(株) 大分交通（株）

日田バス(株) 鹿児島県バス協会

ポスターを掲出する公共交通事業者等一覧

106社・
団体

別紙５



旅客船 北海道旅客船協会 東北旅客船協会 北陸信越旅客船協会 関東旅客船協会 東海北陸旅客船協会 近畿旅客船協会

566社 神戸旅客船協会 中国旅客船協会連合会 四国旅客船協会 九州旅客船協会連合会 沖縄旅客船協会 日本旅客船協会

室蘭市 苫小牧港管理組合 石狩湾新港管理組合 稚内市 函館市 小樽市

釧路市 留萌市 広尾町 紋別市 網走市 根室市

東北 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

関東 茨城県 千葉県 東京都 川崎市 横浜市 横須賀市

北陸 新潟県 富山県 石川県 福井県

中部 静岡県 愛知県 名古屋港管理組合 三重県 四日市港管理組合

近畿 京都府 大阪府 大阪市 兵庫県 神戸市 和歌山県

鳥取県 境港管理組合 島根県 岡山県 広島県 呉市

山口県

徳島県 香川県 坂出市 愛媛県 今治市 新居浜港湾務局

高知県

九州 下関市 福岡県 北九州市 福岡市 佐賀県 長崎県

佐世保市 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

沖縄 沖縄県 那覇港管理組合 宮古島市 石垣市

北海道 稚内空港ビル（株） 釧路空港ビル（株） 函館空港ビルデング（株） 旭川空港ビル（株） 帯広空港ターミナルビル（株） 女満別空港ビル（株）

根室中標津空港ビル（株） 北海道空港（株） 札幌丘珠空港ビル（株）
東北 青森空港ビル（株） 三沢空港ターミナル（株） 岩手県空港ターミナルビル（株） 仙台空港ビル（株） 大館能代空港ターミナルビル（株） 秋田空港ターミナルビル（株）

庄内空港ビル（株） 山形空港ビル（株） 福島空港ビル（株）
関東 （公財）茨城県開発公社 日本空港ビルデング（株） 東京国際空港ターミナル（株） 八丈島空港ターミナルビル（株） 成田国際空港（株）

63社 北信越 新潟空港ビルデング（株） 松本空港ターミナルビル（株） 富山空港ターミナルビル（株） 能登空港ターミナルビル（株） 北陸エアターミナルビル（株）
中部 富士山静岡空港（株） 名古屋空港ビルデング（株） 中部国際空港(株)
近畿 大阪国際空港ﾀｰﾐﾅﾙ（株） 神戸空港ターミナル（株） 南紀白浜空港ビル（株） 新関西国際空港(株)
中国 鳥取空港ビル（株） 米子空港ビル（株） 出雲空港ターミナルビル（株） 石見空港ターミナルビル（株） 岡山空港ターミナル（株） 広島空港ビルディング（株）

岩国空港ビル（株） 山口宇部空港ビル（株）
四国 高松空港ビル（株） 徳島空港ビル（株） 松山空港ビル（株） 高知空港ビル（株）
九州 北九州エアターミナル（株） 福岡空港ビルディング（株） 佐賀ターミナルビル（株） 長崎空港ビルディング（株） 対馬空港ターミナルビル（株） 福江空港ターミナルビル（株）

熊本空港ビルディング（株） 大分航空ターミナル（株） 宮崎空港ビル（株） 鹿児島空港ビルディング（株） 奄美空港ターミナルビル（株） 徳之島空港ビル（株）
沖縄 那覇空港ビルディング（株） 久米島空港ターミナルビル（株） 宮古空港ターミナル（株） 石垣空港ターミナル（株）

主婦連合会

（ＮＰＯ法人）びーのびーの

その他 日本ショッピングセンター協会加盟団体
日本ビルヂング協会連合会加盟団体
日本ホテル協会加盟団体
ベビーカー安全協議会加盟団体
子育て応援とうきょう会議構成団体

（ＮＰＯ法人）せたがや子育てネット

空港
ターミ
ナル

北海道旅客船
ターミ
ナル

68港湾
管理者

四国

中国

ポスターを掲出する公共交通事業者等一覧

　*上記旅客船協会を経由して、566社に配布予定

　*上記港湾管理者を経由して、港湾内の旅客ターミナルに配付予定



各交通事業者における追加的な取組  

 

● 混雑時のベビーカースペースの利用に関し、乗車時の駅職員から

の声かけ・誘導支援  

（例） 

 

 

● 車内アナウンスの実施（東急電鉄、東京メトロ 他） 

（例） 
 

 

● 改札口のディスプレイ（モニター）へＰＲ画面掲出  

（JR 東日本、東急電鉄、東京メトロ、東急バス） 

 

     

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社では、5 月 1 日から 5 月 31 日にかけて、  

「ベビーカー利用に関するキャンペーン」を実施しております。・・・・・・・・  

（別 添） 

ベビーカーをご利用のお客様がご乗車されます。  

恐れ入りますが、スペースを少し空けていただけますようご協力下さい。・・・・・  

【参考】異常時案内用ディスプレイ（JR 東日本）          【参考】お知らせモニター（東急電鉄）  

【参考】デジタルサイネージ（東京メトロ）             【参考】車内ディスプレイ（東急バス）  



【参考】ＪＲ東日本  

※イメージ 

● ベビーカーの安全な使用を呼びかける取組  

（国土交通省及び JR 東日本、共同で実施） 

ベビーカーの安全な使用を呼びかける取組として、東京駅及び 

首都圏数駅において、図柄入りポケットティッシュを配布予定。 

※５月１９日（火）11:00～東京駅（場所は調整中）にて配布予定  

 

     

 

● ベビーカー用スペースが設けられた車両位置・混雑状況等に 

関する事前の情報提供（JR東日本）  【参考】（ＪＲ東日本）    画面イメージ 

  

● ベビーカーマークの掲出等  

（JR東日本、JR西日本、東急電鉄） 
                                      

 

 

・  JR 東日本山手線の新型車両の 

フロアーにおける掲出（本年秋頃  

営業開始予定）  

・ 車両に貼付するマークの拡大  
山手線新型車両（ＪＲ東日本）  

・  鉄道各社においてベビーカー使用者も安心して利用できる 

フリースペースの拡大を検討  

 JR 東日本山手線の新型車両では、各車両に整備  

（本年秋頃営業開始予定） 

 JR 西日本大阪環状線の新型車両では、各車両に整備  

（平成２８年度以降） 

・ スマホアプリ等を活用した事前の 

情報提供  


