
ホームや車内では…ホームや車内では…
ホームや電車の中で走ると、ころんで
ケガをしたりしてとても危ないからやめましょう。
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相鉄線の安全を
みんなも支えよう！

踏切注意 踏切注意

線路のそばでは…線路のそばでは…
線路に石を置くことは事故の原因になるので
絶対にやめましょう。
ボールで遊ぶときは線路の中に
ボールが入らないように注意しましょう。
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相鉄線の安全を
支える人たちを
紹介するよ!
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人が安全を支えるにゃん

我々が相鉄線 を支えています
安全・安心・快適のために

お客さまに安全に安心して、さらに快適にご利用 いただくために、様々な係員が鉄道の運行を支えています。
駅係員や運転士、車掌のようにお客さまと接する 係員をはじめ、電車の運行に必要な線路や駅施設、
電気、信号、車両などを整備し、陰で支えている 係員の一人ひとり全てが力を合わせて、
相鉄線の安全が守られています。
相鉄線の安全を365日24時間休みなく支えている 様々な係員を見に行きましょう！
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いろいろなところで相鉄の安全を守っているよ!

5ページ管区 （駅長）

5ページ運輸司令所 （運輸司令・情報主任）

6ページ電車区 （運転士）

6ページ車掌区 （車掌）

7ページ車両センター （業務区・修車区・検車区）

7ページ保線区

8ページ営繕区

8ページ電力区

9ページ変電所 （電力司令所）
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10ページ建設第一課 （西谷事務所）

10ページ星天工事事務所
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ホームでお客さまの乗り降りの状況を見て、安全を
確認して、車掌さんへドアを閉めるように合図を
しているね。
危険なときは手に持っている赤い旗を振って列車

を止めたり、一部の駅にはスイッチひとつで
列車を止める合図ができるんだよ。

管区 （駅係員）

前方や信号、線路、踏切などの状態を確認しながら
運転しているから、緊張するんだろうなぁ。
信号や踏切の状態は『指差確認喚呼』と言って、
指でさして見て、状態を声に出して聞くことで確認
しているのね。

電車区 （運転士）

ドアを閉めるのは車掌さんの役割だね。10両編成
だと40か所もドアがあるんだ。ドアを閉めて安全
確認するだけでも大変だ。
万が一事故があったときに後ろから来る列車を止
めて、さらなる事故を防ぐ大事な役割もある
んだね。

車掌区 （車掌）

運輸司令所は相鉄線の安全運行の要ね。いつも
運行の状況を確認して、何かあればすぐに指示を
出せるようになっているのね。
運転を見合わせたり、遅れたときの情報を発信する

のもここでしているんだって。情報を集めて
指示を出す相鉄線の司令塔なのね。

運輸司令所 （運輸司令・情報主任）
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かしわ台にある車両センターでは3つの区で電車
の保守や点検、修理を行っているんだ。まさに電車
の病院だね。
点検や検査もいろいろあるんだ。自動車の車検に

あたる検査では部品のひとつひとつまで全部
取り外して検査するんだよ。

車両センター （業務区・修車区・検車区）

駅をはじめトンネルや橋などの建造物の保守や点検、
改修などを行うだけでなく、駅のエスカレーター
やエレベーターの管理もしているよ。
ホームの整備や駅の改良工事などは電車の走って
いないわずかな時間しか工事ができないことも
あるから、長期間になる場合もあるのね。

営繕区

電車に電気を送るトロリー線の管理や、照明など
電気を使う設備に正しく電気が送られているか
点検をしているね。
月に1回黄色い架線検測車（700系）を走らせて、
トロリー線の状態を確認して修繕や改修の
参考にしているんだ。

電力区

線路のゆがみがないように保守や点検を行って、
安全に電車が走れるように整備しているのね。
終電から始発の間のわずかな時間で線路のゆがみ
を直して、バラストと呼ばれるレールの下に敷いて

ある砂利を整備する車両を走らせて作業する
んだって。

保線区
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東京電力から送られてくる電気を鉄道で使えるよう
に変換している変電所の管理や保守を行うのが
役割なんだ。
相鉄線には変電所が9か所あって、その状態を監視

して1つの変電所が故障しても他の変電所から
電気を送れるようにするのが電力司令所だよ。

変電所 （電力司令所）

JR線と東急線との相互直通運転に向けての工事を
進めているのが建設第一課よ。JR線との相互
直通運転がいよいよ来年度開始予定ね。

建設第一課 （西谷事務所）

信号機・踏切・ポイント・ATS（列車自動停止装置）・
電車の運行管理システムなどの管理をしているの
が通信区ね。
駅の放送設備とか、車掌さんがドアを閉めるときに

確認しているテレビの管理もしているのね。

通信区

色々なところでたくさん
の人が相鉄線の安全を支
えていたね

みんながひとつになって
相鉄線の安全が守られて
いることがわかったよ

上り線の高架化ももうすぐだね。工事協力会社
の管理や工事の状況を確認して、これから
先の相鉄線の安全・安心を作っているね。

星天工事事務所

とうきょうでんりょく でん つかき てつ どうおく

へん かん かんしょ り ほ しゅ おこなへん でん

やく わり

そうてつせん しょへんでん しょ じょうたい かん し

へんでん しょ こ しょう へんほか でん しょ

でん き でんりょく し れい じょおく

しん

でん

ごう き ふみ きり エーティーエス れっ しゃ じ どう てい し そう ち

しゃ かん りうん こう かん り

つう しん く

えき ほう そう せつ び ししゃしょう

かくにん かん り

とうきゅうせん むそう ご ちょくつう うん てん こう じジェイアールせん

すす ジェイアールせん そう ごけん せつ だい いち か

ちょくつう うん てん らい ねん ど かい し よ てい

のぼ せん こう か か こう じ きょうりょくがい しゃ

かん り こう じ じょうきょう かく にん

さき そう てつ せん あん つくぜん あん しん

いろいろ

ひと ささ そうてつ あんぜんせんそうてつ あんぜんせん まも

へん でん しょ でんりょくし れいじょ

つう しん く

けん せつ いち かだい にし む しょや じ

ほし てん こう じ じ む しょ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 350
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FFFE5B0027005B005300740061006E0064006100720064002800310029005F0066006F0072005F00650042006F006F006B0028004D007900200050004100470045002000560069006500770029005D00270020006B30FA5765304F305D002000D330B830CD30B9308765F8666E3068883A794A3088307330705337526B30699057305F302000410064006F0062006500200050004400460020008765F8666E305C4F10626B307F4F287557307E305930023053306E302D8A9A5B67305C4F106255308C305F3020005000440046002000D530A130A430EB306F3001304100630072006F0062006100740020004A30883073302000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000E54E4D9667308B954F30533068304C3067304D307E305930023053306E302D8A9A5B67306F30D530A930F330C8306E30CB578130BC8F7F3092304C8844307E3059300230>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


