
安全報告書 ２０２２

名古屋臨海高速鉄道株式会社



平素は名古屋臨海高速鉄道をご利用いただき、誠にありがとうございます。

当社は平成１６年の開業より、名古屋市西南部の基幹公共交通機関として
の役割を果たすため、鉄道事業者としての使命である、「安全・安定輸送」
「無事故」を実現するとの強い決意の下、お客さまに安心してご利用いただ
ける輸送サービスの提供に全社員が一丸となって取り組んでおります。
令和３年度も経営理念に定めております「信頼される安全最優先の運行の
実行」をはじめとした行動指針に従い、基本動作の徹底や異常時対応能力の
向上などに引き続き取り組んでまいりました。この結果、１３年連続で鉄道
運転事故ゼロ、インシデントゼロを継続することができました。一方で、社
員の新型コロナウイルス感染等により１０日間にわたり列車の運転本数を減
らすなど、ご利用のお客さまに多大なご迷惑をおかけいたしました。また、
輸送人員は令和２年度からは増加したものの、１日あたり31735人と令和
元年度比で約７割にとどまっており、今後に向けても厳しい経営が見込まれ
ますが、開業以来の設備は更新時期を迎えるものも多く、安全・安定輸送を
着実に確保していくため、９月には、コロナ禍の下での収支見込みに基づき
設備投資計画を見直して、中期経営計画（令和２年度～令和７年度）の一部
変更を実施したところです。
困難な時期にも継続してご利用いただく地域の方々をはじめ多くの皆様に、
地域の公共交通機関として引き続き貢献できますよう、今後も「安全・安定
輸送」への取り組み強化を念頭に「無事故」の継続を目指すほか、感染防止
対策ならびに社員の健康管理に努め、全社を挙げ事業運営にあたっていく所
存です。
この安全報告書は、鉄道事業法第１９条の４等に基づき、令和３年度の輸
送の安全確保に関する取り組みや現状について公表するものです。
ご一読いただき、弊社の取り組みに対するご意見・ご感想などをお聞かせ
くださいますようお願い申し上げます。

名古屋臨海高速鉄道株式会社（あおなみ線）

代表取締役社長 大島 尚美

ごあいさつ
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１－１ 経営理念
経営理念において、安全についてはその第１に「信頼される安全最優先の運行を実行します」

を掲げ、最も重要な価値観、規範と位置付けています。

１－２ 運転安全規範
運転の安全に関する省令に基づき、運転安全規範を定めています。

経 営 理 念

１ 信頼される安全最優先の運行を実行します

２ 感謝の心を込めたサービスを提供します

３ 地域に密着し、地域の発展に貢献します

４ 安全・安心で信頼される鉄道であり続けるため、
健全で安定した経営を確保します

綱 領

１ 安全の確保は、輸送の生命である

２ 規程の遵守は、安全の基礎である

３ 執務の厳正は、安全の要件である

1 安全に関する基本的な考え方
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１－３ 行動規範
安全に関わる社員の行動規範を次のとおり定め実践しています。

行 動 規 範

１ 一致団結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関連する規程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努めます。

４ 職務の実施に当たり、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・災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、すみやかに安全適切な処
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 常に問題意識を持ち、必要な変革に努めます。
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１－４ 安全方針
安全に関する基本的な考えとして定める安全方針は、社長自らがこれを宣言し、各職場に掲出
し点呼で唱和するとともに携帯カードとして全社員に配付し、安全意識の向上に取り組んでいま
す。

安 全 方 針

１ 10月23日を忘れず、社員一人ひとりが安全を最優先し、事故防止に努めます。

２ 安全運行を確保するため、関係法令、規則等を遵守します。

３ 事故の無い鉄道をめざし、安全管理体制の改善を継続的に進めます。
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１－５ 安全方針のこころ
安全方針について社員が一層理解し安全最優先意識のさらなる浸透を目的に「安全方針のここ
ろ」を作成し、訓練会等で解説を行い意識の向上に努めています。

安全方針のこころ

１ 平成２０年１０月２３日は、名古屋駅構内で列車脱線事故を起こした日。過去の
事故は、時間とともに風化し忘れ去られてしまうものです。当時のことを体験した
社員の割合が減少する中、将来にわたって絶対に忘れてはならない経験として本質
を理解しておく必要があります。単に、事故があったという記憶ではなく、どうし
て起きたのか、なぜ防げなかったのか、など、事故発生における人的メカニズムを
深く理解し社員一人ひとりが日々の業務に絶えず生かしていくことを望むものです。

２ 列車の安全運行という目標に向かって、作業や業務を行う上で、考え方や方法が
統一されていないと事故が起きてしまいます。安全について議論した結果が、安全
の礎として法令や社内規程に定められており、それらを守ることが安全確保のため
の最低限のルールです。

３ 日常的に作業を繰り返すうち、作業手順を省略したり短絡して効率的に工夫して
しまうことがあり、結果としてルールを逸脱して常態化してしまうことがあります。
作業を行う上では、その作業手順や方法が何の根拠に基づくものなのか、その場を
乗りきるために自分の都合の良い解釈で進めていないかを自身に問いかけ、特に経
営管理部門は、事故を起こさせないことを目標に、列車の安全運行をするための方
法や手順について、計画、実行、チェック、改善といったサイクルを継続して機能
させていきます。
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安 全 目 標

１ 鉄道運転事故 ゼロ

２ 輸送障害 ゼロ

３ インシデント ゼロ

１－６ 安全目標
安全輸送を完遂するため以下のとおり安全目標を定め、目標達成に向け取り組んでいます。
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１－７ 重点実施事項
鉄道安全推進委員会において実施項目を決定し、各現場にて具体的な取組内容を作成して事故
防止に取り組んでいます。
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実 施 項 目 取 組 内 容

安全最優先意識の徹底
・安全最優先の重要性を理解し、実践させる教育の実施
・過去事例の原因や背景の理解を通じて、安全最優先を実施させる教育の実施

基本動作の徹底
・法令・規程・マニュアル類の正しい理解
・技量や業務実態の把握と社員に応じた教育指導の実施

運転事故防止体制の強化
・事故を未然に防ぐための仮想体験教育の実施
・管理者の指導力向上と社員に応じた教育指導の実施

事象発生時における速報の徹底
・事象発生に対する速報の重要性を理解し、実践させる指導の徹底
・他社事例を用いた速報の重要性を理解する教育の実施

異常時対応能力の向上
及び安定輸送の確保

・実践的な訓練の繰り返しによる異常時の経験と弱点の克服
・異常発生時の復旧体制検証とブラインド訓練による確認

作業の安全確保
・工事計画時の支障確認による他系統支障事故の撲滅
・ＫＹＴやヒヤリハット等を活用した危険予知能力（感受性）の向上
・現場での安全指導や体感訓練等を通じた安全意識の向上

外的環境に対する適切な対応
・運輸防災マネジメント指針に基づく規程・ルールの確認・再整備
・テロに対する危機管理別の警戒措置の実効性の確認

当社規模に見合う
設備の更新計画の策定

・設備の劣化状況に応じた適切な保守管理
・経年劣化する設備に対するコストを抑えた更新計画の策定
・安全を確保した設備更新計画の策定

人材育成及び技術継承の推進
・あるべき姿の明確化と技術継承、教育体系の構築
・課題に対して意欲的に取組める環境の整備



２ 鉄道運転事故・輸送障害等の状況

区 分 件 数

鉄道運転事故 ０ 件

輸送障害 ３ 件

インシデント ０ 件

（注１） 鉄道運転事故とは、省令に定められた列車衝突事故、列車脱線事故、鉄道人身障害事故等をいいます。

（注２） 輸送障害とは、列車の運転を休止したもの又は３０分以上の遅延が生じたものをいいます。

（注３） インシデントとは、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。

「輸送障害」は３件発生しました。
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２

項 目 内 容

発生日時 令和３年９月１７日 ８時４１分

発生場所 荒子（名古屋貨物ターミナル）駅

原 因
カラスが高圧線に接触したことにより短絡し、ＪＲ八田変電所からの送電が停
止したため

状 況
荒子（名古屋貨物ターミナル）駅構内で停電が発生したため、貨物列車の発車
ができなくなった。停電が解消し、設備の試験を行い異常はなかった。
この影響で抑止していた当社列車が小本駅を41分遅れで発車した。

列車影響
旅客 運休６本 遅延２０本（５０分～３７分）
貨物 遅延 １本（７３分）

影響人員 １，５００人

●具体的な輸送障害の内容

１

項 目 内 容

発生日時 令和３年６月２２日 ５時４０分

発生場所 中島駅

原 因 戸挟み制御装置の故障

状 況

運転士は、同駅に到着しドアを開としたところ、車両モニタ装置に先頭車両
（Tc2車）のみドアが閉まっている表示を認めた。車両点検をしたところ、当
該車両のドアが全て閉まっていたため、運転指令に報告。再度、点検を行った
がドアが閉まったままであったため、同駅で営業運転を打ち切り、回送列車と
して運転再開。２３分遅れで発車した。

列車影響 旅客 運休１本 遅延１本（２３分）

影響人員 １０人
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項 目 内 容

発生日時 令和３年１２月２７日 ５時４４分

発生場所 荒子川公園駅

原 因 降積雪により可動式ホーム柵のセンサーが異常を検知したため

状 況

運転士は、同駅を発車するためドアを閉としたところ、ホーム柵の異常を知ら
せるランプが点灯したため運転指令に報告した。点検すると、多数のホーム柵
でセンサーが雪による異常を検知していたが、ホーム柵が全て閉扉しており安
全が確認できたため、同駅７分遅れで発車した。その後も多数の列車・駅で同
様の事象が発生した。

列車影響 旅客 運休１１本（うち１本は部分運休） 遅延４９本（５４～３分）

影響人員 １５，０００人



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
（運輸技術部長）

輸送の安全の確保に関する業務を統括する。

担当部長
(名古屋貨物ターミナル駅連動装置更新)

輸送の安全の確保に関する業務のうち、名古屋貨物ターミナル駅連動装置更新に係る
業務を統括する。

運転管理者
（課長補佐（運転担当））

安全統括管理者の指揮の下、運転及び車両に関する事項を統括する。

乗務員指導管理者
（運輸係長）

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。

総務部長 輸送の安全の確保に必要な要員、設備投資及び財務に関する事項を統括する。

総務課長 内部監査及び労働災害事故防止・運転事故防止に係わる施策と資金計画を統括する。

技術課長
安全統括管理者の指揮の下、施設（保線・土木・建築・機械・電力・信号通信）に
関する事項を統括する。

担当課長
(名古屋貨物ターミナル駅連動装置更新)

安全統括管理者の指揮の下、名古屋貨物ターミナル駅連動装置更新に係る業務に関す
る事項を統括する。

社 長

安全統括管理者
（運輸技術部長）

総務部長

運転管理者
（課長補佐（運転担当））

運輸課長 技術課長

３ 安全管理体制

３－１ 安全管理の体制
当社では社長をトップとする安全管理の体制を構築、運用しております。この体制において、
安全統括管理者、運転管理者がそれぞれの責務を明確にした上で、安全確保のための役割を担って
います。

常勤取締役
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乗務員指導管理者
（運輸係長）

総務課長
担当課長

（名古屋貨物ターミナル駅連動装置更新）

担当部長
（名古屋貨物ターミナル駅連動装置更新）



鉄道安全推進委員会

３－２ 鉄道安全推進委員会の開催

安全性の向上と事故防止の効果的な対策・推進を図るため、安全統括管理者を委員長とし、
社長・担当役員及び各課長等が出席した鉄道安全推進委員会を毎月開催しています。
運転事故・労働災害防止に向けた重点実施事項の決定や進捗状況の把握、日々発生した運転
取扱いに対する対応処置、他社で発生した事象に関する社内展開状況の確認やヒヤリハットの
展開状況報告など安全に関する情報の共有化を図っています。
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３－３ 安全管理意識徹底への取組み
●安全輸送期間の設定
ゴールデンウィーク、夏季、年末年始の期間は不慣れなお客さまがご利用されるため
一層の輸送の安全が求められます。
そのため「安全輸送期間」を設定し期間中の安全輸送を完遂できるよう取組事項を定め、
準備期間中に社長をはじめ会社幹部による各現場点検を行い、本期間の重点指導等により
安全・安定輸送の確保を図っています。

●ヒヤリ・ハットの収集及び活用
各職場では、従来より日常業務を進めるうえで、運転事故・労働災害事故につながる
ような「ヒヤリ・ハット」したことを各個人が記録し、職場内会議で報告・対策を実施
しています。
更に「ヒヤリ・ハット」情報は、全て鉄道安全推進委員会に報告され、対策の実効性
の確認を行います。
また、訓練会及びグループウェアへの掲出により社内展開を図っています。
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会社幹部による現場点検



３－４ 安全管理体制に対する内部監査の実施

運輸安全マネジメント内部監査規程に基づき、経営管理部門及び現業実施部門の双方に対し
運輸の安全に関する内部監査を実施しています。社長、安全統括管理者、関係役員、関係課長、
現業責任者等へのヒアリングを実施し、必要な文書の整備、教育・訓練、検査・確認の実施状
況等の監査を行い、安全管理体制が適切に運営され、機能していることを確認しています。
また、運輸安全マネジメント内部監査員の養成研修に参加し社員の育成に努めています。
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４ 安全確保のための取組み

４－１ 輸送の安全確保
●運転指令
駅の信号や分岐器の制御をコンピューターでプログラムされたダイヤ情報をもとに自動
制御するPRC（プログラム進路制御装置）により列車運行を集中的に管理しています。
異常時には、運転指令と運転士との間で列車無線を使用して運転時刻や着発線の変更通告や
情報伝達を行い、迅速な対応に取り組んでいます。
また、列車無線設備は、省令改正に対応するための改修を実施し、地上設備の更新は完了、
令和３年度より車両に搭載した列車無線装置の取替を順次実施しています。
また、運転士には会社が貸与した業務用携帯電話を所持させ列車無線の不通時にも備えています。
●電気指令
電力・信号通信設備の状態を一元で監視し、変電所の遠隔監視制御を行っています。

●運転士
動力車操縦者運転免許の矯正眼鏡使用条件、医学適性検査、睡眠時無呼吸症候群（SAS）
の検査、乗務前・仮眠後・乗務終了後のアルコール検査、予備メガネの所持等、基準に
則った確認を実施し、輸送の安全の確保に取組んでいます。

15

電力管理システム取替された車両の列車無線装置



仕業検査

●車両保守
車両の使用状況に応じて定期的に車両の検査を実施しています。各装置の状況を確認する
仕業検査(１０日以内)、消耗品の定期的な交換等を行う交番検査(3ヵ月以内)を実施しています。
また車両を分解し検査・メンテナンスを行う重要部検査(４８ヵ月以内)・全般検査(９６ヵ月
以内)および車輪の摩耗を修正する車輪削正を一部委託を含め実施しています。

交番検査

●鉄道施設保守（電気）
電力および信号通信設備の点検は、社内規程に定められた周期・基準により実施しています。
また、装置の機能を維持し耐用年数の延長を図るためのオーバーホールや、耐用年数が近づいた
機器の更新および部品取替を実施しています。

信号設備点検 電車線設備点検 16



●鉄道施設保守（保線・施設）

線路設備や構造物の保守は、社内規程に定められた周期・基準により実施しており、
設備の状況にあわせて補修を行います。また、カラスがバラスト（砕石）をレールに置く
置石を防止するため、バラストネットを設置しています。

17

ポイント部分の計測・点検バラストネットの設置



レール温度表示器レール温度検知器

●気象条件対応（雨・風・レール温度）
雨量、風速が規制値を超えると各監視装置からの警報が指令室の運行表示盤に表示され
指令員から一斉に徐行・運転中止の指示を行っています。
夏季期間には、レール温度が上昇し線路に異常が生じる可能性があることから、レール温度
検知器を設置し温度管理を行い、基準値以上になった場合は線路点検を実施しています。

●地震発生時の安全確保
地震が発生し規制値を超えると地震計測装置からの警報が指
令室の運行表示盤に表示され指令員から一斉に徐行・運転中止
の指示を行っています。あおなみ線では構造物被害との相関が
より高い「計測震度※」を規制値として利用し、正確な状況把
握と運転再開の指標にしています。
そのほか運転士に貸与している業務用携帯電話で、緊急地震
速報を受信できる設定とし、速報を受信した運転士は列車を直
ちに停車させ、お客さまの安全を確保するとともに、迅速に連
絡できる体制を整備しています。 18

雨量警報装置 風速表示器

地震計測装置

表示部拡大

表示部拡大

※計測震度
地震の強さ・揺れの継続時間な
どから計算される指標のこと。
構造物に対しての被害の影響度を
測ることができる。



●定位置停止装置（ＴＡＳＣ：Train Automatic Ｓtop Control）及びホームドア連動装置
列車を駅の所定停止位置へ停車させるためのブレーキ制御、及び車両とホームドア開閉の
連動制御を行うことで停止位置の行き過ぎやドア開方向の誤りなどヒューマンエラーを防止
しています。

●巨大地震発生時の対応準備
南海トラフ地震が発生した場合に対応した地震防災対策計画と事業継続計画（ＢＣＰ）
により、リスク管理体制の強化を図っています。
なお、平成３０年より津波浸水対策として、潮凪ふ頭にある潮凪車庫(車両基地)に留置して
いる車両を高架上の本線へ疎開させる訓練を行っています。

●緊急列車停止装置（ＥＢ： Emergency Brake）
列車走行中に運転士が何らかの理由により列車の運転操作ができなくなった場合、列車の安全
確保のために緊急に自動停止させる装置です。
運転士が機器操作を３０秒間行わなかった場合、運転士に対しブザー、表示灯などで警報を
発し、その後も操作されない場合に非常ブレーキが動作し列車を停止させます。

19

●自動列車停止装置（ＡＴＳ： Automatic Train Stop）
列車の速度を連続的に照査し、停止信号を行き過ぎる場合、カーブ制限速度を超過する場合
に非常ブレーキが動作するＡＴＳ－ＰＴ型を全線に導入しています。



４－２ 人材の育成

●各種研修会・講習会への参加
鉄道総合技術研究所、日本鉄道運転協会、中部鉄道協会、日本鉄道電気技術協会など
が開催する各種研修会・講習会に積極的に参加し、業務知識の向上、最新の技術・情報
の取得に努めています。
運転業務研修会、運転法規研修講座、運転設備研修講座、運転関係指導者講習会、
車両講習会、土木講習会、電気講習会、電食防止講習会等に参加し、習得した知識は
訓練会、課内会議等で発表、報告し水平展開しています。

●意見交換会
経営トップと現場社員との意見交換会を毎年実施しており、若手社員だけでなく
ベテラン・中堅社員も参加し、意見の進言や課題の提言に対して意見を交わしました。
なお、この場で出された安全に対する意見については、順次対策を図っています。
令和３年度は１６件の意見が発表されました。また、提案から妊娠中や乳幼児を
お連れのお客様、障がいをお持ちのお客さまへのご案内強化として、駅床面への案内
表示を追加する取り組みを実施しました。

20

意見交換会 駅床面への案内表示



●社員の安全確保
線路設備・車両修繕等の保守業務においては触車、感電、墜転落、交通事故など重大

な労働災害が発生するおそれがあります。このため、作業開始前、作業における危険要
因を共有化し、労働災害防止意識を喚起するためＳＫY（ショート危険予知）を実施し、
更なる危険予知力を高めるためのＫＹＴ（危険予知トレーニング）研修を実施していま
す。
また、潮凪車庫（車両基地）内に設けた架線実習線で、本線上では出来ない安全教育

の充実を図るほか、社用車にドライブレコーダーを設置し社員の交通安全意識向上に努
めています。

●若手社員を中心としたプロジェクトの推進
業務課題の解決に向け、若手社員を中心とした各種プロジェクトを立ち上げ、調整力・

課題解決力を発揮できる人材の育成を図っています。

ＫＹＴ研修 プロジェクト発表会

21



４－３ 異常時対応訓練
●車内および駅構内での異常時対応強化

お客さまの安全を確保するための各種訓練を実施しています。令和3年度は、鉄道を標的と
した傷害事件が複数発生したことを受け、車内、駅構内それぞれにおいて刃物を持った
不審者がいる想定で、愛知県警察との不審者対応合同訓練を初めて実施しました。

22

車内に刃物を持った不審者がいる想定での訓練

駅構内に刃物を持った不審者がいる想定での訓練
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●初動対応訓練
異常事態が発生した際に、各部署が的確に対応できるよう合同訓練を実施しています。
令和３年度は、架線に付着した支障物により車両のパンタグラフ（集電装置）や電車線設
備が損傷した想定で初期対応から運転再開までのシミュレーション訓練を実施しました。

●雪害対応講習会
ホーム柵のセンサーが降積雪を異常と検知した場合の取扱いや、融雪剤の使用方法などの講

習を実施しています。



故障時対応訓練

24

●営業用車両による訓練
輸送障害による運転中止区間を最小限にするため、可能な限り列車運行を継続させること

を目的に、線路設備を有効活用した荒子駅での折返し訓練を実施しています。
また、車両故障時に確実な処置ができるように、令和３年度は車両ドアが故障したという

想定で、故障時対応訓練を実施しました。

荒子駅での折返し訓練

●車両疎開訓練
潮凪ふ頭にある潮凪車庫(車両基地)の津波冠水を想定し、留置車両を高架の本線上に疎開
させる訓練を実施しています。また、合わせて退行運転(本来の進行方向と逆方向に運転する
取扱い)の訓練を実施しています。

潮凪車庫（車両基地）海抜状況

稲永駅
海抜９．６ｍ

金城ふ頭駅
海抜１６．１ｍ

退行運転による運転

潮凪車庫(車両基地)
海抜 5.5m



●保守用車救援訓練
保守用車が作業中に故障し自力走行できなくなった際に、列車運行への支障を最小限に
するため、営業用車両を使用し、故障した保守用車を連結してけん引する訓練を実施しています。

●電車線作業における基本動作訓練・中継信号機取替訓練
新人社員を対象に電車線作業の基本動作として、線路内作業での注意点等を机上で説明
し、架線実習線では検電や接地取付・取外しの実践的な取扱い訓練や、中継信号機の滅灯
を想定したＬＥＤユニット交換の訓練を実施しています。

接地器具取扱い訓練 中継信号機取替訓練

25
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●飛来物除去棒取扱訓練
架線にビニール等が付着した際、列車の運行が出来なくなるので、速やかに撤去し早期

に運転再開するため、線路上から除去棒を使い飛来物を撤去する訓練を実施しています。
あわせて感電・触車事故防止教育も実施しています。

飛来物除去棒取扱訓練実際に飛来物が支障した場面
（平成３０年）

●防潮扉取扱訓練
台風等により高潮が発生する恐れがある時、野跡駅に設置されている防潮扉を取扱う

必要があることから、取扱訓練を実施しています。



可動式ホーム柵 ホームドア

４－４ お客さまの安全確保
●ホーム柵の設置
平成１６年１０月の開業より、プラットホームからの転落事故等を未然に防ぐため、
全駅に可動式ホーム柵（金城ふ頭駅では防風機能を備えたホームドア）を設置しております。
車両とホームドアの間にお客さまが取り残されていることを確実に検知させるため、
金城ふ頭駅のホームドア更新に併せて光電センサから３Ｄセンサーに変更しています。

27

更新後の３Ｄセンサー ３Ｄセンサー検知範囲イメージ
（立面図）

戸袋戸袋

ホームドア扉
左

ホームドア扉
右

３Ｄセンサー検知範囲イメージ
（平面図）
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乗降口の注意喚起標示 ホーム側のホーム柵両側に注意喚起標示

●隙間及び段差への注意喚起標示
プラットホームと車両の隙間が広い一部の乗降口については、注意喚起の標示や塗色を

行っています。また、視覚に障害をお持ちの方が階段の段差を判別できるよう「段鼻シール」
を貼付しています。

段鼻シール

●目の不自由なお客さまへの案内表示
目の不自由なお客さまへの乗降位置表示として、可動式ホーム柵の開口部左脇に点字付き

号車ドア案内シートを貼付しています。



戸袋引き込まれ防止ステッカー 貼付部拡大

●戸袋引き込まれ防止ステッカーの貼付
車両のドア開閉時に、お客さまの手や荷物を戸袋内に引き込まれてしまう事故を防止
するため、ドアと戸袋の隙間への注意を促すためステッカーを貼付しています。

29

プラットホーム先端ミラー 車いすご利用のお客さまに
お待ちいただくスペース

●車いすスペース標示・ミラー設置
すべての駅のプラットホーム上に、車いすをご利用のお客さまがお待ちいただくスペース
を標示し、あわせて運転士が確認しやすいよう、プラットホーム先端にミラーを設置する
ことで、車いすをご利用のお客さまが安全に乗車できるように取り組んでいます。
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●援助が必要な方のための取り組み
内部障害や難病の方を始め、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方々に
対して、周囲の方に思いやりのある行動をお願いするため、ヘルプマークを優先席付近に貼付し
ています。

優先席窓ガラスに貼付のヘルプマーク ヘルプマーク拡大

車内設置の非常通報器

●緊急時の連絡方法
お客さまが緊急時や不審者・不審物を発見した場合、速やかに連絡できるよう各駅のプラット
ホームにインターホンを設置するとともに、設置場所が直ぐにわかるよう標示しています。
また、車内に運転士と通話が出来る非常通報器を各車両２箇所に設置しています。

インターホン標示プラットホーム設置のインターホン



●エスカレーター上部での滞留防止
エスカレーターの降車口にお客さまが立ち止まらないように案内標示を設置しています。

31

エスカレータ―上部の滞留防止案内 金城ふ頭駅 名古屋駅

プラットホーム・コンコース設置のカメラ

●カメラの設置
ご利用のお客さまの安全確保のため、各駅改札付近・プラットホーム・コンコース等に

カメラを設置し、セキュリティ強化を図っています。



現地の状況を把握しながらのお客さま応対

●駅員無配置駅の対応
駅員無配置駅では、プラットホームに加え券売機や改札口付近へのインターホン及び
状況を映像で把握できるカメラを設置し、お客さまとのスムーズな応対を行っています。

32

●ＡＥＤ(自動体外式除細動器)の設置・普通救命講習
ＡＥＤを、全駅に設置しています。また、運転士や駅員を中心にサービス介助士資格の
取得・更新を実施しており、当社普及員による普通救命講習を実施しています。
(サービス介助士８名・応急手当普及員５名)

稲永駅設置のＡＥＤ
普通救命講習
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車内ポスター

●鉄道テロ対策
「見せる警備・利用者の参加」を軸とし、車内ポスター掲出や一部の駅に設置しているゴミ箱
はシースルー化で鉄道テロ対策に取り組んでいます。

４－５ レールの更新
安全と快適な乗り心地の確保のために、計画的にレール交換を進めております。
令和３年度は、延べ1,559ｍを交換しました。

レール交換作業

中身が見えるゴミ箱
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高架構造物耐震補強工事実績

４－６ 高架構造物の地震対策
ささしまライブ駅～港北駅間の高架構造物において耐震補強工事を実施しています。今後も、
柱鋼板巻き、落橋防止の工事を継続していきます。

前年度までに施工済 令和３年度施工 未施工

柱鋼板巻き（本） １５６ ０ ２９

落橋防止工（連） ３９ ０ １

施工箇所

耐震補強工事（柱鋼板巻） 左：施工前 右：施工後

４－7 高架構造物の剥落対策
ささしまライブ駅～港北駅の高架橋は、建設から5０年程経過している区間もありコンクリート
劣化の進んでいる箇所が見受けられるため、定期的な打音検査に基づき表面保護工法によるコンク
リート剥落対策を順次実施しています。令和３年度は、南荒子～中島駅間をはじめ、構造物６ヵ所
に対して施工しました。

対策工事前 対策工事後

施工箇所
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５ 新型コロナウイルス感染症対策
●お客さまの感染対策
駅員配置駅では窓口に飛沫防止用ビニールカーテンや消毒液を設置するとともに全駅の
券売機・改札機及び車両を消毒用アルコール、次亜塩素酸ナトリウム希釈水を用いて定期的
に消毒を行っています。
令和３年度は駅設備（券売機、改札機、エスカレーター・階段の手摺り等）及び車両

（手摺り、つり革、ガラス、座席シート部等）に抗菌・抗ウイルス加工を実施しました。

券売機等の消毒

車両の抗菌・抗ウイルス加工

駅窓口のビニールカーテン

エスカレーター手すりの抗菌・抗ウイルス加工



食堂のアクリル板設置

●社員の感染対策
出勤前・出勤時の体温確認、勤務中のマスク着用（※） 、こまめな手洗い・アルコール
消毒を実施しています。また職場内では飛沫を防止するアクリル板を設置しています。
また、乗務員が車内清掃の際、手指等の消毒を行うために除菌シートを配備しました。

※熱中症対策のため、お客さまと接しない業務において、マスク等を外す場合があります。

出勤時の体温確認マスクを着用した応対

36
運転台に除菌シートの配備



６－２ 連絡先
安全報告書へのご感想、当社の安全への取組みに対するご意見をお寄せください。

６－１ 関係者との協働
名古屋臨海高速鉄道（株）では、地元の自治体、警察、消防と協力し交通安全・放置自転車追
放・痴漢撲滅キャンペーン等チラシの配布、ポスター掲出等の広報啓発活動を行っております。

６ その他
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電話による受付
電 話 ０５２－３８３－０９６０
受付時間 ９：００～１７：３０（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

ホームページ、ＦＡＸからの受付
ホームページ https://www.aonamiline.co.jp/

画面最下段の「お問い合わせ」内にある「お問い合わせフォーム」にて受付
ＦＡＸ ０５２－３８３－０９５６

受付時間 ２４時間（夜間、土日祝日、年末年始は翌営業日以降の対応となります。）


