
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省が乗合バスにおける二人乗りベビーカーの利用についてとりまとめ、二

人乗りベビーカーを折りたたまずに使用できるよう取り扱うことを基本とすることを

決定しました。（別紙参照） 

これを受け、横浜市営バスでも、令和２年 11 月１日（日）よりすべての路線で、

二人乗りベビーカーにお子様を乗せたままバスにご乗車いただけるよう取扱いを変更

します 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の皆様に支えられ、2021 年４月に市営交通 100 周年を迎えます。この取組は、お客様のニ

ーズに応え、より多くの市民の皆様に市営バスをご利用いただくために実施することとしました。

これからも市民の皆様に愛される市営交通を目指してまいります。 

 

お問合せ先 

交通局運輸課長  石渡 春男 Tel 045- 671-3143 
 

令和２年 10 月 26 日 
交 通 局 運 輸 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

二人乗りベビーカーにお子様を乗せたまま 

市営バスをご利用いただけるようになります！ 

 

①中扉（降車扉）から乗車します。 

（小型車は前扉から乗車します。） 

補助が必要な場合は、乗務員に 

お申し付けください。 

 

 

乗車方法や注意事項など、 

詳しくは交通局ウェブサイトを 

ご確認ください。 

https://www.city.yokohama.lg.j

p/kotsu/bus/norikata 

皆様のご理解とご協力を 

お願いいたします。 

 

②お客様ご自身で車いす固定場所に 

ベビーカーを進行方向逆向きに停め、 

タイヤを固定してください。 

 

③ベルト２本で車両とベビーカーを 

固定し、保護者の方が手で支えて 

ください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/bus/norikata
https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/bus/norikata


令 和 2 年 3 月 3 1 日 

 総合政策局安心生活政策課 

 
 

乗合バス車内では二人乗りベビーカーを折りたたまずに 
使用できるよう取り扱うことを基本とします！ 

～乗合バスにおける二人乗りベビーカーの利用についてとりまとめ～ 
 

  国土交通省では、すべての子ども連れの方々にとって移動しやすい環境を実現す

るため、「子育てにやさしい移動に関する協議会」を、書面開催し、乗合バスにお

ける二人乗りベビーカーの利用についてのとりまとめを決定しました。 

 

国土交通省においては、バリアフリー法に基づき公共交通機関等のバリアフリー化

に取り組んでいるところであり、子育てを支援する観点からも、ベビーカー使用者を

含む子ども連れの方々が移動しやすい環境の整備を進めているところです。  

こうした中、多くの妊婦が双子などの多胎児を出産しているといわれており、出産

後も医療設備の整った病院に定期的に通院する必要があるため、複数の乳幼児を連れ

て公共交通機関を利用する機会が増加していると考えられています。 

一方、乗合バス事業者の中には、二人乗りベビーカーは一般的なベビーカーに比べ

てサイズが大きく、通路を塞ぐ等の理由で折りたたまないと乗車できないという取り

扱いをしているところもあります。 

しかしながら、二人乗りベビーカー使用者からは複数の乳幼児を抱えてベビーカー

を折りたたむのは困難との声も上がっており、利便性の向上の観点から、今般、標準

的な構造の二人乗りベビーカーについて、乗合バス車内におけるベビーカーの安全性

を検証したうえで、学識経験者、子育て等関連団体、交通事業者等で構成する「子育

てにやさしい移動に関する協議会」（座長：秋山中央大学研究開発機構教授）におい

て、一定条件のもとで折りたたまずに使用できるよう取り扱うことを基本とすること

をとりまとめました。 

 

【乗合バスにおける二人乗りベビーカーの利用についての概要】 

 ○別紙１のとおり 

 

【協議会の構成員】 

 ○別紙２のとおり 

 

※乗合バスにおける二人乗りベビーカーの利用についてのとりまとめについては、国土

交通省のホームページ（下記）にて公開します。 

 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000149.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

国土交通省総合政策局安心生活政策課 高橋、川口 

ＴＥＬ：03-5253-8111（内線 25-502、25-503） 

        03-5253-8306（直通） 

ＦＡＸ：03-5253-1552 

 



乗合バスにおける二人乗りベビーカーの利用について（概要）

✔毎年およそ100人に1人が双子や三つ子などの多胎児を出産しているといわれており、出産後も医療設備の整った病院に通院
する必要があるため、複数の乳幼児を連れて公共交通機関を利用する機会が増加。

✔乗合バスなど公共交通機関においては、ベビーカーを折りたたまずに使用できるよう取り扱うことが基本。
✔ しかしながら、二人乗りベビーカーについては、サイズが大きく、そのまま乗車すると通路を塞いでしまうことなどから、折りたた
まないと乗車できないという取り扱いをするバス事業者もある。

✔ ベビーカーメーカーも二人乗りベビーカーをバスの中では使用しないよう取扱説明書で注意を促している。

１．二人乗りベビーカー利用の現状と課題

安全性実証試験の結果、標準的な構造の
二人乗りベビーカーにおいては、以下の対応
が確保される場合は「折りたたまずに使用で
きる」ことを基本とする。
（１）バス事業者の対応

①バスへの乗降は、求めに応じ運転者が
補助

②横型の二人乗りベビーカーの場合は、座
席（2席）の跳ね上げを運転者が補助する

③既に座席に座っている方がいれば移動を
運転者が要請

（２）ベビーカー使用者に求める対応
①ベビーカーのシートベルトの着用
②進行方向後ろ向きにベルトで2箇所固定
③ベビーカーの車輪のロック
④走行時は片手でハンドルを支える

２．二人乗りベビーカーの利用に関する
考え方 二人乗りベビーカー使用者が安全に乗合バスを利用できるようにするため以下

の対応を実施する。
（１）当面の対応

①二人乗りベビーカー（横型）をバス車内で固定するために座席を跳ね上げる
場合、現在設置されている固定ベルトでは短いため、固定ベルトを連接して
１箇所を固定し、さらに車いすスペースに設置されている車いす用の補助ベ
ルトなどを使用して、もう１箇所を固定する

②バス車内でのベビーカーの固定方法について、バス事業者のホームページ
等で分かりやすく案内する

③国等は、引き続きベビーカーキャンペーンを実施し、周囲の方にベビーカー
利用への理解・配慮をお願いする

④二人乗りベビーカーを含むベビーカー使用者への対応について、バス事業
者の社内教育等を通じて運転者に周知する

⑤ベビーカーメーカーは、取扱説明書の内容の見直しを検討する
（２）今後検討すべき課題

・バス事業者及びバスメーカーは、座席を跳ね上げてもベビーカーを固定でき
る長さのベルトの仕様・導入を検討する。また、「フリースペース」の設置など
車内レイアウトも検討する

３．今後の対応

別紙１



 
 

 

別紙２ 

「子育てにやさしい移動に関する協議会」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   宇都宮大学地域デザイン科学部社会基盤デザイン学科教授 
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》  

 松田 妙子   特定非営利活動法人子育てひろば全国連絡協議会理事 

         （特定非営利活動法人せたがや子育てネット代表理事） 
白石 智子   特定非営利活動法人びーのびーの 
桑田 朋子   子育て応援とうきょう会議事務局長 
        （東京都福祉保健局少子社会対策部子供・子育て計画担当課長） 
平野 祐子   主婦連合会副会長 
五嶋 啓伸   ベビーカー安全協議会代表幹事（コンビ（株）代表取締役社長） 

 

《交通事業者団体等》  

池田 裕彦   東日本旅客鉄道（株）鉄道事業本部サービス品質改革部長 
榊原 篤    東海旅客鉄道（株）営業本部次長 
長谷川 勝洋  西日本旅客鉄道（株）鉄道本部ＣＳ推進部長 
滝澤 広明   一般社団法人 日本民営鉄道協会運輸調整部長 
石島 徹    一般社団法人 日本地下鉄協会業務部長 
稲田 浩二   公益社団法人 日本バス協会業務部長 
熊谷 敦夫   一般社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会ケア輸送等統括 
菅原 勝良   一般社団法人 日本旅客船協会企画部長 
松本 知則   定期航空協会部長 
高柴 和積   一般社団法人 全国空港ビル事業者協会常務理事 
岩佐 英美子  一般社団法人 日本ホテル協会事務局長 
村上 哲也   一般社団法人 日本ショッピングセンター協会参与 
石井 健一   一般社団法人 日本百貨店協会業務グループマネージャー 
湯浅 慎一   一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会事務局次長 

 

《そ   の   他》 

竹島 恵子    公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団 
バリアフリー推進部企画調査課担当課長 

 

《行 政 機 関》  

水野 宏治   国土交通省道路局企画課評価室長 
長谷川 貴彦   国土交通省住宅局建築指導課長 
上手 研治   国土交通省鉄道局鉄道サービス政策室長 
早船 文久   国土交通省自動車局旅客課長 
秋田  未樹    国土交通省海事局内航課長 
石橋 洋信   国土交通省港湾局産業港湾課長 
武田  一寧   国土交通省航空局航空ネットワーク企画課長 
岡野 まさ子  国土交通省航空局航空事業課長 



 
 

 

別紙２ 

多田 浩人   観光庁観光産業課長 
奈良 裕信     国土交通省総合政策局安心生活政策課長 
 
《オブザーバー》 
南  順子    内閣府子ども・子育て本部少子化対策担当参事官 
 
伊橋 加奈子  ふたご・みつごひろば kanau 
岡村 夏樹   一般社団法人 東京バス協会安全・環境部長 
若田 瑞穂   東京都交通局自動車部運行管理担当課長 
蒲谷 祐    コンビ(株)品質保証部 
山本 正彦   ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社（Aprica） 

ベビー事業部品質統括部シニアマネージャー 
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