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●�「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。

●�全てにおいてお客様の視点に立ち、�
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。

安全に関する基本方針 安全に係る社員の行動規範

『私たちの仕事』はお客様の大切な命を預かり、沿線の暮らしを支え、その信頼に応えていくことを背負っ
ている。故に、「私たちの使命」はお客様を無事に、正確に、そして快適にお運びすることであり、「私たちに
与えられた命題」は安全の確保が全てにおいて最優先されるという基軸を常に持って、安全を現場力の発揮と
全社一丸の支持により、日々創り上げていくことである。
そして、この事業の重みを誇りとし、より高い安全文化を全員で構築していくことである。

2012年9月21日、「安全に関する基本方針」「安全に係る社員の行動規範」改定にあたり、社長から全社員に向けてメッセージ
を発信しました。

取締役社長

輸送の安全確保に関する基本方針

輸送の安全性向上に向けて、
運輸安全マネジメントを推進

安全
報告

新基本方針・行動規範策定にあたって
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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、あり
がとうございます。
当社では、京王グループの経営理念である『信頼のトップブ
ランド』の確立を目指し「住んでもらえる、選んでもらえる沿
線づくり」を進めております。特に鉄道事業においては、皆様
から信頼され、愛される鉄道になるため、「『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」ことを最大のテーマとして取り組んでいます。
ハード面では、調布駅付近の連続立体交差化に引き続き、
笹塚駅～仙川駅間でも連続立体交差事業に着手いたしました。
25カ所の踏切解消に向け、事業主体である東京都とともに事
業を推進してまいります。また、高架橋、橋梁、トンネル、
盛土など構造物の耐震補強を継続して実施するとともに、京
王線新宿駅でのホームドアの使用を開始するなど、安全性の
向上に努めております。
今後とも、京王線、井の頭線が皆様の生活になくてはなら
ないものであり続けるため、現状に甘んじることなく、安全
性の向上を目指して日々努力してまいります。

常務取締役
鉄道事業本部長（安全統括管理者）

髙橋　泰三

職場巡視風景

安全統括管理者メッセージ

さらなる安全性の向上を目指して日々改善を積み重ねてまいります
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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。

安全管理体制

責任者名と役割

安全管理体制

拡大鉄道安全管理委員会

社��長

安全管理体制図　（2014年6月27日現在）

鉄道事業本部長
［安全統括管理者］

工務部長

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

検車区長
［限定運転士指導管理者］

鉄道営業部長
［運転管理者］

乗務区長
［乗務員指導管理者］

責任者名 役　割

安全統括管理者 輸送の安全の確保に関する業務を統括し、鉄道事業本部長を充てる。

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し、原則として鉄道営業部長を充てる。

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し、乗務区長を充てる。

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。

計画管理部長 輸送の安全確保に必要な設備投資に関する事項、収支に関する事項および要員に関する事項を統括する。

安全推進部長 安全統括管理者の指揮の下、輸送の安全の確保に関する体制および事故防止に関する事項を統括する。

工務部長 安全統括管理者の指揮の下、土木施設に関する事項を統括する。

車両電気部長 安全統括管理者の指揮の下、電気施設に関する事項および車両に関する事項を統括する。

経営企画部長 会社全体の視点から輸送の安全確保に必要な投資に関する事項を統括する。

経理部長 会社全体の視点から輸送の安全確保に必要な収支に関する事項を統括する。

人事部長 会社全体の視点から輸送の安全確保に必要な要員に関する事項を統括する。
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安全管理方法

鉄道安全管理委員会 事故の芽・トラブル情報・ヒヤリハット・気づきの報告

緊急時対応体制

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回定期的に、
また必要により臨時に開催し、事故等の原因の究明・対策の
検討・検証等を行っています。
事案の解決のために必要な場合には、課長職等からなる
鉄道安全管理委員会小委員会により、対策を検討し、鉄道安
全管理委員会に報告します。

「運輸安全マネジメント」PDCAサイクル

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

鉄道係員による取り扱い上での支障、機器関係の故障、
自然災害などに起因する異常やそれに対する措置などの報
告、また、事故が発生する恐れがあった事態、事故等や労
働災害に関係するヒヤリハット、さらに業務上の気づきを幅
広く収集し、フィードバックすることで、安全性の向上に役立
てています。

鉄道運転事故や自然災害の発生に備え、社内規程類を整
備し、緊急時対応体制を構築しています。重大な事故や自然
災害が発生すると、これに基づき対策本部を設置して、緊急・
応急・復旧対策にあたります。

内部監査の実施

内部監査員としての講習を修了した監査員による内部監査
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鉄道事業本部の
部長・課長および現業の管理職に対してインタビューや書類
検査などによる監査を行い、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、共有化されています。

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会を実施して
コミュニケーションを図っています。

■継続的な見直しと改善

=�Plan� :(計画）取組計画の策定
=�Do� :(実施)施策実施
=�Check��:(点検)評価
=�Act� :(改善)継続的な見直しと改善

安全性の向上

社長による職場巡視

■主な検討事項
◦重大な事故発生時の再発防止策の検討
◦事故の芽情報の検討
◦内部監査の計画および結果報告
◦安全重点施策等の策定と進捗状況の確認
◦安全管理体制の維持・改善に関する事項の検討

また、拡大鉄道安全管理委員会を年に2回開催し、社長出
席のもと、鉄道の安全性向上のための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等を行っています。

P
D
C
A
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安全重点施策

2013年度 安全スローガン

「安全は基本動作の積み重ね　大きな声で指差確認　一人ひとりが責任者」

2014年度 安全スローガン

「決められた　作業の意味を考えて　摘みとる事故の芽　創ろう安全」

「安全に関する基本方針」として定めている「『安全』は最大の使命であり、最高のサービスである」旨を浸透し、
ソフトとハードの両面から、鉄道事業の根幹であり社会的使命である「輸送の安全」を確保することを目的に、
毎年、安全重点施策を策定し、実施しています。
また、安全意識の一層の高揚を図るため、毎年、社内公募により、安全スローガンを設けています。

　2013年度施策の実施状況や事業の進捗状況を踏まえ、安全性のさらなる向上を目指して、2014年度施策を
策定し、実施しています。

2014年度 安全重点施策

2013年度 安全重点施策

ソフト面 ハード面

◦リスクマネジメントの強化
◦事故・インシデントの未然防止
◦安全意識の高い職場づくり
◦コミュニケーションの深耕
◦ヒューマンエラー・システムエラーの原因究明と再発防止

◦�京王線（笹塚駅～仙川駅間）連続立体交差化の事業化に向け
た手続きの推進
◦調布駅付近連続立体交差事業の2014年度事業完了
◦耐震補強の推進
◦減災対策の推進
◦老朽設備の着実な更新により運転支障を未然防止

ソフト面 ハード面

◦不安全行動による事故をなくすため、安全意識の浸透

◦コミュニケーションの深耕

◦事故の再発防止策の徹底

◦輸送障害の発生件数の削減や、発生時の影響の軽減

◦�京王線（笹塚駅～仙川駅間）連続立体交差事業の推進
◦調布駅付近連続立体交差事業の完了
◦耐震補強の推進
◦減災対策の推進
◦老朽設備の着実な更新により運転支障を未然防止
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2013年度 輸送安全の実態

鉄道運転事故等の発生件数の推移（2011年度〜2013年度）
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■鉄道運転事故の発生状況

自転車と接触
3件

自動車と接触
1件

歩行者と接触
1件

ホーム上
での接触
 8件
ホームから
転落して
接触
 3件

踏切障害
5件

総件数
16件

鉄道人身障害
11件

●�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恐れがあると認め
られる事態をいいます。

●鉄道人身障害（11件）
◦飲酒されたお客様が列車に接触した。（5件）�
◦�貧血やめまいを起こされたお客様が列車に接触した。（3件）など

●踏切障害（5件）
◦�自転車で踏切を渡る際に渡りきれなかった。（3件）など

　ホーム上での事故や踏切での事故を防止するため、当社でさ
まざまな方法により、また鉄道会社合同キャンペーン「プラッ
トホーム事故0運動」にも参加して、お客様に安全なご利用を
呼びかけています。

2013年度は、鉄道運転事故が16件（対前年2件増）、輸送
障害が37件（対前年11件増）発生しました。インシデントは
前年に引き続き発生しませんでした。
これらにより、お客様に多大なご迷惑をおかけしましたこ
とをお詫び申し上げます。

全国交通安全運動での呼びかけ

ホーム上での事故防止啓発ポスター
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2013年度 輸送安全の実態

運輸安全マネジメント評価の実施

■自然災害による列車遅延
●落雷による影響
�2013年7月7日に井の頭線にて、また8月11日に京王線
にて、落雷による機器故障により、運休や遅延が発生し
ました。

●風による影響
�2013年4月14日および17日に京王線にて、強風により架
線にかかったビニール袋を取り除くため、一部列車に運休
や遅延が発生しました。

●降雪による影響
��2014年2月8日および14・15日の降雪の影響により、全
線にわたり、運休や遅延が発生しました。

輸送障害の発生時には、早期の運転再開を目指しますが、
復旧に際しては、お客様および係員の安全を最優先に取り
組みますので、ご理解をお願いします。
また、運転再開の見込み時刻をご案内するなどタイムリー
な情報提供に努めています。

2013年6月、国土交通省による「運輸安全マネジメント評
価」が実施されました。輸送の安全確保に関する取り組みに
ついて評価いただくとともに、さらなる向上を目指すための
助言をいただきました。

第三者が原因の輸送障害は列車運行を妨害する行為（線路
内への置石および物の放置、列車への投石など）や自殺行為
が該当します。これらを防止するためのさまざまな対策を
実施しています。
列車運行を妨害する行為については防犯カメラや赤外線

センサーの設置のほか、最寄駅の警察署とも連携して巡回
を強化し、発生防止に努めています。
自殺行為については、駅構内を巡回し、お客様にお声が

けを行う活動を行っているほか、政府の「自殺対策強化月間」
や「自殺対策強化週間」にあわせてポスターを掲出するなど
の対策を行っています。

■第三者が原因の輸送障害

自殺　15件

57.7%

19.2%

総件数
26件

23.1%
自然災害　6件

設備関係の
不具合　5件

第三者が原因
26件

総件数
37件

自然災害
（雷、風、雪）

6件

設備関係の
不具合
4件

鉄道係員の
指示ミス　1件

■輸送障害の発生状況
●輸送障害の内訳

内閣府自殺対策強化月間ポスター

高尾線の線路内を雪かきする様子
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教育の取り組み

鉄道従事員への教育方針 鉄道教習所における教育

「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。
実務に即した訓練など専門分野に関するものや、部門共
通の研修などを通じて、鉄道従事員としての資質の向上に
努めています。

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るほ
か、事故事例のパネルやCAI（コンピュータ支援教育）教材の
製作など、教育内容の充実を図っています。

主な設備

■運転シミュレータ
コンピュータ・グラフィック映像を活用した運転士訓練
機能および車掌訓練機能があります。昼夜・降雨などさま
ざまな条件が設定でき、乗務員の教育や異常時対応訓練な
どを行っています。

■駅業務訓練室

駅で使用している自動券売機や自動改札機などを設置し、
業務知識の習得や接遇向上訓練を行っています。

■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
装置などの機器を使用して、異常時における迅速かつ的確
な対応ができるよう訓練を行っています。

■駅係員信号扱訓練室

列車ダイヤが大きく乱れたときなどに実施する、信号操
作の取り扱い（てこ操作）訓練を行います。

訓練の様子（上）、
ホームドアの訓練装置（下）
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教育の取り組み

■電気係員連動訓練室

信号機や転てつ器の動作に係る通信機器の訓練室です。

■CAI（コンピュータ支援教育）教室

鉄道の仕組みや事故防止についてコンピュータソフトによ
る教材を活用して講義を行うための教室です。受講者は苦手
科目などを個別に学習できるほか、教師は遠隔操作で各受講
者の進捗の確認やテストの配信を行うことができます。

■事故展示室

当社および他社の主な事故事例を年表形式にまとめた「鉄
道事故年表」をはじめ、個別の事例について当時の写真や新
聞記事、略図を用いて解説したパネルが展示してあります。
過去の事故を教訓として再発防止を深く意識するために設
けています。

運転士の養成

運輸安全マネジメント教育

協力会社への教育

運転士になるためには、駅係員、車掌を経験し、鉄道教習
所で学科講習と技能講習をあわせて約8カ月間受け、試験に
合格しなければなりません。運転士になった後もフォロー教
育および監督者による定期的な添乗指導などを受け、知識・
技能の維持・向上を図っています。

鉄道事業本部の鉄道従事員全員（保守業務の委託先会社の
社員を含む）に対して、安全管理規程や安全重点施策の周知
を中心とした運輸安全マネジメント教育を実施しています。
会社の安全に対する取り組み状況の説明や、実際に発生し
た事故事例を教材として安全意識の高揚を図っています。

軌道・土木・建築、電気、車両などの保守管理や施設改良
工事を委託する協力会社の社員に対し教育を実施していま
す。2013年に発生した触車事故を受け、線路内作業手順を
見直し、協力会社の社員一人ひとりに対して教育を行い再確
認をすると共に、安全パトロールを実施するなど、教訓を忘
れず再発防止に取り組んでいます。

関東運輸局から運転免許交付
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安全報告

教育の取り組み

安全講演会

安全活動発表会

大規模な訓練

その他の教育

地元消防署と公益財団法人東京防災救急協会の協力により、
定期的に救命講習を開催し、現在鉄道事業に従事する社員
の約2/3が救命技能認定証を取得しています。

安全意識高揚を目的として毎年開催している安全講演会を
2014年2月に開催しました。日本ヒューマンファクター研究
所�本江彰氏をお招きし、「チームをマネージする～現場力の
向上を求めて～」をテーマに講演いただきました。京王電鉄
社長をはじめ、京王グループ各社（請負工事施工会社含む）の
役員・社員が参加しました。

鉄道事業本部の各部が取り組んでいる「小集団活動」のう
ち、安全に関するテーマを選定したチームの中から選抜さ
れたチームが各部の代表として活動内容を発表し、優秀な取
り組みを審査により表彰しています。

■鉄道事業本部総合事故復旧訓練

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。2013年11月、稲城消防署と多摩中央警察署の協力
をいただき、京王線の若葉台車両基地において、列車が土砂
に乗り上げて脱線したことを想定した訓練を実施しました。

■鉄道営業部
駅係員は転てつ器が故障した場合の対応訓練、乗務員は車

両故障を想定した訓練などを実施しています。
また、最寄りの消防署・警察署と合同で、列車火災発生な

どを想定した避難誘導・通報訓練や、初期消火訓練なども実
施しています。

■工務部・車両電気部
各職場単位で定期的に、レールの折損や架線の断線、列車

の脱線などの復旧やクレーン等の取り扱い、機器の故障処置
訓練などを行っています。

その他の訓練

各現業職場において、定期的に教育訓練を実施しています。

■防災訓練
地震の発生を想定した列車の緊急停止などの訓練を定期的

に実施しています。

架線の断線復旧訓練
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安全報告

設備の取り組み

笹塚駅～仙川駅の縦断図

： 鉄道（在来線）
： 鉄道（計画線）

： 廃止される踏切（25カ所）

： 都市計画道路
 （完了）

： 都市計画道路
 （計画）

凡例

事業区間 約7.2km

京王八王子方面

仙川
玉川上水

環状第8号線調布3・4・17号線
京王井の頭線

環状第7号線

新宿方面
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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 補助第215号線 補助第133号線
放射第23号線

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、
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年度の322カ所から2012年度末で
136カ所に減少しています。

現在、事業主体である東京都とともに京王線（笹塚駅～仙
川駅間）連続立体交差事業を進めています。
この他、踏切に各種保安装置を設置し、保安度の向上に努
めています。

※ 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。

■調布駅付近連続立体交差事業
東京都、調布市と協力し、調布駅付近連続立体交差事業を

実施しています。
2012年8月に、事業区間の地下線への切替えを実施し、

鶴川街道や狛江通りなど18カ所の踏切を廃止しました。
現在、2014年度末の事業完了に向けて、復旧工事を進め

ています。

■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および地元区と協力し、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。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、
井ノ頭通りや千歳通りなどとの立体交差化を図ることで、
25カ所の踏切を廃止します。

■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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立体交差化と踏切の安全対策
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安全報告

設備の取り組み

■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、86カ所の踏切に設置して
います。踏切内の障害物を検知
すると、運転士に異常を知らせ
るとともに、付近の列車を停止
させます。

踏切障害物検知装置

■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、付近の列車を停止させ
ます。

■定時間警報装置
朝間ラッシュ時間帯などで、列車が先行列車に接近すると

速度が低下し、踏切の遮断時間が長くなり過ぎてしまうため、
踏切が閉まり始めるタイミングを遅らせる定時間警報装置を
導入しています。朝間ラッシュ時間帯に遮断時間が長くなり
やすい京王線の調布以東の踏切を中心に整備しています。

■列車種別選別装置
速度の速い列車に踏切の警報開始点をあわせると、速度の

遅い列車の際には踏切の遮断時間が長くなり過ぎてしまうた
め、列車の種別や速度にあわせて踏切を制御する列車種別選
別装置を設置し、踏切の遮断時間短縮に努めています。

■踏切の歩道部のカラー舗装化
踏切内における歩行者の安全を確保するため、歩道のあ
るすべての踏切で車道と歩道を明確に区別するカラー舗装
化を行っています。

■くぐりぬけ防止啓発テープ
遮断中の踏切内への侵入を防ぐため、すべての踏切に設
置しています。

踏切障害物検知装置

くぐりぬけ防止
啓発テープ

踏切支障報知装置
（非常ボタン）

踏切支障報知装置
（非常ボタン）

カラー舗装化

くぐりぬけ防止啓発テープ

踏切歩道部のカラー舗装化
踏切支障報知装置（非常ボタン）
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安全報告

施設・設備の充実

■ATC（自動列車制御装置）
先行列車との間隔や曲線、分岐（ポイント）、下り勾配、停
車駅などさまざまな条件をもとに、常に適正な速度で走行す
るよう列車をきめ細かく制御する装置です。これにより、列
車速度が制限速度を超えることがなく、また、踏切の非常ボ
タンや障害物検知装置、駅ホームの列車非常停止ボタンとも
連動し、非常の際には列車を自動的に停止させることができ
ます。さらに、気象条件などにより、運輸指令所から任意の
区間に速度制限をかけることもできます。

ATCで列車を制御できる主なケース

ATC�Automatic�Train�Control
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。

■曲線通過の際には ■ポイント（分岐器）通過の際には

防護無線装置

■防護無線装置
列車の脱線や踏切内での自動車な
どの立往生などにより、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。

運転士異常時
列車停止装置

■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
を車両に搭載しています。

設備の取り組み
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安全報告

設備の取り組み

■過走防止装置

過走余裕距離が特に短い終端駅などに設置しています。複
数の地上子がそれぞれ制限速度と列車の速度を比較し、制限
速度以上で列車が通過したときは非常ブレーキを作動させて
列車を停止させます。

■鉄道総合指令センター
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、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。

●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、列車運転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。

●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、列車の進路設定、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により、
お客様に最新情報をご案内しています。

■車輪フランジ角度
車輪にあるひっかかり部分（フランジ）とレールの水平面に対

する角度は、国が推奨している70°を従来から採用しています。

■脱線防止ガード

国からの通達では、半径200ｍ以下の曲線に脱線防止ガー
ドを設置することが定められていますが、当社では従来から
その基準を上回る半径300ｍ以下の曲線に設置しています。
また、分岐器（ポイント）にも順次設置しています。

■脱線係数の測定
曲線を走行中に、車輪がレールを下方向に押す力と横方向

に押す力を測定することで脱線の危険性（脱線係数）を常時監
視することが可能な「PQモニタリング台車」を京王線の車両
に導入しています。

■軌道の平面性
曲線部における軌道のねじれを測定し、国が定める平面性

の基準値を満たすよう管理しています。

■レールの研削
レールの傷などをなくし、安定した列車の走行と騒音を軽

減するため、レールを研削しています。

■輪重測定装置
脱線事故を未然に防ぐため、車両の輪重比（左右の車輪に
かかる荷重のばらつき）が国の定める10％以内となるよう、
輪重測定装置を導入し、「重要部検査」「全般検査」や車輪の交
換の際に調整しています。
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設備の取り組み

車両外幌

列車非常停止ボタン

エレベーター
出入口の
転落防止柵

内方線付き点状ブロック

転落検知装置

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、2012年度に調布駅付近連続立体
交差事業の地下線への切り替えにあわせて、国領駅、布田駅、
調布駅にホームドアを設置しました。
また、新宿駅でもホームドア設置工事を進め、2012年度
に3番線で使用を開始し、1番線および2番線については
2013年度に使用を開始しました。

■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開いてしま

う箇所がある駅では、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。

■内方線付き点状ブロック
目の不自由なお客様の
ホームからの転落防止対策
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
進め、2013年度に整備を完
了しました。

新宿駅1番線 布田駅

↑内
方
線

スレッドライン間隙注意灯

お客様のホームでの安全確保

■エレベーター出入口の転落防止柵

エレベーター出入口が線路側を向いているホームの一部で
は、転落防止柵を設置しています。
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■ホーム下退避スペース・ステップ
万が一、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。

ホーム下退避スペース ホーム下ステップ

設備の取り組み

曲線ホームなど、車両とホームとの隙間が広く開いてしまう
箇所がある駅に設置しています。万が一、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、列車の乗務員
や駅係員に知らせるとともに、付近の列車を停止させます。

■転落検知装置

万が一、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
非常を知らせるとともに、付近の列車を停止させます。全駅
のホームに約20ｍ間隔で設置しています。

■列車非常停止ボタン

■車両外幌
ホームから車両連結部への転落事故を防ぐため、車両の連
結部に外幌を設置しています。

災害などへの対応力強化

■地下駅火災対策
新宿駅における排煙設備および防火区画の設置工事や幡ヶ

谷駅における新たな避難通路の設置工事などを行い、2008
年度にすべての地下駅火災対策を完了しました。

■自然災害対策
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。

新たに設置した
避難通路

（幡ヶ谷駅）

水の幕で
防火区画を
形成する
ウォーター
スクリーン

（新宿駅）
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設備の取り組み

■地震対策
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、列車無線を通じて全列車に警報を送
るとともに、ATC（自動列車制御装置）により列車を停止さ
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、自動的に全列車に無線による警報を
送り、乗務員が列車を安全な場所に停止させます。
また、1995年に発生した阪神・淡路大震災の翌1996年
度までに高架橋などの緊急耐震補強を完了していますが、新
たな耐震基準に見合う構造物とするため、引き続き高架橋柱
をはじめ、トンネルや盛土区間を対象とした耐震補強を実施
しています。

■風対策
沿線17カ所に風速計を設置しています。瞬間風速が20ｍ/s以

上を観測した場合は速度規制を行い、瞬間風速が25ｍ/s以上を
観測した場合は列車の運転を中止するなどの措置を行います。

■雷対策
線路内の電気設備への落雷を防止する対策として、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
ばれる防護線の設置が完了したほか、電子機器の耐雷性強化
を行っています。

■雪対策
パンタグラフは従来のひし形のものより着雪面の少ないシ

ングルアームパンタグラフを採用しています。また、分岐器
（ポイント）に電気融雪器を設置しているほか、車両基地等の
トロリ線には着雪・着氷を防ぐためにヒーターを内蔵した電
線を使用しています。

■鉄道テロ対策
全駅のゴミ箱を撤去しているほか、防犯カメラの設置や係
員・警備員の巡回により、不審者・不審物などの監視を行っ
ています。また、車両基地などへの不審者の侵入を防ぐため
に、防犯センサーの設置や警備員による巡回を実施してい
ます。
さらに、警察署や消防署などとともに訓練を行っています。

■帰宅困難者対策
大規模地震などの災害が発生した際、帰宅が困難になった

お客様向けに飲料水や食料、防寒アルミシートの備蓄を行っ
ています。また、自治体と協力して帰宅困難者対策訓練など
を実施しています。

鋼板巻きによる高架橋柱耐震補強

盛土区間の耐震補強

渋谷駅での帰宅困難者対策訓練

シングルアームパンタグラフ



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
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■軌道の保守点検
京王線では日中に総合高速検測車を用い、軌道の高低、
平面性、列車動揺などの測定を行っているほか、目視や測定
機器を用いた点検を行っています。終電後には、各種設備の
交換やマルチプルタイタンパーと呼ばれる作業車による道床
のつき固めやレールの高さの調整、レールの歪みの修正など
を行っています。

■電線路の保守点検
京王線では日中に総合高速検測車を用い、列車に電気を供
給するトロリ線の摩耗、偏位、高さなどの測定を行っている
ほか、目視により外観に異常がないか点検をしています。終
電後には、測定器などを用いた点検やトロリ線の高さの調整、
各種設備の交換などを行っています。 ■車両の検査・保守

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
で実施します。

●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」と8年を越えない期間に行う「全般検査」のほか、
更新工事や大規模な修理を行っています。

●検車区
6日を越えない期間に行う「列車検査」、3カ月を越えない

期間に行う「月検査」という定期的な検査と、臨時の検査や小
規模な修理を行うほか、車両洗浄装置を使用して、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
装置により車輪の削正を実施し、静かで乗り心地の良い車両
を送り出しています。

■総合高速検測車（DAX）

実際の列車と同じ速度で走行しながら、トロリ線と軌道の
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。従来は、トロリ線と軌道の検測は主に終
電後の限られた時間に別個に行っていましたが、総合高速検
測車は架線と軌道を同時かつ日中に検測できるため効率化さ
れました。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ります。

マルチプルタイタンパー

若葉台工場

鉄道施設の保守点検

設備の取り組み
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お客様との連携

ダイヤ乱れなど、列車の運行に支障が生じた場合、文字情
報・音声・路線図のいずれか、または組み合わせにより、お
客様に分かりやすく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「行先案内板」、車内
に設置の「案内表示器」のほか、ご登録いただいたお客様の携
帯電話等への「鉄道運行情報メール配信サービス」、Twitter

全駅を「こども110番の駅」にし、子どもが不審者などから
の助けを求めてきた場合に、保護し、事情を伺い、必要によ
り子どもに代わって110番通報やご家族への連絡などを行っ
ています。

ホームページでは、京王グループの最新情報、電車・バス
のご案内をはじめ、沿線情報やIR・企業情報などを掲載して
います。事故や災害などで列車の運行に支障が生じた場合に
は、京王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。

当社の安全性向上やサービス向上・沿線の活性化への取り
組みに加え、グループ会社の情報、イベント情報などをお知
らせする広報誌「京王ニュース」を毎月発行しています。

での情報提供を行っています。
路線図については、文字情報とともに、改札付近に設置の

大型液晶モニター「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。

鉄道運行情報

こども110番の駅 京王ホームページ

京王ニュース

お客さま案内ディスプレイ

鉄道運行情報
メール配信サービス Twitter京王ホームページ

車内案内表示器

駅

自宅・外出先

車内
運輸指令所
運行支障発生

一括配信

こども110番の駅
認定ステッカー

京王
ホームページ
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お客様へのお願い・お客様の声

お客様へのお願い

京王お客さまセンター

警報機が鳴り始めた時 踏切内に入らないでください。

踏切内で異常があった時 踏切脇にある踏切支障報知装置（非常ボタン）を押してください。

踏切に車が閉じ込められた時
遮断かんを押すように車を前進させると、遮断かんが斜め上に持ち上がりますのでそのま
ま脱出してください。 
万が一脱出できないときは、踏切支障報知装置（非常ボタン）を押してください。

ホームから転落した時
ホーム下退避スペースに逃げてください。
退避スペースのない場合はホーム下ステップを使用してホームに上がってください。

ホームから転落した人を発見した時 列車非常停止ボタンを押してください。

線路に物を落とした時
拾おうとして絶対に線路内には立ち入らないでください。
ホームインターホンなどにより駅係員に連絡してください。

電車に乗り遅れそうな時
発車間際の駆け込み乗車をなさいますと、ホームで転んだりドアにはさまれたりして
怪我をすることがあり危険です。無理をせず次の列車をご利用ください。

駅ホーム・電車内で不審者・
不審物を見つけた時

駅係員・乗務員にお知らせください。不審物はそのままにして、手を触れないでください。

電車内で異常があった時
車内非常通報器の通報ボタンを押して乗務員へ連絡してください。なお、通話機
能がない車両は、停車後に乗務員が対応いたしますので、指示に従ってください。

お客様からお寄せいただいたご意見に対し、適切な対応を図り、安全性向上に活かしています。

お客様の声の一例

近所の踏切付近に柵がない箇所があり、子供が線路内に入れてしまう。
柵の設置を検討して欲しい。

ホームに設置されているベンチの近くに点字ブロックがあり、座った状態で足を投
げ出すと目の不自由な方の事故に繋がる可能性があるため改善して欲しい。

現場を確認したところ１ｍ程度の隙間があったため、柵の設置を行いました。

対象となるベンチを点字ブロックに支障をきたさない場所に移設しました。

お客様からの
ご意見

お客様からの
ご意見

当社の対応

当社の対応

1

2



アイマークレコーダーを装着した運転訓練

ドライブレコーダー
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グループ会社の安全対策

京王沿線を主な事業エリアとする京王電鉄バスグループ、多摩西部を中心に事業を展開する西東京バス、タクシー・ハイヤー
事業を行う京王自動車、引越しなどの総合物流業務を行う京王運輸、御岳山でケーブルカーなどを営業する御岳登山鉄道の
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。

■安全装置の導入
京王電鉄バスグループ・西東京バスでは、安全運転技術の
維持・向上を目的として、全車両にドライブレコーダー※1を
導入しています。その他、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。また、京王電鉄バスグループ
では関東の各民営バス会社に先駆けて「運転訓練車」を導入し
ました。「運転訓練車」には、アイマークレコーダー※2や安全
確認装置※3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
れています。
高速バス事業では、2013年から、衝突被害軽減ブレーキ
を搭載した高速バス車両を導入しています。衝突被害軽減ブ
レーキは、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
します。�
その他にも、事故防止対策機器を積極的に導入し2005年
から車間距離警報装置を66両、また2011年から、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40両に導入しています。�
今後も、技術動向を見極め、事故防止対策機器の導入を積

極的に実施していきます。

※1�ドライブレコーダー：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・再生する装置です。

※2�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です。

※3�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
す装置です。

運輸安全マネジメントに基づく安全対策

バス

運転訓練車
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グループ会社の安全対策

京王自動車では、「運転の基本動作」の徹底に向けて、「無
事故・無違反コンテスト」や、「小集団活動」の中で、乗務員
同士がドライブレコーダーの「日常画像」を視聴しながら互
いの「運転の基本動作」をチェックする活動などを行ってい
ます。

京王運輸では、2008年に公益社団法人全日本トラック協
会が認定する「安全性優良事業所」の取得率100％（全6事業
所）を達成しました（業界全体の取得率は23.0％）。

■乗務員教育の実施
京王電鉄バスグループでは、運転技術訓練に加え、安全運
転中央研修所で行われる「バス運転実技4日コース」に乗務員
が参加し、通常では体験できない運転上の危険などを体験す
ることで、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、毎年、全営業担当員（運転者）を対象とし
た「営業担当員定期研修」を開催しています。この研修は、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部から構成され、社長懇談会では、社長が会社方針の説明
を行うほか質疑応答を通じ、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。

タクシー

トラック

ドライブレコーダーのモニタリング画面

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

運転訓練車内のモニターで運転操作をチェック

衝突被害軽減ブレーキ搭載車両

運転実技訓練の様子


