
京王電鉄の鉄道事業は、「京王線」と「井の頭線」などからなり、 

東京都西部地域を中心に神奈川県北部にも一部またがる84．7ｋｍの 

路線を、1日約165万人のお客様にご利用いただいています。 

多摩ニュータウンをはじめ、沿線に多くの住宅地を抱える当社線は、 

通勤通学路線として首都圏交通の一翼を担う一方、 

明治の森高尾国定公園の中心である高尾山などの行楽地への 

交通手段としても重要な役割を果たしています。 

京王電鉄は2004年10月に「連続22期鉄道運転無事故事業者表彰」を 

受賞しました。今後も「信頼」の絶対条件である安全性の向上に努めていきます。 

また、鉄道という環境負荷の少ない交通手段を、より多くのお客様に 

ご利用いただけるよう、快適性の向上に取り組んでいきます。 

すべてのお客様に、 
安全・快適にご利用いただけるよう努めています。 

7   お客様とつながりあう 

お客様 
と 

つながりあう 

 列車の衝突防止対策 
 
 

列車の衝突を防止するため、全線に多情報変周式Ａ

ＴＳ（自動列車停止装置）を採用しています。このＡＴＳ

は信号の表示パターンに対応する速度をチェックし、

決められた速度を超えた場合、自動的にブレーキがか

かり、速度を下げる方式です。また、ＡＴＳの仕組みを応

用して、過走や誤出発、列車種別の勘違いを防止する

装置を設置しています。さらに車両には、停車駅の接

近告知や停車警告などにより、停車駅を誤って通過す

ることを防止する装置のほか、運転士が不測の事態に

よりハンドルから手を離した場合、自動的に非常ブレーキ

がかかり列車を停止させる装置、車掌が強制的に非常

ブレーキをかけることのできる装置を搭載しています。 

 

 列車の脱線防止対策 
 

 

車両の脱線防止策 

左右の車輪にかかる荷重のばらつきを計測する輪重

測定装置を導入し、荷重の適正なバランスを保つよ

う調整を行っています。また、車輪の形状については、

脱線防止対策として推奨されている形状のものを従

前から使用しています。 

 

線路の脱線防止対策 

半径300ｍ以下の曲線、道床のない橋梁、踏

切などにガードレールを設置しています。また、

定期的に検測機器による計測管理を行い、

適正な線路の状態を保つよう努めています。 

 ホーム安全対策 
 

 

間隙注意灯、スレットライン 

曲線ホームなど、車両とホームとの間隔が広く開いて

しまう場所での乗り降りにご注意いただくため、光の

点滅で隙間をお知

らせする間隙注意

灯、スレットラインを

新宿駅など15駅に

設置しています。 

 

 

列車接近放送装置 

列車がホームに接近していることを音声でお知らせす

る装置を68駅に設置しています。 

 

車両外幌 

ホームから車両連

結部へ転落する事

故を防ぐため、すべ

ての車両の連結

部に外幌を設置し

ています。 

脱線防止のガードレール 

隙間をお知らせするスレットライン 

車両外幌 
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TTC（列車運行管理システム） 

非常通報ボタン、転落検知装置 

万一、お客様がホームから転落した場合などに、

駅係員またはお客様がホーム上の「非常通報ボ

タン」を押すことにより、乗務員

などに非常を知らせる装置を

全駅に設置しています。また、

車両とホームとの間隔が広く

開いてしまう駅には転落を検

知するマットを設置しています。 

 

ホーム下退避スペース 

ホームの下には緊急時に避難することができる、

退避スペースを設置しています。また、退避スペー

スのないすべての箇

所には、ホームに上

がりやすくするため

のホーム下ステップ

を設置しています。 

 

 踏切安全対策 
 

 

踏切解消への取り組み  

運転保安の向上のため、線路と道路の立体交

差化や踏切道の整理統合による踏切の解消を

図っています。連続立体交差化については、1964

年に京王線の新宿～初台間を地下化したのを

皮切りに事業を順次進め、1993年3月に長沼・

北野駅付近を、また1994年3月には府中駅付近

をそれぞれ高架化しました。立体交差化などによ

る踏切道の整理統合の結果、踏切数は1955年

度の322箇所から1998年度末には156箇所に

減少し、現在に至っています。 

 

踏切障害物検知装置 

しゃ断桿が降りた後に、

踏切道内に立ち往生し

た自動車などの障害物を

検知することができる踏

切障害物検知装置を91

箇所の踏切道に設置し

ています。 

 

踏切支障報知装置 

踏切内で事故発生の危

険性が生じた場合に、ボ

タンを押すことで列車の

運転士に異常を知らせる

ことのできる踏切支障報

知装置を110箇所の踏

切道に設置しています。 

 調布駅付近連続立体交差事業 
 
 
調布駅付近の連続立体交差事業※を東京都、

調布市と協力しながら進めています。具体的には

京王線の柴崎駅～西調布駅間の約2.8ｋｍと相

模原線の調布駅～京王多摩川駅間の約0.9ｋ

ｍを地下化し、国領駅、布田駅、調布駅の3駅が

地下駅となります。本事業により、鶴川街道や狛

江通りなどの道路との立体交差を図ることで、

18箇所の踏切道を廃止することにより、道路交

通の円滑化や運転保安の向上が図られるととも

に、安全で快適なまちが実現されます。 

 
 ＴＴＣによる列車運行管理 
 

 

ＴＴＣ（列車運行管理

システム）は列車の進

路設定、発車ベル、行

先案内板、旅客案内

放送などを自動制御す

るほか、気象条件等を

把握するなど、列車の

運行を円滑に行うシス

テムです。事故発生時などには、このシステムが

列車の位置や遅れなどの状況を総合的に判断

し、運転指令員による運行ダイヤの整理・復旧

を早期に行えるようサポートします。 

 

 異常時対策  
 

 

地震対策 

沿線５箇所に設置した地震計が震度４以上の

地震を感知した場合、地震情報早期伝達システ

ムが作動し、列車の乗務員へ無線により自動的

に警報を伝えることで、列車を迅速に停止させま

す。その後、震度に応じて必要な点検を行い、時

速２５km以下の注意運転を行うとともに、状況に

応じて順次通常運転に復旧していきます。 

 

各種訓練 

防災週間（8月下旬～9月上旬）にあわせて総合

防災訓練を実施しているほか、韓国の地下鉄火

災を教訓とした地下駅火災訓練、事故発生に備

え正確で迅速な情報伝達、および速やかで適切

な対応を目的とした現業による合同訓練、大規

模事故が発生した際の情報連絡に重点を置い

た本社部門を対象とする緊急対応訓練を実施し

ています。 

踏切障害物検知装置 

踏切支障報知装置 

ホーム下退避スペース 

非常通報ボタン 

※連続立体交差事業 
連続立体交差事業は2箇所以上の幹線道
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
て都道府県、政令指定都市、県庁所在都
市、人口20万人以上の都市、特別区が実
施する都市計画事業として行われ、その財
源はガソリン税、自動車重量税などをもとに
しています。 



すべてのお客様に快適で便利な 
鉄道を目指しています。 
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筆談器 

 よりスムーズに移動して 
 いただくための取り組み 

 

エレベーター、エスカレーター  

駅構内にエレベーター、エスカレーターなどの設置

を進めています。エレベーターは31駅に68基、エス

カレーターは29駅に100基設置しています。このう

ち８駅１５基のエスカレーターは車いす対応です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両とホーム床面の段差縮小 

車両とホーム床面との段差を小さくし、乗り降り

をしやすくするために、新宿駅などでホーム床面

のかさ上げを行いました。また、車両とホームとの

間に渡す車いす用スロープ板を全駅に備えてい

ます。このほか、車いすスペースを京王線9000系

車両・8000系車両と井の頭線1000系車両の

全編成に設置しています。 

 

幅広自動改札機 

車いすをご利用のお客様や大きな荷物をお持ち

のお客様などにご利用いただけるよう通路幅を

広くした自動改札機を34駅に設置しています。 

 

 よりわかりやすい 
 ご案内への取り組み 

 

列車運行情報サービス 

事故や災害などにより、列車の運行に大幅な遅

延が発生した場合などに、全駅の改札口や一部

の電車内に設置した電光表示板のほか、京王

のホームページや携帯電話のサイト「京王ナビ」

などにより、運行情報をお知らせするサービスを

行っています。 

行先案内板 

列車種別・行先・停車駅などを文字でお知らせ

する行先案内板を、急行系停車駅を中心とした

27駅に設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

触知総合案内板 

ピクトグラム（絵文字）や、駅構内の設備の位

置などを触って確認できる凹凸や点字のついた

触知総合案内板を21駅に設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筆談器 

耳の不自由なお

客様への対応とし

て、全駅に筆談器

を備えています。 

 

車内電光表示板・ドアチャイム 

車内のお客様に次の停車駅などを文字でお知

らせするＬＥＤ式の電光表示板と、車両のドア開

閉を音でお知らせするドアチャイムを、新造する

京王線9000系車両・井の頭線1000系車両

のほか、既存の車両にも順次設置しています。 

触知総合案内板 

行先案内板 

車内電光表示板 

幅広自動改札機 



だれでもトイレ 

ホーム待合室 
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女性専用車両 

運賃表の文字拡大 

運賃表をより見やすくするため、運賃表の文字

拡大を進めています。これは、文字の大きさを従

来の約1.5倍に拡大するもので、新宿駅（京王

西口）、明大前駅などで実施しています。 

 

 快適にご利用いただくための 
 取り組み 

 

だれでもトイレ 

現在56駅に、車いすをご利用のお客様にもお使

いいただける個室トイレがありますが、このうち52

駅のトイレは、赤ちゃんをお連れのお客様などが

安心してご利用いただけるよう、折りたたみのベッ

ドや乳児用のいすを設置しています。これらのトイ

レのほとんどは、入口付近で点字による案内を

行っているほか、内部障がいをお持ちのお客様

にご利用いただける水洗器具を設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホーム待合室 

電車到着までの間、

お客様が快適にお

待ちいただけるよう、

冷暖房付きの待合

室を36駅65箇所に

設置しています。 

 

女性専用車両 

2000年12月の週末に試行運転を実施し、その

反応を踏まえて、2001年3月のダイヤ改定にあ

わせて、平日23時以降に新宿駅を発車する急

行系列車（現在9本）の最後部１両を女性専用

車両として運転していました。 

2005年5月からは、女性専用車両を平日朝・夕

の通勤時間帯に拡大しています。 

定期券の全駅発売（インターネット予約） 

全69駅で定期券（通勤定期券および継続発売

となる通学定期券）の発売を実施するとともに、

京王ホームページ上で、新規通勤定期券の予

約ができるサービスを実施しています。 

 

お忘れ物管理システム 

「お忘れ物管理システム」を全駅に導入してい

ます。このシステムの導入により、全駅およびお

忘れ物取扱所で検索が可能になり、忘れ物の

有無が従来より早くわかるようになりました。 

 

 マナー向上への取り組み 
 

 

京王マナー川柳 

1998年からスパイスの効いた川柳と、漫画家・

やくみつるさんのユーモアあふれるイラストで、電

車やバスのマナーアップを呼びかけています。

2001年からは川柳の一般公募を開始し、多くの

方々からの作品が寄せられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全教室ビデオ 

切符の買い方や電車の乗り方など電車の利用

方法と、電車を利用する際のルールやマナーに

ついて、子供たちにより理解を深めてもらうため

に、「交通安全教室ビデオ」を運転士自身が製

作・出演し、沿線の小学校・幼稚園に提供して

います。 

 

優先席付近での携帯電話の電源ＯＦＦ 

各車両の優先席を2箇所に設置するとともに、

医療機器をご使用のお客様に配慮して、優先席

付近では携帯電話の電源を切っていただくよう

呼びかけています。 

 

終日全面禁煙 

健康増進法の施行に伴い、受動喫煙を防止す

るための措置として、終日全面禁煙を全６９駅構

内で実施しています。 



「地域のお客様の生活に密着した、 
上質感のあるショッピングセンター 

づくりに取り組んでいます。」 

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター 
支配人　福田 淳 
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手話による接客 

研修（高齢者 疑似体験）の様子 

すべてのお客様に、 
快適な商業施設やバスを目指しています。 

 ショッピングセンターの 
 バリアフリー 

 

京王電鉄ではショッピングセンター（ＳＣ）のバリア

フリー化も、行政やお客様とのコンタクトをとりな

がら推進してきました。京王聖蹟桜ヶ丘SCでは、

お体の不自由なお客様や、赤ちゃんをお連れの

お客様にも安心してご利用いただける「だれでも

トイレ」の整備をはじめ、身障者用駐車スペース

の大幅な増設、入口扉の自動化、段差の解消、

手すりの設置、案内サインの視認性向上、さらに

は救急に関する従業員教育などを実施していま

す。また、受動喫煙防止策として、完全分離タイ

プの喫煙室を設けたほか、飲食店舗には混雑時

間帯の全面禁煙、その他時間帯の禁煙席の設

置をお願いし、実施しました。なお、トイレ改修の

取り組みについては、2004年12月、東京都から

「福祉のまちづくり功労者に対する知事感謝状」

が贈呈されました。 

さらに、2004年度に新規オープンした京王高

幡SC、京王リトナード若葉台においても種々の

バリアフリー施設を導入するなど、今後も沿線

商業施設のバリアフリー化に積極的に取り組

んでいきます。 

 京王百貨店のバリアフリー 
 

 

京王グループ「京王百貨店」は、多くのシニア

層のお客様から支持されており、安心・快適に

ご利用いただけるよう、各階に休憩場所を設け

るなど、きめ細かな対応を行ってまいりました。 

バリアフリーの視点では、1997年の改装に伴い、

正面玄関をスロープ仕様にしたことに始まり、一

部のエレベーターを車いす対応としたほか1階か

ら8階までの各階に「だれでもトイレ」を設置した

ことなどがあげられます。テナントに対しても「売

場改装指針書」に基づき、床をフラットにすること

や、フィッティングルームに手すりを設置することな

どをお願いしています。また、店内には、社内研修

を継続的に受けている44名の手話ができる社員

が接客に当たるほか、8階の介護用品売場では

介護福祉士がお客様のお手伝いをしています。 

人材育成に関しては、2001年よりNPO「プレ

ジャーサポート協会」の協力を得て、「ハートフル・

サポーター研修」を実施しています。セミナーに

加え、視覚・聴覚障がい、車いす疑似体験や高

齢者疑似体験などを行います。これまでに70回

開催しており、約600名の管理職・一般社員の

研修が完了しています。また、2005年4

月からはお取引先販売員も研修の対象

としました。今後も、人材育成とともに

売場の改装に伴う施設のバリアフリー

化を進めていきます。 
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札幌市特定適合施設の表示 

ユニバーサル・ルーム内 ノンステップバス 

 京王プラザホテルのバリアフリー 
 

 

京王グループ「京王プラザホテル」のバリアフリー

に関する取り組みは、1988年世界リハビリテー

ション会議の開催会場となったことが端緒となり

ました。施設の改修や接客についての取り組みを

客室担当を中心に進め、1998年からは、全社的

な取り組みとして、新入社員教育にも障がいのあ

るお客様の接客の心構えなどを研修に取り入れ

ました。2002年には、ユニバーサルルームも拡充

し、現在では25室になっています。 

同年、「バーズアイ」という接客にあたる部署を中

心にした社内公募プロジェクトも立ち上げました。

これは、バリアフリーとエコロジーを体験し、社内を

啓発していくためのグループで、１年を任期とした

若手社員を主要メンバーとする約20名で構成され

ています。例えば、実際に障がいのある方をホテ

ルにお招きし、どのように接客すれば安心してい

ただけるかなどについてご意見をいただく体験・研

修などを行っています。このような京王プラザホテ

ルの取り組みに対し、「福祉のまちづくりに顕著な

功績のあった」団体として2003年3月第1回「福

祉のまちづくりを進める都民の集い」において、東

京都より功労者感謝状が贈呈されました。 

2004年には宴会場改装にあわせて、補聴器をお

使いのお年寄りや難聴者の方が音声を聞きや

すくする「磁気ループシステム」を導入しました。

今後も、バリアフリー設備の拡充を図るとともに、

「バーズアイ」などでの人材育成、マインドの醸

成に努めていきます。 

 京王プラザホテル札幌の 
 バリアフリー 

 

京王グループ「京王プラザホテル札幌」は、2002

年に開業２０周年を迎え「人にやさしいホテルづく

り」をキーワードに、障がい者や高齢者の方にも安

心してホテルライフを楽しんでいただけるよう大幅

な施設改修を実施し、札幌市

福祉のまちづくり条例適合ホ

テル第１号（既存建物として）

に認定されました。ソフト面で

も、同年開催された「障害者

インターナショナル世界会議

札幌大会」における参加宿

泊者の受け入れに合わせ、

ホームヘルパー資格取得者

の育成や接遇研修にも全社

を挙げて取り組みました。 

 

 京王電鉄バスグループの 
 バリアフリー 

 

京王グループ「京王電鉄バスグループ」は、1998

年度からノンステップバスを積極的に導入してい

ます。2004年度は、路線バスの82.6％がバリア

フリー対応（ノンステップバス46.7％、スロープ

板付ワンステップバス30.7％、リフト付ミニバス

5.1％）となり、バス業界ではトップクラスになりま

す。お客様からは乗り降りしやすいバスとしてご好

評をいただいており、今後すべての車両がバリア

フリーとなることを目指します。また、高齢者疑似

体験やデイサービスを通じた社員教育をそれぞれ

1994年、2000年から継続的に実施しています。 


