
12

  安全管理体制・方法  
 P.15

 安全方針・安全管理体制
 安全管理方法
 安全目標・安全重点施策

  安全文化の構築  P.26
 安全講演会などの開催
 安全啓発室での教育
 鉄道事業部門外社員への働きかけ

  危機に備えた訓練  
 P.28

 総合事故復旧訓練
 そのほかの訓練

  人材の育成  P.24
 鉄道従事員への教育方針
 乗務員の養成と技能の維持・向上
 駅係員・技術員の教育

訓練中

安全最優先

12 京王電鉄株式会社京王電鉄株式会社

安全報告

全社員一丸での
安全最優先の

鉄道づくり
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  そのほかの取り組み  
 P.44

 サービスの質の向上
 お客様サポートの充実
 お客様への安全啓発活動

  災害などへの備え 
 P.42

 構造物などの耐震補強
 自然災害対策
 帰宅困難者対策

非常ボタン

1 9 時 2 0 分現在の列車の運行について

  日々の保守管理  P.40
 軌道や構造物の保守・点検
 架線などの保守・点検
 車両の保守・点検

  施設・設備の取り組み  
 P.30

 連続立体交差事業
 ATC（自動列車制御装置）
 鉄道総合指令センター
 運行情報の提供
 ホームの安全対策
 踏切の安全対策
 車両の安全対策
 駅の安全対策
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　日頃から、京王線・井の頭線をご利用いただきまして、
誠にありがとうございます。
　当社では、皆様から信頼され、愛される鉄道であるため
に、「『安全』は最大の使命であり、最高のサービスである」
ことを常に意識し、「全社員が一丸となり継続的改善に取
り組み、安全最優先の鉄道を創る」ことを最大の命題とし
て、日々の業務に取り組んでおります。
　笹塚駅～仙川駅間の連続立体交差事業については、引
き続き事業主体である東京都とともに進めている中、昨
年、起工式を執り行うことができました。またホームドアや
転落防止固定柵の新設、踏切の障害物検知装置の増強な
ど、各種安全対策についても、着実に推進しております。
　災害対策としては、高架橋柱や盛土部などの補強工事

を進めたほか、災害時の対応マニュアルを見直すなど、昨
今の大規模な風水害、雷害や地震への対策を着実に実施
しました。
　また、事故の未然防止に向けては、「安全に関する基本
方針」「安全に係る社員の行動規範」の徹底を図るととも
に、現場と本社が一体となって、安全意識のさらなる高揚
を目指してまいります。
　そして、本年は沿線でのラグビーワールドカップ2019ＴＭ

の開催に向けて、日頃からの防犯対策に加え、ハード・ソフ
ト両面において、各種施策を準備してまいりました。
　これからも、「有責事故ゼロと運転事故・輸送障害発生
件数の前年比削減」を安全目標と定め、全てにおいてお客
様の視点に立ち、安全確保を第一に行動してまいります。

鉄道事業本部長による現場視察 関東運輸局長による表彰

さらなる安全性の向上を目指して
日々努力してまいります

ホームドアの整備を終えた
飛田給駅上りホーム

常務取締役
鉄道事業本部長
（安全統括管理者）

仲岡 一紀

14 京王電鉄株式会社

対応するSDGs
安 全 報 告 ／
メッ セ ー ジ



安全方針・安全管理体制

　当社では、安全管理体制を下の図のとおり構築しています。

安全に関する基本方針 安全に係る社員の行動規範

責任者名 役　割

社長 輸送の安全の確保に関する業務全般を総理する。

安全統括管理者 輸送の安全の確保に関する業務を統括する。

運転管理者 安全統括管理者の指揮の下、運転に関する事項を統括する。

乗務員指導管理者 運転管理者の指揮の下、運転士の資質の保持に関する事項を管理する。

限定運転士指導管理者 車両電気部長および運転管理者の指揮の下、限定運転士の資質の保持に関する事項を管理する。

  安全方針

  安全管理体制

  責任者名と役割

  ｢安全」は最大の使命であり、最高のサービスである。
  全社員が一丸となり継続的改善に取り組み、 
安全最優先の鉄道を創る。

  全てにおいてお客さまの視点に立ち、 
安全確保を第一に行動する。

  社員一人ひとりがルールを遵守し、判断に迷ったときは、 
自ら考え、最も安全と認められる行動をとる。

  情報伝達は迅速かつ正確に行い、共有化を図る。
  組織・職位を越えたコミュニケーションを構築し、 
全社員が連携して問題解決にあたる。

社  長

拡大鉄道安全管理委員会

［鉄道事業本部長］

工務部長

鉄道事業本部副本部長

計画管理部長
安全推進部長

経営企画部長 経理部長 人事部長

車両電気部長

鉄道安全管理委員会

乗務員指導管理者
［乗務区長］

限定運転士指導管理者
［検車区長］

運転管理者
［鉄道営業部長］

安全統括管理者
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  鉄道安全管理委員会

　安全統括管理者を中心に、運転管理者を含む鉄道事業
本部の各部長がメンバーとなり、原則として毎月1回、ま
た必要により臨時に開催し、事故などの原因の究明・対策
の検討・検証などを行っています。また、他社で発生した
重大な事故・トラブルについて、当社の対応状況を確認し
ています。
　さらに、拡大鉄道安全管理委員会を社長出席の下、年
2回開催し、安全重点施策をはじめとした安全管理体制
全般の実施状況の評価（マネジメントレビュー）を行って
います。

  内部監査の実施

　運輸安全マネジメントに基づく内部監査を毎年行い、
安全管理体制が適正に機能していることを確認していま
す。社長、安全統括管理者ならびに部長、課長および現業
長に対してインタビューや書類検査などを行い、監査で
見出された事項については、鉄道安全管理委員会に報告
され、共有しています。

 経営トップによる職場巡視

　年4回の安全推進運動や、毎月の｢安全再確認の日｣を
中心に、社長をはじめとする役員が現業職場を巡視して
安全管理の状況を確認するとともに、現業係員との意見
交換を実施してコミュニケーションを図っています。

拡大鉄道安全管理委員会

社長と現業係員との意見交換

社長による総合高速検測車の視察

安全統括管理者による列車添乗

安全管理方法

内部監査の目的

他部署の良い
取り組みを学ぶ

監査をする側 監査を受ける側

他部署の視点で
業務を見直す課題や問題点を見出す

優良事例やアドバイスを
水平展開する

16 京王電鉄株式会社
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  事故の芽・トラブル情報・ 
ヒヤリ・ハットの報告

　鉄道係員による取り扱い上の支障、機器の故障、自然
災害などに起因する異常やそれらに対する措置の報告、
また、事故が発生する恐れがあった事態、事故などや労
働災害に関係するヒヤリ・ハットを幅広く収集・分析し、対
策を講じることで、安全性の向上に役立てています。

  安全管理のPDCAサイクル 
（スパイラルアップモデル）

　鉄道安全管理委員会を中心として、計画（Plan）→実施
（Do）→評価（Check）→改善（Act）サイクルに沿って、継
続して安全性の向上を図っています。

クロージングミーティング（本社）

ヒヤリ・ハット報告書の一例 ヒヤリ・ハット情報の 
収集ポスト

現場視察（桜上水乗務区）

Act（改善） ：
継続的な見直し

継続的な
見直しと改善

Plan（計画） ： 
取り組み計画の策定

Do（実施）： 
施策の実施

鉄道の安全性向上

Check（評価） ：
点検

PLAN

D
O

C
HECK

A
CT

  国土交通省による 
運輸安全マネジメント評価

　事業者の安全管理体制が適切に維持・改善され、有効
に機能しているかを、社長・安全統括管理者等へのインタ
ビューや文書・記録の確認を通じて国土交通省が評価・助
言するもので、2007年より定期的に受検しています。

第8回評価の主な内容
【実施期間】
2019年6月5・10・11日

【評価事項】
◦ 経営トップが取り組むべき方向性を明確にするとともに、自

らの言葉で社内に情報発信し安全意識の向上に努めてい
ること

◦ 部門横断的な研修とともに、安全講習会や安全川柳等を活
用し、鉄道部門外の社員の安全に対する意識の向上を図っ
ていること

◦ 小集団活動等の改善活動を通じて各現場でのPDCAサイ
クルの実践を促していること

【期待事項】
◦ ヒヤリ・ハット情報の収集、活用等の取り組みの深度化を図

り、問題発見型（未然防止型）のリスク管理体制の更なる充
実を図ること
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2018年度 安全目標・安全重点施策

有責事故ゼロと運転事故・輸送障害発生件数の前年比削減

 2018年度 安全目標

2020年度に向けた中期3カ年経営計画（2018〜2020年度）
 事故や輸送障害、テロ行為の未然防止に向けた施策の実行

 自然災害への対応力と危機管理体制の強化

 京王線（笹塚駅〜仙川駅間）連続立体交差事業の推進

 耐震補強や自然災害対策をはじめとした減災対策の実施

 ホームドアや転落防止固定柵の設置によるホーム安全対策の実施

 老朽設備の着実な更新による保安度の向上
（鉄道の安全性向上への取り組みを抜粋）

  2018年度 安全重点施策

1. 事故・トラブル対策
 （1） 安全目標達成に向けた事故、トラブルの未然防止
 （2）  事故やトラブルの原因分析と再発防止に向けた適切な

安全対策の実施
2. 災害・危機管理
 （1）  関係機関との連携によるテロ対策の推進
 （2）  サイバーセキュリティ対策の推進
3. 安全意識の高揚、人材育成・活用
 （1）  安全啓発室における安全教育の拡充
 （2）  経験や職位に応じた教育を通じた質の高い社員の育成
4. 中長期施策の推進
 （1） 京王線（笹塚駅〜仙川駅間）連続立体交差事業の推進
 （2）  下北沢駅改良工事の推進

　2018年度から新たにスタートした中期3カ年経営計画に、安全性を向上していく施策を掲げています。

5. 減災対策
 （1） 構造物の耐震補強工事の継続実施
 （2）  気象情報システムの更新
6. ホーム安全対策
 （1） 新線新宿駅、渋谷駅にホームドアを設置
 （2）  転落防止固定柵や注意喚起ラインを設置
7. 老朽化対策
 （1） コンクリート構造物補修工事の実施
 （2）  京王線8000系車両、井の頭線1000系車両の 

リニューアル
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  鉄道運転事故などの発生件数（2014〜2018年度）

  鉄道運転事故などの発生原因（2014〜2018年度）

  鉄道運転事故・輸送障害に伴う運転見合わせ時間

■ 鉄道運転事故とは
　  ｢列車衝突事故」「列車脱線事故」「列車火災事故」「踏切障害事故」

「鉄道人身障害事故」「鉄道物損事故」をいいます。

■ 輸送障害とは
　  鉄道による輸送に障害を生じた事態で、鉄道運転事故以外の運休、

また列車に30分以上の遅延が生じたものをいいます。

■ インシデントとは
　  事故には至らなかったが、鉄道運転事故が発生するおそれがあると

認められる事態をいいます。

2018年度 輸送安全実績

　2018年度は、鉄道運転事故が11件（対前年度1件
増）、輸送障害が26件（同3件増）発生しました。インシデ
ントは前年度に引き続き発生しておりません。

　2018年度は、駅や踏切道での人身事故や列車との接
触などが30件発生しました。また、車両故障などの設備 
トラブルが4件発生しました。その他、落雷、台風など自然
災害を原因とする輸送障害が発生しました。

　2018年度の運転見合わせ総時間は、設備トラブルや台風の影響により対前年度で19時間48分の増加となりました。
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 台風24号による輸送障害

〔発生日時〕 2018年10月1日（月）4時43分
〔発生場所〕 明大前駅〜代田橋駅間
〔発生事象〕
●台風24号上陸に伴う強風の影響により住宅の塀が倒壊し、線路内を支障した。
● 初電より警戒添乗（添乗点検）を実施した際、速度節制が不十分であったため、支障物を発見後、非常ブレーキを施したが

間に合わず接触した。
● 接触による衝撃で当該車両のブレーキ機能が故障したため、救援列車と併結し車両基地に重連回送した。

〔緊急対策〕
●線路に隣接する土地にある構造物の一斉点検および補強を実施
●夜間試運転により、添乗点検の走行速度・手法の検証を実施

〔恒久対策〕
●計画運休等を行う場合の取り扱いを定め、甚大な被害が予想される場合は、速やかに本社災害対策本部を設置する。
●長時間にわたり運転を見合わせた際の運転再開に向けた点検方法を見直した。
●多言語での案内表示など、異常時におけるお客様への情報提供をより充実させる。

2018年度に発生したトラブルおよびその後の対処

倒壊した塀

夜間試運転による検証
（投光器の活用）

多言語による案内表示
（お客さま案内ディスプレイ）

前面が損傷した車両

隣接構造物の補強

重連回送のための
併合訓練

20 京王電鉄株式会社
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2019年度 安全目標・安全重点施策

有責事故ゼロと運転事故・輸送障害発生件数の前年比削減

 2019年度 安全目標

▶「信頼のトップブランド」の実現に向けて、鉄道の安全性向上に向けた概念図を定めています。

 2019年度 安全重点施策

1. 事故・トラブル対策
 (1） 安全目標達成に向けた事故・トラブルの未然防止と 

再発防止
2. 災害・危機管理
 (1）各種訓練や平時における防犯対策によるテロ対策の推進
 (2）サイバー攻撃に対する防衛能力向上
3. 安全意識の高揚
 (1）安全啓発室の各種コンテンツ拡充
 (2）グループ会社を含めた安全意識高揚と事故防止力向上
4. 人材育成・活用
 (1）経験年数や職位に応じた階層別の研修・教育の継続実施
5. 中長期施策の推進
 (1）京王線（笹塚駅〜仙川駅間）連続立体交差事業の推進
 (2）新宿駅・新線新宿駅・橋本駅の駅改良計画の推進

6. 減災対策
 (1）構造物の耐震補強工事の継続実施
 (2）気象情報システムの更新
7. ホーム安全対策
 (1）飛田給駅へのホームドア整備
 (2）転落防止固定柵や注意喚起ラインの整備
8. 老朽化対策
 (1）コンクリート構造物の補修工事の継続実施
 (2）列車運行管理システムの更新
 (3） 京王線8000系車両、井の頭線1000系車両の 

リニューアル

「信頼のトップブランド」の実現

京王グループ理念

全てにおいてお客さまの視点に立つ

●少子高齢化の進行
●AI・IoT技術の進捗
●自然災害の激甚化

●G２０サミット
●国際的なスポーツイベント

●採用難、定年退職の増加
●若年層への確実な技術継承
●事故対応力の低下懸念

全社一丸で鉄道事業を支える

現業職場の自主性と改善意欲の助長

人材育成のさらなる充実

現業と本社のコミュニケーションの充実

事故・インシデントの原因究明

迅速かつ正確な情報伝達と共有化

組織・職位を越えたコミュニケーション

ルールを遵守し、自ら考え
最も安全と認められる行動をとる

「
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で
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る
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期

運
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無
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去
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さ
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全
社
員
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と
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続

的
改
善
に
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組
み
、安
全

最
優
先
の
鉄
道
を
創
る

鉄
道
従
事
員
と
し
て
の
基
軸

鉄道部門として
対処すべき課題

安全に関する基本方針

外部要因 イベント 内部要因

安全に係る社員の行動規範 「鉄道の安全確保」に関する提言

日本一安全でサービスの良い鉄道の実現

お客さま目線での安全施策を、現業と本社が一体となって推進
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 鉄道テロへの備え

　駅係員・警備員の巡回により、不審者・不審物などの早
期発見に努めています。駅では、テロ警戒中のステッカー
やポスターを掲出し、「見せる警備」によるテロ対策を推進
しています。
　さらに、警察・消防と連携したテロ対策訓練や、鉄道シ
ステムを標的としたサイバー攻撃対処訓練を実施するな
ど、社員への意識付けを図っています。

 防犯カメラ設置の推進

　全ての駅に防犯カメラを設置しているほか、車両や踏
切道についてもカメラ設置を推進することで、鉄道に対す
るテロ行為・不法行為の抑止につなげています。また有事
の際、駅構内のカメラ映像を警視庁に伝送する非常時映
像伝送システムを新たに導入しました。

大規模イベント開催に備えて

　当社沿線の競技会場で開催されるラグビーワールドカップ2019TMなどの国際的なスポーツイベントに向けて、関係
機関と連携した訓練の実施や多言語によるご案内強化などソフト面での備えと、防犯カメラ設置の積極展開などハード
面での備えを推進しています。

テロ警戒実施中を示すステッカー

警察・消防と連携したテロ対策訓練 車両への設置（前方監視・車内監視）

踏切道への設置

駅構内への増設

サイバー攻撃対処訓練

テロ防止の啓発ポスター

防御盾の駅への配備
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 多言語でのご案内

近年増加している外国人のお客様に対して、異常時等において適切なご案内ができるよう、取り組みを強化しています。

▶サービススタッフによるご案内
　新宿駅・渋谷駅において、英語・中国語での会話が可能
なサービススタッフを配置し、訪日外国人への案内対応
を行っています。

▶インバウンド対応研修
　外国語での案内フレーズで構成された指さし会話帳を
もとに対話練習を行っています。

▶各種ツールの導入
　多言語による音声出力が可能なツールを積極的に導
入し、教育や訓練等での習熟に努めているほか、駅や列
車内でのアナウンスに活用しています。

　お客様へのご案内の強化を目的に、運
賃表一体型デジタルサイネージの採用や
対話型AIを搭載した窓口案内ロボットの
試験導入を行っています。
（2019年9月より外国語〈英・中・韓〉対応の実証
実験を新宿駅で継続実施します。）

 下北沢駅における新たな情報提供の取り組み

topics

サービススタッフによるご案内 非常用多言語拡声器

翻訳アプリによるアナウンス

指さし会話帳を用いた対話練習

案内ロボット
（下北沢レイ）

運賃表一体型
デジタルサイネージ
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 鉄道従事員への教育方針

　「鉄道従事員として自ら知識・技能の習得に努め、安
全・安心・快適な鉄道であるための使命を果たせる人材を
育成する」という教育方針に基づいて、部署・職位別の教
育訓練を行っています。

 鉄道教習所における教育

　鉄道教習所は、国土交通大臣指定の動力車操縦者の
養成所として、運転士に必要な知識・技能の教育を行って
います。あわせて車掌の養成教育を行っています。

入所から運転免許交付までの流れ

学科修了試験

入 所

国土交通省関東運輸局から運転免許交付

学科講習
（3.5カ月間）

技能講習
（4.5カ月間）

● 安全の基本
● 鉄道車両
● 運転法規

● 検査修繕
● 作業安全

● 指導操縦者による運転技能訓練
● 車両点検・故障処置訓練
● 異常時の対応・応急処置訓練

技能修了試験

● 信号線路
● 鉄道電気
● 運転理論

学科修了試験

入 所

修了証授与

学科講習
（1カ月間）

技能講習
（2カ月間）

● 安全の基本
● 鉄道車両
● 線路電路

● 見習い者指導による技能訓練
● 車内点検・故障処置訓練
● 異常時の対応・応急処置訓練

技能修了試験

● 信号
● 営業規則

 乗務員の養成と技能の維持・向上

▶運転士の養成
　運転士になるためには、駅係員、車掌を経験した後、学
科講習と技能講習をあわせて約8カ月間受けて、試験に
合格する必要があります。

▶車掌の養成
　車掌になるためには、駅係員を経験した後、学科講習と
技能講習をあわせて約3カ月間受けて、試験に合格する
必要があります。

▶乗務員の技能の維持・向上
　運転士・車掌になった後もフォロー教育や監督者による
定期的な添乗指導のほか、各職場での勉強会や、個別の
面談による指導を通じて、知識・技能の維持・向上を図っ
ています。

 乗務員の体調管理

▶アルコールチェックと健康管理
　乗務開始前に、監督者により健康状態を確認するほか、
アルコールチェックを徹底しています。
　また、定期的に健康診断や適性検査を実施しています。

監督者による点呼

人材の育成

シミュレーターによる車掌訓練

24 京王電鉄株式会社

安 全 報 告



 駅係員・技術員の教育

▶ホーム訓練室
　実際のホームを再現し、列車非常停止ボタンや転落検
知装置などを設置しています。これらの機器を実際に動
作させて、異常発生時に迅速かつ的確な対応ができるよ
う訓練を行っています。

▶信号扱い訓練室
　列車運行管理システムが故障した時などに備え、信号
操作の取り扱い（てこ操作）訓練を行っています。

▶屋外訓練施設
　実際の架線や踏切保安設備などを設置しています。
日々の保守・点検作業の手順などを確認するほか、異常
時における対応力の強化に向けた訓練を行っています。

 協力会社との勉強会

　施設・車両などの保守管理を委託する協力会社の社員
とともに勉強会を実施しています。安全な作業手順を再
確認するとともに、管理職による安全パトロールの実施に
より、事故防止に取り組んでいます。

 コミュニケーション向上研修

　「風通しの良い職場作り」をテーマに、本社および現業
の管理職を対象とした鉄道事業本部長の講義やグルー

プ討議により、考
え方やノウハウを
共有化する研修を
行っています。

　乗務員養成では教材・車両を効果的に活用し、乗務員に必
要な安全意識・知識・技能を習得させています。養成後も経
験年数に応じ、更なるスキルアップを目指した継続的な教育
に取り組んでいます。冷静な判断と行動でお客様の安全を守
る、安全意識の高い乗務員を教師全員が一丸となり養成し
ています。

安全推進部 鉄道教習所 教師

須永 博崇

VOICE
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 安全講演会

　安全意識の高揚を目的として、毎年開催しています。
2019年2月には、当社安全アドバイザーの立教大学名誉
教授 芳賀 繁氏をお招きし、「ヒューマンエラーの予防と新
しい安全マネジメント」をテーマにご講演いただきました。

 京王失敗学会

　当社のベテラン社員やOBが、過去に体験した事故や
ヒヤリ・ハット、またそこから学んだ教訓を自ら語ること
で、後輩社員に安全文化を伝承するとともに、失敗情報に
ついてオープンに話し合う講演会「京王失敗学会」を開催
しています。

 安全啓発室

　過去の鉄道事故やインシデントについて、デジタルサイ
ネージを活用し、事故の経緯や原因などを学ぶことがで
きます。
　鉄道事故の悲惨さを実感することで、一人ひとりが考
え、行動につなげることを目指しています。乗務員養成教
育や新入社員教育をはじめ、各種教育・訓練に活用するこ
とで社員の安全意識のさらなる高揚を図っています。

安全文化の構築

映像により経営トップや社員の安全への想いを視聴

芳賀 繁氏によるご講演の様子

OB社員による失敗体験の発表の様子

デジタルサイネージを用いた教育

受講後に安全に向けた誓いを記入したカードを掲出
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 小集団活動発表会

　毎年、各職場で取り組んでいる安全性向上や業務改善
活動の発表会を開催し、社員の改善意欲を高揚させなが
ら、業務の継続的改善を行っています。

  鉄道安全川柳

　安全への取り組みや思いを広く伝えるものを全社員か
ら川柳形式で募集、入賞作品をポスター化し、安全意識

のさらなる高揚に努めて
います。

  鉄道事業部門外の社員への 
働きかけ

　大規模な災害や事故が発生した場合に、鉄道事業部門
外の社員が駅などでお客様のご案内を行う体制を整備し
ています。「応援者活動用ワッペン」、「応援者対応ツール」
などを使用した応援方法のガイダンスを実施しているほ
か、グループ会社も含めた安全講習会を定期的に開催し
ています。

職場の代表者
による発表

部門内で情報を
共有するためのポスター

入選作品を紹介するポスター

応援方法のガイダンスの様子

鉄道教習所での安全講習会の様子

応援者対応ツール

　業務の中で、「基本動作」という言葉が多く使われます。
　基本動作とは「基本」であり、その先を自分で工夫する事
が重要だと考えています。
　日常の業務の中でこそ気付ける事があります。今後も「基
本+α」の行動によって危険の芽を摘み、お客さまに「安全・安
心」してご利用いただけるよう励んでまいります。

鉄道営業部 新宿管区 営業掛

黒木 美咲

VOICE
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 大規模な訓練

　鉄道運転事故や自然災害の発生に備え、さまざまな訓練を通じて、事故・災害への対処能力を高めています。

▶防災訓練
　大規模な地震の発生を想定し、列車を緊急停止させる
訓練を実施しているほか、本社災害対策本部の設置・運
営などの訓練を定期的に実施しています。2018年11月
の防災週間期間中と、2019年3月に実施しました。

▶総合事故復旧訓練
　脱線などさまざまな鉄道事故を想定し、通報・連絡・お
客様の避難誘導・現場の復旧などの訓練を毎年総合的に
実施しています。
　2018年10月には若葉台車両基地において、大規模な
地震が発生し、列車が脱線したことを想定した訓練を警
察・消防の協力のもと実施しました。

危機に備えた訓練

脱線車両の
復旧

踏切設備の復旧

線路の復旧

帰宅困難者への
支援活動

災害対策本部
設置訓練

お客様の
避難誘導
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 そのほかの訓練

　年間を通じて、さまざまな条件を設定した訓練に取り組み、係員の異常時対応力の向上を図っています。

▶脱線復旧機材の取り扱い習熟訓練
　列車脱線事故からの復旧を円滑に行うための訓練を
2018年7月ほかに実施しました。

▶マルチプルタイタンパー復旧訓練
　京王線の道床つき固めを行うマルチプルタイタンパー
の故障を想定し、応急復旧訓練を2018年8月に実施しま
した。

▶火災対応訓練
　駅構内や車内での火災を想定し、消防と合同で初期消
火などの対応訓練を実施しています。

▶トンネル内での避難誘導訓練
　トンネル内で列車が長時間停車を余儀なくされた場合
を想定した避難誘導訓練を、実際のトンネル区間で実施
しています。

▶信号扱い訓練
　列車運行管理システムの故障発生を想定し、全線の信
号扱所での一斉訓練を実施しています。

▶テロ対処訓練
　駅構内や車内でのテロ行為の発生を想定し、警察や消防
など関係機関と合同でテロ対処訓練を実施しています。

列車からの
避難誘導訓練

車両の脱線復旧訓練

マルチプルタイタンパー
応急復旧訓練

ホーム上での
初期消火訓練

信号所での訓練

テロ発生時の
避難誘導訓練
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 立体交差化

　運転保安の向上のため、線路と道路の立体交差化や踏切の整理統合を行ってきました。特に連続立体交差化について
は1964年に京王線の新宿駅～初台駅間の地下化を皮切りに、複数の箇所で事業を実施し、直近では2012年8月に調布
駅付近を地下化しました。この結果、踏切数は1955年度末の322カ所から2018年度末で136カ所に減少しています。
※ 連続立体交差事業：2カ所以上の幹線道路を含む多くの道路と鉄道を連続的に立体化するものであり、道路整備の一環として施行する都市計画事業です。

▶種類別踏切数の推移

●  1種甲  自動遮断機を設置し終日遮断するもの
1種乙  警手を配置して初電から終電まで遮断するもの
3　種  踏切警報機を設置しているもの
4　種  踏切道を示す警標のみ設置しているもの
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2012年
調布駅付近連続立体化
18カ所廃止　など

1991年
府中駅付近連続立体化
8カ所廃止　など

▶京王線（笹塚駅～仙川駅間）連続立体交差事業
　事業主体である東京都と協力し、京王線（笹塚駅～仙川駅間）連続立体交差事業を実施しています。2014年2月、国
土交通省から都市計画事業の認可を取得し、用地取得や設計業務などを進めているほか、一部工区において工事に着手
しました。
　この事業の完成により、笹塚駅～仙川駅間の約7.2kmを高架化し、25カ所の踏切を廃止するとともに、放射第23号線

（井ノ頭通り）などとの立体交差化を図ります。

京王八王子方面

仙川

調布3・4・17号線
環状第8号線

環状第7号線

新宿方面

補助第128号線

補助第154号線

補助第217号線 世田谷区画街路第4号線

補助第216号線

京王井の頭線

補助第215号線 補助第133号線 放射第23号線

玉川上水

事業区間 約7.2km
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廃止される踏切
（25カ所）鉄道（在来線） 鉄道（計画線） 都市計画道路

（完了）
都市計画道路
（計画）

施設・設備の取り組み
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topics

　これまで工事に必要な用地取得を進めてきましたが、取得状況を踏まえ2018年10月に4つの工区で工事に着手しました。また、
新しく生まれ変わる駅舎の外観デザインについて、沿線にお住まいの方々や駅をご利用のお客さまからいただいたアイデアや意見
を参考に、街の玄関口として、地域の皆さまに親しまれ、長く愛される駅となるよう計画しました。

 京王線（笹塚駅～仙川駅間）連続立体交差事業の進捗状況

■ 工事の進捗

■ 駅舎外観デザイン決定

　線路に近接した箇所や駅部で工事を行うことが多いた
め、日頃から鉄道の安全確保を第一に考え、列車の運行に
影響を与えない最も安全な方法を施工会社とともに検討
し、工事を行っています。今後も安全に対して妥協せず、早
期の高架化による踏切廃止を目指して、確実に事業を進め
てまいります。

工務部 連続立体交差工事事務所 
技術員

大𣘺 俊吾

VOICE

ケーブル用門構の設置ホーム仮設化

千歳烏山駅
上北沢駅

八幡山駅

下高井戸駅

代田橋駅

明大前駅

芦花公園駅

桜上水駅

基礎杭の構築
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 ATC（自動列車制御装置）

　従来のATS（自動列車停止装置）に比べてさらに安全性の高いATC（自動
列車制御装置）を2013年3月から当社全線で使用しています。

車両に搭載しているコンピュータが、レールに流れている信号電流を受け取ることにより、先行列車との間隔を
連続的に把握し、常に適切な速度で走行できるよう、列車を制御します。

曲 線

■ ATCで列車を制御できる主なケース

110
km/h

100
km/h

90
km/h 80

km/h 70
km/h 60

km/h 50
km/h 40

km/h 30
km/h

〈列車の速度〉

75km/h 45km/h
75km/h 45km/h

45k
m/h

45km/h

ポイント通過の場合

この先に制限速度45km/hの
曲線があり、曲線の手前までに
45km/h以下に制御するという
データを持っている

曲線の手前までに
45km/h以下への
制御が完了

この先に制限速度45km/hのポイント（分岐器）
があり、ポイントの手前までに45km/h以下に
制御するというデータを持っている

ポイントの手前までに
45km/h以下への
制御が完了

曲線走行中は
45km/hを

超過していないか
連続的に自動制御

ポイント通過後は
45km/hを
超過していないか
連続的に自動制御

曲線通過の場合

ATCによる列車制御のイメージ

駅ホーム

停止
位置

100km/h

75km/h 45km/h
75km/h 45km/h

45k
m/h

45km/h

90km/h 80km/h 70km/h 60km/h 50km/h 40km/h 30km/h 20km/h 10km/h

先行列車
先行列車に近づいたため
速度を落とす

曲線通過の際には ポイント（分岐器）通過の際には

この先に制限速度45km/hの
曲線があり、曲線の手前までに
45km/h以下に制御するという
データを持っている

曲線の手前までに
45km/h以下への
制御が完了

この先に制限速度45km/hのポイント（分岐器）
があり、ポイントの手前までに45km/h以下に
制御するというデータを持っている

ポイントの手前までに
45km/h以下への制御が完了

曲線走行中は45km/hを
超過していないか
連続的に自動制御

ポイント通過後は
45km/hを超過していないか
連続的に自動制御

さらに先行列車に近づいたため
さらに速度を落とす

コンピュータ制御

コンピュータ制御 コンピュータ制御

駅ホーム

コンピュータ搭載
コンピュータ搭載

停止

20
km/h 10

km/h

進行方向

先行列車
コンピュータ（ATC）搭載

 鉄道総合指令センター

　免震構造となっている鉄道総合指令センターには、列車の運行などを管理する運輸指令所と、電力の供給を管理する
電力指令所の機能が集約されています。平常時だけでなく、事故や災害発生時の対応を迅速に行えるよう、連携を強化
する体制を整えています。

▶運輸指令所
　列車の運行を円滑に行うため、TTC（列車運行管理シ
ステム）により、進路設定、出発指示合図などを自動制御
しています。事故発生時などには、列車の位置や遅れなど
を総合的に判断し、運行ダイヤの整理・復旧を図るととも
に、駅の「お客さま案内ディスプレイ」や「車内案内表示
器」などを通じて、一括してお客様に最新の情報をご案内
しています。
　2017年から実施しているTTC更新に合わせ、監視盤
を液晶ディスプレイ化するなど、作業性向上を図りました。
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▶電力指令所
　列車運転用電力と駅設備や信号保安設備などに用い
る付帯用電力を供給する20カ所の変電所の運転状況や
送電状況を、集中監視制御システムにより24時間体制で
監視しています。事故や停電が発生した場合は、直ちに予
備の設備に切り替え、列車の運行への影響を最小限にす
るなど、電力の安定供給に努めています。

 鉄道運行情報の提供

　列車の運行に支障が生じた場合、文字情報・路線図・音声などで、鉄道運行情報をお届けしています。
　文字情報については、ホームに設置の「行先案内盤」、車内に設置の「案内表示器」のほか、「鉄道運行情報メール配信
サービス」「京王アプリ」「Twitter」での情報提供を行っています。
　路線図については、改札付近に設置している「お客さま案内ディスプレイ」および「京王ホームページ」にて提供してい
ます。また、ディスプレイなどに表示される文字情報は、音声に変換され全駅で放送しています。
　異常時などは、車掌が運輸指令所からの連絡やタブレット端末を活用して、お客様に必要な情報をよりスムーズにご案
内できるよう努めています。また、京王バス車内でも鉄道の運行情報を提供しています。

京王バス車内

バス車内での運行情報提供

車内
運輸指令所

自宅・外出先 駅

車内案内表示器 乗務員の案内放送

運行支障発生

一括配信

鉄道運行情報
メール配信サービス

お客さま案内ディスプレイTwitter京王ホームページ

京王アプリ
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 ホームの安全対策

　ホームでの安全を確保するため、さまざまな対策に取り組んでいます。

内方線付き点状ブロック
転落検知装置

ホーム下退避スペース
転落防止固定柵

スレッドライン

転落防止ゴム

列車非常停止ボタン

注意喚起ライン

ホームドア エレベーター付近の
転落防止柵

間隙注意灯

▶ホームドア
　お客様のホームからの転落やホーム上での列車との接
触事故を未然に防止するため、ホームドアを設置していま
す。2018年度は新たに新線新宿駅、渋谷駅、飛田給駅2
番線で使用を開始したほか、2019年度は飛田給3番線で
使用を開始します。今後明大前駅、下北沢駅においても整
備を計画しています。

▶転落防止ゴム
　車両とホームとの間が広く空いている駅では、お客様が
乗降の際に転落しないよう、隙間を狭くするための転落防
止ゴムの設置を進めています。

■ ホームドア設置年度
年度 駅名

2012年度 新宿駅、調布駅、布田駅、国領駅
2015年度 吉祥寺駅
2018年度 新線新宿駅、渋谷駅、飛田給駅2番線

渋谷駅 新宿駅

飛田給駅

転落防止ゴム施工後

ゴム断面
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▶転落防止固定柵
　お客様のホームからの転落防止を目的として、終端部
やエレベーター出入口が線路側を向いているなどのホー
ムの一部に固定柵を設置しています。
　2018年度は、東府中駅に設置しました。

▶間隙注意灯・スレッドライン
　曲線ホームなど、車両とホームとの隙間が広く空いて
しまう箇所がある12駅では、光の点滅で隙間をお知らせ
する間隙注意灯やスレッドラインを設置しています。

▶転落検知装置
　曲線ホームなど、車両とホームとの隙間が広く空いて
しまう箇所がある15駅に設置しています。お客様がホー
ムから転落された場合、この装置が転落を検知し、乗務員
や駅係員に知らせるとともに、付近の列車を自動的に停
止させます。

▶列車非常停止ボタン
　お客様がホームから転落された場合などに、このボタ
ンを押すことで接近する列車の乗務員や駅係員などに異
常を知らせるとともに、付近の列車を自動的に停止させま
す。全駅のホームに設置しています。

▶注意喚起ライン・内方線付き点状ブロック
　線路への転落や、列車への触車防止を図るため、ホーム
端をオレンジ色に塗装し、注意喚起を行っているほか、目
の不自由なお客様の転落防止対策として、ホーム縁端部
にある警告ブロックにホームの内側を示す内方線の整備
を完了しています。

▶ホーム下退避スペース・ステップ
　お客様がホームから転落された場合の緊急避難場所と
して、ホーム下に退避スペースを整備しています。また、退
避スペースのない箇所には、ホームに上がりやすくするた
めのステップを設置しています。

間隙注意灯

ホーム下退避スペース

スレッドライン

ホーム下ステップ
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 踏切の安全対策

　踏切での安全を確保するため、各種保安装置を設置しています。

▶踏切支障報知装置（非常ボタン）
　踏切での列車と自動車などとの接触事故を未然に防
止するため、すべての踏切に設置しています。踏切内で閉
じ込められるなどの緊急事態が生じた場合、ボタンを押
すと、運転士に異常を知らせるとともに、付近の列車を自
動的に停止させます。
　また、踏切の全長が長く、渡りきれずに踏切内に閉じ込
められた場合に、通行者が操作できる非常ボタンを踏切
内に設置しています。

▶踏切障害物検知装置
　踏切での列車と自動車などとの接触事故を未然に防
止するため、87カ所の踏切に設置しています。踏切内に
何らかの障害物を検知すると、運転士に異常を知らせる
とともに、付近の列車を自動的に停止させます。
　従来の光線式より高い精度で検知できる高機能型（エ
リア検知式）への更新を進めています。

非常ボタン

非常ボタン

輪縁路部塗装

オーバーハング型警報機

スリット型踏切遮断かん

カラー舗装

全方向型警報灯

踏切障害物検知装置踏切監視カメラ

踏切支障報知装置
（非常ボタン）

三次元レーザレーダ式

光軸式

踏切支障報知装置
（非常ボタン）

三次元レーザーレーダ式
障害物検知装置
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▶全方向型警報灯
　どの角度からも点滅が確認できる全方向型警報灯の
導入を進めています。

▶スリット型踏切遮断かん
　自動車などによる折損を防止するため、屈折可能な 
スリット型踏切遮断かんを一部の踏切に導入しています。

▶輪縁路部塗装
　自転車やベビーカーなどの車輪が輪縁路部（道路と線
路の溝）に落ちることを防止するため、塗装を行い、注意
喚起を図っています。

▶オーバーハング型警報機
　遠くからでも踏切の存在がわかるよう、一部の踏切で
は道路上の高い位置に警報機を設置しています。

▶踏切監視カメラ
　踏切事故の防止や、事故発生時などの状況確認を行う
ため、踏切に監視カメラの設置を進めています。
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 車両の安全対策

▶車両外幌
　ホームからの転落事故を防止するため、車両の連結部
に外幌を設置しています。

▶防護無線装置
　列車の脱線や踏切内での立ち往生などにより、他の列
車の運行に支障を来す恐れがある場合、乗務員が乗務員
室にあるボタンを押し、無線による信号を発報する装置で
す。この信号を受報した列車の運転士は直ちに列車を停
止させ、事故を未然に防ぎます。

▶避難はしご
　万一、事故などが発生した場合、お客様を車外に避難
誘導するため、非常用の脱出はしごを搭載しています。

▶車両の緊急停止装置
　運転士の体調が急変した場合などに備えて、ハンドル
から手が離れると自動的に非常ブレーキが作動する運転
士異常時列車停止装置や、車掌が強制的に非常ブレーキ
をかける装置を搭載しています。

▶非常通報装置
　車内の異常を乗務員に知らせる装置を全車両に設置し
ています。また、一部の車両では、乗務員と直接通話がで
きる非常通報器を設置しています。

▶車内防犯カメラ
　テロ行為などの未然防止や、車内での迷惑行為などを
鑑み、一部の車両に防犯カメラを設置しています。なお、
映像データは社内規程に則り、厳正に管理しています。

運転士異常時列車停止装置

5000系車両の防犯カメラ

車掌非常スイッチ
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 駅の安全対策

▶防犯カメラ
　駅構内の状況確認や犯罪行為などの抑止を目的とし
て、全駅に防犯カメラを設置し、駅、本社、総合指令セン
ターにおいて常時確認することができます。

▶地下駅火災対策
　地下駅では複数の避難経路を確保するほか、新宿駅に
おいて排煙設備および防火区間の設置工事を行うなど、
火災対策を行っています。

▶避難経路図
　火災や震災時などの避難誘導のため、駅構内に避難経
路図を表示しています。地下駅については蓄光タイプの
パネルにより、暗所でも確認できるものになっています。

 脱線防止対策

▶脱線防止ガード
　半径300m以下の曲線に設置しています。また、一部
のポイント（分岐器）や踏切道にも設置しています。

▶PQモニタリング台車（京王線）
　車輪がレールを押す力の比（脱線係数Q／P）を測定し、営
業運転を行いながら脱線の危険性を常時監視しています。

ウォータースクリーンによる
防火区画（新宿駅）

防犯カメラ

改札口の様子
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 総合高速検測車

　実際の列車と同じ速度で走行しながら、架線と軌道の
状況を同時に検測することができる総合高速検測車を京
王線に導入しています。検測で得られたデータを保守計
画に反映し、安全性・乗り心地の向上を図っています。

 軌道

　日中に総合高速検測車や測定機器を用いたさまざまな
点検を行い、終電後には点検結果に基づき、軌道のゆが
みの整正や各種部品の交換などを行っています。京王線
の道床つき固めにはマルチプルタイタンパーという大型
の作業車を使用しています。

 構造物

　高架橋・トンネル・橋梁・擁壁などの構造物については、
定期的に目視検査や打音検査を実施するとともに、必要
に応じて補修工事を実施しています。

 架線（吊架線、トロリ線）

　総合高速検測車や目視により外観に異常がないか点検
をしているほか、終電後には、測定器などを用いた点検や
架線の高さの調整、各種設備の交換などを行っています。

電灯高圧配電線

信号高圧配電線

マクラギ

き電線

吊架線
トロリ線

架空地線

レール

道床

架空地線

信号高圧配電線

マクラギ

吊架線

き電線

電灯高圧配電線

道床
トロリ線

レール

日々の保守管理

総合高速検測車

トンネル天井部の点検

マルチプルタイタンパー
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▶検車区
　10日を超えない期間に行う「列車検査」や、3カ月を超
えない期間に行う「月検査」のほか、臨時の小規模な修理
や車両の清掃を行っています。また、若葉台検車区では床
下型車輪旋盤装置による車輪の削正を実施し、静かで乗
り心地の良い車両を維持しています。

 車両

　列車を安全に運行するために定期検査を行っていま
す。日常的な検査は検車区（京王線は若葉台・高幡不動、
井の頭線は富士見ヶ丘）で実施し、大規模な検査と修理
は若葉台工場で実施しています。

▶若葉台工場
　4年または走行距離が60万kmを超えない期間に行う

「重要部検査」、8年を超えない期間に行う「全般検査」の
ほか、大規模な修理やリニューアル工事を行っています。

　京王線車両の保守・点検等を日々行っています。
　私が安全のために実践しているのは「一声かける」ことで
す。常に周囲の作業者へ気を配り、一声かけることで相手に
気付きを生むだけでなく、自身の安全意識向上につながると
考え実践しています。今後も率先して声かけを行い、労働災
害撲滅に努めます。

車両電気部 高幡不動検車区 
指導技術掛兼限定運転士

宇治野 航士

VOICE

ドアの点検

運転台の点検

車体吊り上げ

更新した台車検修ライン
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 構造物などの耐震補強

　新たな耐震基準に適合した構造物とするため、橋梁、
盛土区間や高架橋柱、トンネルを対象とした耐震補強を
実施しています。

 降灰対策

　富士山をはじめとする火山の噴火に備え、線路上に積
もった火山灰を除去するカートを、京王線・井の頭線あわ
せて3台導入しています。また、沿線の拠点に除灰用備品
も配備しています。

▶地震
　沿線11カ所に地震計を設置しています。地震計が一定
以上の震度を感知すると、列車無線を通じて自動的に全列
車に警報を送るとともに、列車を停止させます。さらに、気
象庁の「緊急地震速報」を活用し、震度4以上の地震発生
が想定される場合、列車無線を通じて自動的に全列車に
警報を送り、乗務員が列車を安全な場所に停止させます。

▶強風
　沿線17カ所に風速計を設置しています。観測された瞬間
風速に応じた速度規制、運転中止の基準を定めています。
また、井の頭線において、防風壁の設置工事を継続的に実
施しています。

 気象情報システム

　自然災害に早期に対応するため、沿線に地震計・風速
計・雨量計・水位計を設置しています。それぞれの計器で
観測されたデータは運輸指令所をはじめとする各鉄道現
業事務所において、24時間体制で監視しています。

災害などへの備え

運輸指令所などの
鉄道現業事務所で
モニター監視

雨量計
8カ所

水位計
3カ所

地震計
11カ所 17カ所

風速計

緊急地震
速報

地震

大雨

強風

河川増水
盛土区間の擁壁部耐震補強

除灰カート

高架橋柱の耐震補強
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▶大雨
　沿線8カ所に雨量計を設置しているほか、多摩川など 
3カ所に水位計を設置しています。加えて、気象情報会社
から提供される解析雨量のデータを活用しています。観
測された時間雨量、累積雨量に応じて、速度規制、運転中
止の基準を定めています。
　また、高尾線では土砂崩壊対策として、線路脇斜面の
補修工事を継続的に進めています。

 落雷対策

　き電線より一段高いところに避雷針の役割を果たす
「架空地線」と呼ばれる防護線を必要な箇所へ設置完了
したほか、電子機器の耐雷性強化を図っています。

 帰宅困難者対策

　大規模災害などによ
り、帰宅が困難になっ
たお客様への対応とし
て、全駅に備蓄品（飲料
水、救急シートなど）を
配備しています。

 降雪対策

▶パンタグラフの改良
　従来のひし形のものより着雪面が少ないシングルアー
ムパンタグラフを採用しています。また、車両基地などの
架線には着雪・着氷を防止するため、ヒーターを内蔵した
電線を使用しています。

▶融雪器の導入
　地下駅を除くすべてのポイント（分岐器）に電気融雪器
を設置しています。
　なお、2015年度からこれまでの電気融雪器に比べて
融雪能力の高い温水循環式融雪器を導入しています。

法面改修（北野駅～京王片倉駅間）

架空地線避雷器
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そのほかの取り組み

 サービスの質の向上

▶各種技能コンテストの開催
　サービス力向上を目的として、各種技能コンテストを開
催しています。2018年度は、1月に車内アナウンスや 
お客様案内といった車掌の業務スキルを競うコンテスト、
5月に運転士の運転技能を競うコンテストなどを開催しま
した。

 お客様サポートの充実

▶現業係員の研修
　2016年度から、実際の駅や車両を使用して、盲導犬を
帯同したお客様や白杖を使用するお客様へのご案内や接
遇スキルを向上させるための講習会を実施しています。

▶声かけ・サポート運動の実施
　お客様が安全に、かつ安心して鉄道施設をご利用いた
だけるよう、お困りになっているお客様を見かけた際は、

社員が積極的にお声かけ
をするとともに、列車への
乗降の誘導案内を実施し
ています。
　また、社員がお声かけ
をするだけでなく、鉄道を
ご 利 用になるお客 様に
も、お困りの方に対して助
け合いのご協力を呼びか
けています。

▶サービス介助士の資格取得の推進
　障がいのあるお客様への接遇向上のため、当社では
サービス介助士の資格取得を推進しており、すべての駅
係員および乗務員が取得しています。

　なお、有資格者は胸章に
表示し、お客様にもわかり
やすくしています。

運転技能コンテストの風景

車掌コンテストの風景

成績優秀者の表彰
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 安全啓発活動

▶デモ機での操作体験
　交通安全運動期間中に、駅構内にて安全設備の操作を
体験していただくことで、万一の際のご協力をお願いして
います。

▶踏切での呼びかけ
　交通安全運動期間中に、踏切の無理な横断などをしな
いよう呼びかけを行い、事故の未然防止に努めています。

▶高齢者施設や学校への訪問
　交通安全運動期間中に、高齢者施設や学校などへの
訪問により、安全な鉄道利用を呼びかけています。

▶安全啓発ビデオの放映
　当社のキャラクターを用いた安全啓発ビデオを活用
し、駅構内での放映や、沿線の幼稚園・小学校などで安全
啓発活動を行っています。

駅構内でのデモ機による操作体験

駅構内でのビデオ放映

小学校での安全教室

高齢者施設での安全教室

踏切での啓発活動

啓発活動での配布物
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 バス

▶安全装置の導入
●ドライブレコーダー
　京王電鉄バスグループ・西東京バスでは、車内外に設
置されたカメラとマイク（集音装置）により映像・音声情報
を記録・再生するドライブレコーダーを全車両に導入して
いるほか、左折時や進路変更時の事故防止を目的として
左折チャイムを導入し、路線バスに車内確認用の補助ミ
ラーを設置
しています。

●運転訓練車
　京王電鉄バスグループでは、アイマークレコーダー※1

や安全確認装置※2などにより、運転の様子を映像と音声
で記録するとともに、運転状況をチェックできる車内モニ
ターが備えられている「運転訓練車」を、関東の各民営バ
ス会社に先駆けて導入しています。
※1 アイマークレコーダー： 乗務員が装着したカメラで目の動きを映像化して記録す

る装置
※2 安全確認装置：乗務員が安全確認を必要とする箇所を点灯などで示す装置

●衝突被害軽減ブレーキ
　高速バス事業では、走行中に高精度ミリ波レーダーで
前車との車間距離を監視し、車間距離が近づき衝突の恐
れがある場合に警報音で注意を促すとともに、衝突の可
能性が高いと判断した場合にはブレーキを作動させ、
万一の衝突事故の被害を低減する「衝突被害軽減ブレー
キ」を搭載した車両を導入しています。

　そのほかにも事故防止対策機器を積極的に導入し、京
王電鉄バスグループ・西東京バスでは、車間距離警報装
置を145両、またバスジャック対策として、走行中に運転
を妨害されないようにするための囲い（ドライバーズガー
ド）を107両に導入しています。

グループ会社の安全対策

運輸安全マネジメントに基づく安全対策
　京王グループ運輸業各社では「運輸安全マネジメント」
に取り組み、安全管理規程の制定、事故件数削減目標の
設定、安全意識の向上などを行うとともに、安全関連情
報をホームページで公表しています。

　また、社長以下役員が営業所を巡回し、安全管理体制
の確認や、営業所員・乗務員と安全に関する意見交換を
行うなど、積極的なコミュニケーションを通じて、輸送の
安全確保を図っています。

衝突被害軽減ブレーキ搭載車両

運転訓練車

ドライブレコーダー
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 タクシー

　京王自動車グループでは「安全・安心」の取り組みとし
て、IT会社と「安全運転支援システム」の共同開発を進め
ています。
　急ブレーキ・急加速・急減速・車間距離等「ヒヤリ・ハッ
ト」があった際の画像やデータを一早く乗務員と把握する
とともに、乗務員自身が「自分の運転姿勢・くせを振り返る
ことができる」システムであり、安全運転の向上を目指し、
新人乗務員や女性乗務員を対象に導入していきます。

 トラック

　京王運輸では、2008年に全日本トラック協会が認定す
る「安全性優良事業所」の取得率100%（全5事業所）を
達成しました（業界全体の取得率は29.6%）。
　また、安全性優良事業所に10年間認定されたことによ
り、多摩営業所が2017年に関東運輸局長より表彰され
ました。

▶事故の未然防止
●乗務員の教育
　京王電鉄バスグループでは、通常では体験できない運
転上の危険などを体験する泊りがけの研修を行うなど、
安全運転に対する意識の向上を図っています。西東京バ
スでは、全乗務員を対象に、社長懇談会、事故防止・接遇
向上の座学研修、運転実技訓練の3部構成の定期研修を
開催し、社長が会社方針の説明を行うほか質疑応答を通
じ全乗務員と直接対話することで、現場の声を安全対策
につなげています。

●乗務員の健康管理
　京王電鉄バスグループ・西東京バスでは、乗務員の健
康リスクを管理するために、SASスクリーニング検査や脳
ドック（MRI）検査を実施し、健康起因事故の未然防止に
努めています。

運転実技訓練

座学研修

管理職から営業係への健康面談

車庫内で一時停止の実技講習

安全性優良事業所に交付される「Gマーク」が貼付されたトラック
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