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日ごろから、当社岳南電車をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

また、当社鉄道事業に対し、多大なるご理解とご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

当社は、昭和24年（1949年）に「岳南鉄道」として開業以来、経営理念の第一に「安

全の確保」を掲げ、法令の遵守とともに安全輸送に努めてまいりました。

また、平成25年（2013年）に会社分割により「岳南電車㈱」を新設し、地元富士市

のご支援をいただきながら、鉄道事業の更なる安全に万全を期すための設備投資

や、安全運行のための体制づくりを最優先に取り組んでおります。

令和2年（2020年）より新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、新しい生活

様式へのシフトを余儀なくされ、事業環境としては大変厳しい局面を迎えましたが、

地元警察、消防と踏切事故対応合同訓練を実施するなど、地元関係機関との連携強

化を進めております。

本報告書は、鉄道事業法に基づき、当社での輸送の安全確保への取り組み等につい

て取りまとめたもので、当社岳南鉄道線をご利用されるお客様や、沿線の皆様にご

理解いただくとともに、皆様のお声を今後の安全輸送に役立てたいと思い作成して

います。

皆様のご意見やご感想を当社にお寄せいただけますようお願い申し上げます。
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運輸安全マネジメントに
関する取り組みについて

Ⅰ． 輸送の安全に関する基本的な方針
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岳南電車株式会社は、輸送の安全を確保するため、次のような方針や目標をもち
全社員一丸となって取り組んでいます。

１. 安全は全てに優先

120％の安全確保に努め、お客様に安全・安心をお届けします。

２. 法令及び諸規則の順守

法令及び諸規則の順守はもとより、良識を持って誠実に行動します。

３. 常に安全の維持・向上

常に安全を維持・向上させるため、必要なチャレンジを惜しみません。

４. 自ら考える組織

自ら考え、問題意識を持ち、問題を発見し解決し、成長発展することで、安全確保に

全員で取り組みます。

５. 顧客を意識した事業活動

顧客の意見に耳を傾け、安全・安心なサービスを提供します。

１． 一致協力して輸送の安全の確保に努めます。

２． 輸送の安全に関する法令及びこれに関する規定（以下「法令等」という）を

よく理解するとともにこれを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行します。

３． 常に、輸送の安全に関する状況を理解するように努めます。

４． 職務の実施にあたり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のある時は

最も安全と思われる取り扱いをします。

５． 事故、または事故の恐れのある事態、災害その他輸送の安全の確保に支障を

及ぼす恐れのある事態（以下「事故・災害等」という）が発生したときは、人命

救助を最優先に行動し、速やかに安全で適切な処置をとります。

６． 情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保します。

７． 常に問題意識をもち、必要な変革に果敢に挑戦します。

安全方針

安全行動規範



Ⅱ． 2022年度「安全目標」と「安全重点施策」
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運転事故は、永久に続く当社事業の最重要課題であることから、2022年度も継続し、
運転事故に関する数値目標を設定しました。

安全目標

１． 運転事故 「０」件

２． インシデント 「０」件

３． 有責輸送障害 「０」件 ※運休または30分以上の遅延発生

４． 踏切トラブル件数削減（９件以下）

５. 車両トラブル件数削減（９件以下）

運輸安全マネジメントに関する取り組みについて

安全重点施策

１． 安全対策設備の投資（軌道強化による脱線防止、視認性向上や設備更新に

よる踏切安全対策、信号電圧の安定化）

２.  ヒヤリ・ハットの積極的収集、分析・検討による事故防止対策の実行

３.  中長期設備改良計画の策定

４.  乗務員指導監督者の添乗指導、運転管理者の添乗監査、

安全統括管理者の添乗巡視（夏季、年末）

５.  SASを含めた健康診断結果不具合者へのフォロー

６. 労災防止の作業講習・研修会受講

７. 信号故障や車両故障、災害等における運転士再開のための訓練

８. 関係機関（防災含む）と連携した合同訓練や啓蒙活動の実施

９. 車内カメラの設置、表示シール更新などの防犯対策推進

１０.外部セミナー・教育、運輸局主催保安連絡会議等の出席



Ⅲ． 安全管理体制
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2006年10月に「安全管理規程」を制定し、社長をトップとする安全管理体制を構築して
おります。「安全統括管理者」「運転管理者」「施設管理者」などそれぞれの責任を明確にし
た中で安全確保のための役割を担っております。

社長 輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。

安全統括管理者 輸送安全の確保に関する業務を統括する。

鉄道部長 安全統括管理者を補佐する。

業務部長 社長指揮の下、投資・予算・要員に関する事項を統括する。

運転管理者 安全統括管理者の指揮の下、列車の運行、 運転士の資質の
保持その他運転に関する業務を統括する。

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。

施設管理者・車両管理者 安全統括管理者の指揮の下、施設・車両に関する事項を
統括する。

運輸安全マネジメントに関する取り組みについて

社 長

安全統括管理者

鉄道部長業務部長

鉄道部課長
【運転管理者】

技術区長
【施設管理者・車両管理者】

運転指令

運輸区長

運輸区長代理
【乗務員指導管理者】

駅運転士入換運転士検査担当

車両担当施設担当

安全指揮命令系統

施設・車両指揮系統

同上連絡系統

凡例

鉄道施設・車両の管理体制
第28条
第33条



Ⅳ． 令和3年度（2021年度）運転事故等に関する報告
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１． 運転事故

令和3年度（2021年度）における鉄道運転事故は発生しておりません。

２． 輸送障害

車両故障 ３件

３． インシデント（事故の兆候）

インシデント 0件

事故等報告

運輸安全マネジメントに関する取り組みについて



当社では、安全確保の施策として、下記のような工事を中長期的な計画に従い継続的に実施し、

安全対策に取り組んでおります。

１．設備面での施策

分岐器（レール部分交換） 計４箇所

●分岐器同種交換工事

安全確保のための取り組み

Ⅴ． 安全確保のための取り組み

老朽化した踏切の制御部品、遮断機・警報機を更
新 計３箇所

●遮断機・警報機更新（リレー更新など）工事
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木製まくら木を合成まくら木へ更新

●橋梁合成まくら木化工事

木製まくら木をコンクリートまくら木に更新

●コンクリートまくら木化工事

本町下水渠（吉原本町駅） 本吉原上り本線 岳南富士岡下り本線）

本吉原１１号 江尾公団踏切

本吉原１１号、岳南原田５１号
岳南原田５７号、岳南富士岡１３号 江尾公団踏切、比奈東踏切、比奈構内踏切



安全確保のための取り組み
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吉原～本吉原間における電車背の張替改修工事

●電車線更新工事

吉原駅に雨量計を設置。
リアルタイムで雨量を把握し運転規制の制度を向
上させる。

●雨量計設置工事

吉原構内（構引止１号～構引止５号）、
吉原構内～ジャトコ前駅間（構１７号～本４号）
本吉原構内（構本３号～４号間）
神谷構内（構本１９号）

本吉原構内（構本３号～４号間） 雨量計（吉原駅）

2．令和３年度の安全確保のための投資・支出

●設備投資額

令和3年度 設備投資額 64百万円

安全投資額 56百万円

令和３年度（202１年度）は、 橋梁合成まくら木化工事、コンクリートまくら木化工事、

分岐器同種交換工事、遮断機・警報機更新（リレー更新など）工事、電車線更新工事、

雨量計設置工事などの設備工事や修繕工事を行いました。

令和４年度（計画） 設備投資額 93百万円

安全投資額 86百万円

令和4年度（2022年度）は、 分岐器の重軌条化工事、コンクリートまくら木化工事、

電柱のコンクリート柱化工事、自動張力調整装置取替工事、遮断機・警報機更新工事、

インピーダンスボンド更新工事、電車線更新工事、橋梁補修（沓座補修）工事、

フッ素塗装工事などの設備工事や修繕工事を行う予定です。



社長をはじめとする役職員が定期的に現場巡視や個人面談、
内部監査等を行い、職員との意見交換を通じて安全の管理状況を
確認しております。

●経営陣の現場巡視

安全確保のための取り組み

月1回現業長会議と安全推進会議を開催し、他社における事故事例等の
分析・再発防止等について意見交換を行い、安全意識の高揚に努めております。

●会議における意識共有
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現業・本社間での安全に関する問題の共有化を進め、迅速な問題解決を図るため、以下の取り

組みを行いました。

3．ヒューマンエラー防止への取り組み

職場毎に収集した事例について、安全に関する問題を共有化することにより
問題解決の迅速化を図っております。

●ヒヤリハット事例の収集



乗務員教育

安全確保のための取り組み

テロ対策訓練
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非常時、異常時の対応として、全職員で様々な訓練・教育に取り組んでいます。また、日常点検

の他に全職場による安全総点検なども行い安全性向上への取り組みを行っております。

① 運転管理者、乗務員指導監督者による添乗指導教育

② 地震防災訓練

③ 踏切復旧訓練

④ 脱線復旧訓練

⑤ 津波避難訓練

⑥ 列車防護訓練

⑦ 変電所停電復旧訓練

⑧ コロナ禍における踏切事故対応合同訓練

⑨ テロ対策訓練

⑩ お客様避難誘導対応訓練

4．教育・訓練・事故防止への取り組み

お客様避難誘導対応訓練 津波避難訓練



安全確保のための取り組み
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以下の通り安全対策を推進し、取り組んでおります。

5．その他の安全対策

東日本大震災の教訓から防災対策の強化
として平成23年（2015年）から「緊急地震
速報システム」を導入しております。

●緊急地震速報システム導入

安全な輸送業務を行う為、アルコール検査器によ
り運転に携わる職員のアルコール検査を徹底して
います。これにより、出勤時に酒気帯びがないこ
とを監督者が確認し、その結果を記録として残す
ことをルール化しております。

●アルコールチェッカー検査の徹底

現在、小学生の下校時に合わせ大人が通学路に
立ち、安全を確保する運動が実施されていますが、
当社ではその主旨に賛同し、不審者からの保護や、
迷子、何か困っている児童を確保して警察・保護
者への連絡等、お子様の駆け込み駅として機能す
ることを目的とした「こども110番」の取り組みを
有人駅である「吉原駅」と「吉原本町駅」で行って
おります。

●こども110番の取り組み

鉄道職員の資質確保のために3年に一度の「クレ
ペリン検査」等を行い運行の安全を確保しており
ます。

●適性検査・精神機能検査の定期実施

幼稚園児、小中学生を対象にお仕事教室などを開催して安全な電車の乗り方や事故防止の
知識、電車の構造知識などを広めております。

●お仕事教室の実施

お仕事教室 車両工場見学



安全確保のための取り組み
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当社ではお客様に安心して鉄道をご利用頂くために、新型コロナウィルスの感染防止対策の取

り組みとして毎日職員の健康チェックを行っているほか、マスク着用での接客、車内の換気、駅

構内や車内の消毒等を行っております。

ご利用のお客様におかれましては、新型コロナウィルス感染症対策へのご理解とご協力をお願

い致します。

６．新型コロナウィルス感染症対策について

●アルコールでの消毒作業 ●車内の消毒

●窓を開けての車内換気 ●マスクを付けての接客



安全確保のための取り組み
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令和３年度（２０２１年度）は、新型コロナウィルス感染症防止対策の一環として

吉原駅・吉原本町駅、岳南江尾駅の駅設備において抗菌・抗ウィルス処理を行いました。

６．新型コロナウィルス感染症対策について

●吉原駅待合室消毒作業 ●吉原駅ホームベンチ消毒作業

●岳南江尾駅トイレ消毒作業 ●吉原本町駅出札窓口消毒作業



沿線の皆様への
お願い
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より安全で信頼される鉄道を構築するため皆様からお寄せいただいた声を役立てております。
ご意見、ご要望がありましたら下記連絡先までご一報願います。

● 「お客様の声を形にしています。」

警報機が鳴ったら無理に渡ろうとしないようにお願いします。
万一立ち往生したときは速やかに踏切外に出て、「非常ボタン」を押すか、
下記の連絡先にご一報願います・

● 「踏切を渡るときはご注意ください。」

● 「沿線の皆様と一体になった安全確保」

小さなお客様、お年寄りや体の不自由な方が事故に遇わないよう、危険な状況を見かけたら、
声をかけて頂くようお願い致します。
また、置石、いたずら、無理な写真撮影、踏切遮断機の損傷などを見つけましたら
下記の連絡先にご一報願います。

● 「鉄道の安全を守るために」

鉄道設備の安全を守るためには、運行時間以外での整備工事が必要不可欠です。
そのため深夜に及ぶ夜間作業となることもございますのでご理解ください。
沿線の皆様には大変ご迷惑をおかけすることもございますが、
可能な限り静かに短時間で行うように努めてまいりますので、
何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

「お客様の声」をお待ちしております。

〈本社〉 住所 〒417-0001 静岡県富士市今泉1丁目17番39号
TEL 0545-53-5111
fax 0545-51-1258

〈吉原駅〉住所 〒417-0001 静岡県富士市鈴川本町14-2番地
TEL 0545-33-0510
fax 0545-33-0510


