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2 018 年 ９ 月 14 日
ＪＲ東日本 仙台支社

「秋の踏切事故防止キャンペーン」の実施について
ＪＲ東日本では、鉄道事業者として踏切における列車と歩行者や自動車等との事故を防止するため、
様々な対策を実施しています。
このため「秋の全国交通安全運動」の期間にあわせて、踏切事故防止に向けた広報活動として「踏切
事故防止キャンペーン」を実施します。
１ 期 間
９月 21 日（金）～９月 30 日（日）の 10 日間
２ 主 催
ＪＲ東日本仙台支社
３ 協 力
国土交通省東北運輸局、宮城県警察、福島県警察、山形県警察、自治体、交通安全協会、トラック・バス・
タクシー各協会、JR 東日本グループ会社、東日本鉄道ＯＢ会等
４ 主な内容
⑴ キャンペーン・ブースの設置
① 過去に発生した事故の写真を用い事故の悲惨さを訴えます。
② 模擬の踏切非常ボタンの展示や踏切内に閉じ込められた際の
脱出方法等をＰＲします。
③ 主要な駅で警察や道路管理者など関係の皆さまとともにセ
レモニーを実施します。
⑵ ドライバー及び歩行者への啓蒙活動
【キャンペーン・ブースの設置】
① 踏切を通行するドライバー及び歩行者の皆さまに、
踏切事故防止のリーフレット・グッズを配布します。
② 「警報無視による直前横断禁止」
「躊躇なく踏切支障報知装置を扱うこと」
「支障報知装置を扱った場合
でも踏切内に立入らないこと」をご理解いただくようにお声掛けを行います。
⑶ その他イベント
① 模擬踏切による踏切脱出訓練を実施し、
踏切に閉じ込められた際の脱出方法等を体験していただきます。
② 啓発用動画によって、
「踏切を渡る際の注意点」
「踏切通行時のマナー」等をＰＲします。

※ 各県における開催場所、日時、内容は別紙参照

別 紙
各県におけるキャンペーン実施概要
※ 悪天候や輸送障害等が発生した際は、各種行事を中止する場合があります。
１ 宮城県
⑴ キャンペーン・ブースの設置

９月 21 日（金）～９月 30 日（日）

駅名

設置場所

オープニングセレモニー

仙台駅

仙台駅 2Ｆステンドグラス前
（165 インチ大型ディスプレイによる
踏切事故防止の映像配信）

９月 21 日（金）13:00～14:00
仙台駅１Ｆ
エスパル仙台入口前

古川駅

―

９月 21 日（金）16:00～17:10
古川駅２Ｆコンコース

⑵ ドライバー及び歩行者への啓蒙活動
実施日

時間

実施場所
東北本線 白石駅

９/21(金)

7:10～8:00

東北本線 鷹の巣街道踏切
東北本線 角田街道柳町踏切
東北本線 角田街道本郷踏切

９/22(土)
９/25(火)
９/26(水)

９/27(木)

９/28(金)

9:30～12:00

イオンスーパーセンター涌谷店駐車場

10:30～11:30

仙山線 東照宮前踏切

14:00～15:00

石巻線 水押踏切

10:30～11:30

東北本線 行人塚踏切

14:00～15:00

東北本線 松岡街道踏切

7:30～8:30

東北本線 塩釜駅

9:30～10:30

東北本線 鮫踏切

10:30～11:30

石巻線 涌谷高運動場前踏切

14:00～15:00

陸羽東線 志田踏切

8:00～9:00
17:30～18:30

東北本線 小田原東丁踏切
東北本線 下増田踏切

⑶ その他イベント
① 自動車学校での「踏切脱出体験」の実施
・内 容 教習コース内に模擬踏切を設営、閉じ込められた際の脱出体験
・日 時 ９月 23 日（日）10:00～14:00
・場 所 東日本自動車学校・教習コース（宮城県塩釜市月見ヶ丘６番７号）
② 模擬踏切を活用した「踏切脱出体験」の実施
・内 容 模擬踏切を設営、閉じ込められた際の脱出体験
・日 時 ９月 25 日（火）10:30～11:30
・場 所 仙台東照宮第３駐車場（宮城県仙台市青葉区東照宮１丁目１－４）

仙台地区

踏切事故防止

イメージキャラクター
「カンコちゃん」

２ 福島県
⑴ キャンペーン・ブースの設置

９月 21 日（金）～９月 30 日（日）

駅名

設置場所

セレモニー

福島駅

東西連絡通路

９月 21 日（金）8:00～9:00
福島駅東口駅前広場

郡山駅

コンコース

９月 21 日（金）7:30～7:50
郡山駅西口駅前広場

会津若松駅

コンコース

９月 27 日（木）10:00～10:45
会津若松駅前駐車場

⑵ ドライバー及び歩行者への啓蒙活動
実施日

時間

実施場所
東北本線 第４奥州街道踏切

8:30～9:00
９/21(金)

13:30～14:30
6:00～8:00

９/27(木)

磐越東線 前田第２踏切
磐越東線 阿久津踏切

10:00～11:00

９/25(火)

磐越西線 北向踏切

8:00～9:00
10:00～10:45
10:00～11:00

東北本線 曽根田東踏切
奥羽本線 曽根田西踏切
東北本線 大森踏切
磐越東線 小野新町駅前
東北本線 新白河駅前
東北本線 第二高山踏切
会津若松駅
只見線 町北踏切
奥羽本線 原踏切

⑶ その他イベント
① ＪＲ鉄道沿線各小学校への啓発活動
・内 容 リーフレット及びグッズを配布し、踏切事故等から小学生を守る活動を実施
・日 時 ９月 21 日（金）～９月 30（日）
・場 所 杉妻、金谷川、油井、二本松南、岳下、杉田、平石、矢野目 清明小学校等

３ 山形県
⑴ キャンペーン・ブースの設置

９月 21 日（金）～９月 30 日（日）

駅名

設置場所

オープニングセレモニー

山形駅

東西自由通路

９月 21 日（金）10:00～11:10
東西自由通路

⑵ ドライバー及び歩行者への啓蒙活動
実施日
９/26(水)
９/27(木)

時間

実施場所

10:00～10:30

陸羽東線 満沢街道踏切

14:00～14:30

奥羽本線 蟹沢踏切

10:00～10:30

左沢線 山辺踏切

14:00～14:30

米坂線 高畠踏切

４ リーフレット及びグッズのイメージ

【リーフレット】

【ポケットティッシュ】

【冷感ウェットティッシュ】

【絆創膏】

