
 

「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」 

構成員名簿 
（敬称略） 

《学 識 経 験 者》  

秋山 哲男   中央大学研究開発機構教授 

大森 宣暁   宇都宮大学大学院工学研究科教授 

西本 由紀子  神戸女子大学家政学部助手 
 

《子 育 て 等 関 連 団 体》  

特定非営利活動法人せたがや子育てネット 

特定非営利活動法人びーのびーの 
子育て応援とうきょう会議 

主婦連合会 

ベビーカー安全協議会 
 

《交 通 事 業 者 団 体 等》  

東日本旅客鉄道（株） 

東海旅客鉄道（株） 

西日本旅客鉄道（株） 

一般社団法人 日本民営鉄道協会 
一般社団法人 日本地下鉄協会 
公益社団法人 日本バス協会 

一般社団法人 日本旅客船協会 

一般社団法人 全国空港ビル協会 

一般社団法人 日本ホテル協会 

一般社団法人 日本ショッピングセンター協会 
日本百貨店協会 
一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会 

 

《そ の 他》  

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 

（株）アイ・デザイン 
 

《行 政 機 関》  

経済産業省 

国土交通省 

（別紙８） 



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)

北海道 札幌市交通局

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)

37社 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） 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)

東京都交通局 横浜市交通局 江ノ島電鉄（株） ゆりかもめ（株） 埼玉高速鉄道（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) 阪急電鉄(株) 阪神電気鉄道(株) 京都市交通局 北神急行（株）

大阪市高速電気軌道（株） 神戸市交通局 京阪電気鉄道（株）

中国 広島高速鉄道（株）

九州 西日本鉄道（株） 福岡市交通局

バス 北海道 夕張鉄道（株） 札幌ばんけい（株） 函館バス（株） 日交ハイヤー（株） ふらのバス（株） 阿寒バス（株）

根室交通（株） 千歳相互観光バス（株） 道北バス（株）

東北 岩手県北自動車（株） 岩手県交通（株） 仙台市交通局 山交バス（株） ジェイアールバス東北（株） ジェイアールバス関東（株）

岩手県バス協会 愛子観光バス（株） 会津乗合自動車（株） 秋田中央交通（株） 羽後交通（株） 秋北バス（株）

関東 群馬県バス協会 日本中央交通（株） 関越交通（株） 国際十王交通（株） 朝日自動車（株） 上信電鉄（株）

永井運輸（株） （株）ボルテックスアーク （有）雨沢ハイヤー 群馬中央バス（株） 赤城観光自動車（株） 日本中央バス（株）

つゝじ観光バス（株） 東武バスウエスト（株） 東武バス日光（株） 国際興業（株） メート－観光（株） （株）グローバス交通

朝日自動車（株） 川越観光自動車（株） 立川バス 西武バス イーグルバス（株） 東京都交通局

東急バス 大和観光自動車（株） 京浜急行バス（株） 西東京バス 小田急バス 京浜急行バス

京成バス 東武バスセントラル 横浜交通開発（株） 横浜市交通局 日立自動車交通 京成タウンバス

ケイエム観光バス 東京バス協会 東急バス（株） 川崎鶴見臨海バス（株） 伊豆箱根バス（株） 横浜京急バス（株）

江ノ島電鉄（株） 小田急バス（株） 神奈川中央交通東（株） 川崎市交通局 湘南急行バス（株） 富士急湘南バス（株）

（株）フジエクスプレス 大新東（株）

北信越 浜松バス（株） 西日本ジェイアールバス（株） 頸城自動車（株） アルピコ交通（株）

中部 山梨交通（株） 山交タウンコーチ（株） 富士急山梨バス（株） しずてつジャストライン（株） 富士急行（株） 富士急静岡バス（株）

伊豆箱根バス（株） （株）伊豆東海バス （株）南伊豆東海バス （株）西伊豆東海バス （株）新東海バス （株）東海バスオレンジシャトル

秋葉バスサービス（株） （株）大鉄アドバンス 東濃鉄道（株） 静岡県バス協会 名古屋市交通局 （有）水窪タクシー

濃飛乗合自動車（株） 近江鉄道（株） 湖国バス（株） 江若交通（株） （株）余呉バス 三岐鉄道（株）

岐阜乗合自動車（株） 名阪近鉄バス（株） 北恵那交通（株） 三重交通（株）

近畿 京都京阪バス（株） 丹後海陸交通（株） 阪急バス（株） 近鉄バス（株） 北港観光バス（株） （株）ヤサカバス

金剛自動車（株） 大阪シティバス（株） 高槻市交通部 みなと観光バス（株） 南海バス（株） 山陽バス（株）

神姫バス（株） （株）ウエスト神姫 阪急田園バス（株） 淡路交通（株） 尼崎交通事業振興（株）

神戸交通振興（株） 神姫グリーンバス（株） 奈良交通（株） 備北バス（株）

中国 日本交通（株） 八晃運輸（株） 岡山電気軌道（株） 日ノ丸自動車（株） 広島交通（株） 鞆鉄道（株）

中国バス（株） 広島電鉄（株） 宇部市交通局 船木鉄道（株）

四国 大川自動車（株） 徳島バス阿南（株） ことでんバス（株） 琴参バス（株）

九州 西日本鉄道（株） 西鉄バス大牟田（株） 西鉄バス北九州（株） 生付き自動車（株） （有）富川運送 熊本都市バス（株）

熊本バス（株） 堀川バス（株） 西鉄バス佐賀（株） 祐徳バス（株） 昭和自動車（株） 北九州市交通局

佐賀市交通局 長崎自動車（株） 長崎県交通局 西肥自動車（株） 佐世保市交通局 島原鉄道（株）

五島自動車（株） 壱岐交通（株） 丸濱産業（有） 鹿児島市交通局 （有）松浦観光 させぼバス（株）

さいかい交通（株） 長崎バス観光（株） いわさきコーポレーション（株） （有）大和 九州産交バス（株） 熊本電気鉄道（株）

産交バス

ポスターを掲出する公共交通事業者等一覧

169社・
団体

民鉄・
公営・
地下鉄

別紙９



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

神戸旅客船協会 （一社）中国旅客船協会 四国旅客船協会 九州旅客船協会連合会 （一社）沖縄旅客船協会 （一社）日本旅客船協会

307社 （公財）東京都公園協会

北海道 苫小牧管理組合 小樽市 利尻富士町 利尻町 礼文町

東北 青森県

関東 茨城県 東京都 横浜市

北陸 新潟県

中部 名古屋港管理組合 愛知県

近畿 滋賀県 京都府 大阪市 大阪府 神戸市

中国 境港管理組合 島根県 松江市 海士町 呉市

四国 香川県 愛媛県

九州 下関市 福岡市 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県

鹿児島県

沖縄 沖縄県 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） 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）

61社 北信越 新潟空港ビルディング（株） 松本空港ターミナルビル（株） 富士山静岡空港（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 中部国際空港(株) 名古屋空港ビルディング（株）
近畿 神戸空港ターミナル（株） 南紀白浜空港ビル（株） 関西エアポート（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）

その他

（公社）日本バス協会

（一般）日本地下鉄協会

日本百貨店協会

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
子育て応援とうきょう会議構成団体
主婦連合会

コンビ（株）

空港
ターミ
ナル

33港湾
管理者

　*上記旅客船協会を経由して、307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

旅客船
ターミ
ナル

ポスターを掲出する公共交通事業者等一覧


