
 

令和元年度 輸送の安全に関する公表（軌道事業） 

 

１ はじめに 

 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第１９条の４、鉄道事業法施行規則（昭和６２年運

輸省令第６号）第３６条の９及び鹿児島市交通局電車安全管理規程（平成１９年交通局規程第

２号）第２条第３項の規定に基づき、令和元年度の鹿児島市交通局軌道事業における輸送の安

全に関する情報を公表します。 

 

２ 安全方針 

(1)  常に安全意識を高く持ち、お客様の安全の確保を最優先します。 

(2)  関係法令等決められたルールを遵守します。 

(3)  安全を守るための取り組みを絶えず見直し改善します。 

 

３ 行動規範 

(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。 

(4)  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、速やかに安全適切な処置をと

る。 

(5)  情報は漏れなく迅速かつ正確に伝え、透明性を確保する。 

(6)  常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦する。 

 

４ 令和元年度安全重点施策 

(1)  安全輸送への積極的な姿勢を向上させるため、事故分析等を活用した教育を充実させ、事故

件数を対前年度比１０％削減します。 

(2)  緊急時の確実な連絡体制及び対応を目指し、充実した教育訓練を実施します。 

(3)  輸送の安全を確保するため、万全な体調管理に努めます。 

(4)  軌道施設の巡視により異常個所等の早期発見に努め、速やかな補修を行い「輸送障害」を発

生させません。 

 

５ 令和元年度安全重点施策の達成状況 

(1)  ドライブレコーダー画像等事故分析を活用した教育を研修内で実施したが、事故件数は前年

度に比べ３件増となった。 

(2)  ６月に実施した脱線復旧訓練において、連絡体制の確認・乗客等の救助や避難誘導等につい

て、また、１２月に実施した脱線復旧訓練では、現場保全及び安全確保について充実した教育

訓練を実施した。 

(3)  毎日の出勤点呼時に司令による健康状態のチェックを行ったほか、心身の健康について保健

師との面談を実施した。また、年１回の定期健康診断、身体機能検査及びストレスチェック診

断と３年に１回の睡眠時無呼吸症候群簡易検査を実施し、健診結果を把握することで健康への

意識を高め、体調管理に努めた。 



 

(4)  軌道施設に係る「輸送障害」は発生していない。 

 

６ 事故等に関する情報 

(1)  軌道運転事故 

重大な軌道運転事故（軌道事故等報告規則第３条第１項（速報））に該当するものは発生し

ていません。 

過去５年間の軌道運転事故の発生件数と死傷者数の推移 

年度 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 令和元年 

事故件数  6件  5件  8件 10件  7件 

死傷者  3人  4人  5人  9人  5人 

うち死者  0人  0人  0人  0人  0人 

(2) 輸送障害 

１件発生しました。 

（令和元年 7月 25日（木）） 

(3)  電気事故 

発生していません。 

(4)  災害（地震や暴風雨、豪雪等） 

大雨による土砂崩壊のおそれのため一部運休しました。 

（令和元年 7月 3日 14時 00分～7月 4日 17時 00分、1系統郡元～谷山間） 

(5)  インシデント（重大事故につながりかねない案件） 

１件発生しました。 

（令和元年 5月 17日（金）） 

    

７ 輸送の安全確保のための取組 

(1)  人材対策 

(ｱ) 電車事業課 運輸係 

 研 修 名 期  間 受講者数 

1 春の全国交通安全運動によせての研修（合同） 5月 14日～ 5月 16日 104名 

2 臨時現任教養研修（重大インシデントを受けて） 6月 05日～ 6月 07日 107名 

3 臨時現任教養研修（事故惹起者） 6月 12日～ 6月 14日 1名 

4 脱線復旧訓練 6月 27日 19名 

5 臨時現任教養研修（事故惹起者） 6月 30日～ 7月 01日 1名 

6 業務視察 9月 04日 3名 

7 秋の全国交通安全運動によせての研修 (合同) 9月 10日～ 9月 12日 101名 

8 現任教養研修(運転技能訓練) 9月 17日～ 9月 20日 29名 

9 臨時現任教養研修（接遇フォローアップ） 9月 20日～ 9月 21日 1名 

10 現任教養研修(運転技能訓練) 10月 28日～10月 30日 16名 

11 臨時現任教養研修(司令・監督) 10月 30日～11月 01日 13名 



 

12 臨時現任教養研修（運転取扱フォローアップ） 11月 21日、11月 23日 1名 

13 臨時現任教養研修（長期休暇者）※病休 11月 26日～11月 27日 1名 

14 業務視察 12月 06日～12月 07日 2名 

15 年末年始輸送安全総点検 12月 09日～12月 12日 111名 

16 脱線復旧訓練 12月 12日 12名 

17 臨時現任教養研修（長期休暇者）※育休 12月 12日～12月 18日 1名 

18 臨時現任教養研修（事故惹起者） 12月 13日～12月 14日 1名 

19 仮設分岐器研修 1月 27日～ 1月 30日 95名 

20 臨時現任教養研修（単独乗務フォローアップ） 3月 26日、27日、30日 2名 

(ｲ) 電車事業課 車両係 

 研 修 名 期  間 受講者数 

1 車両係新人研修 4月 02日～ 4月 16日 1名 

2 春の全国交通安全運動によせての研修（合同） 5月 14日～ 5月 16日 22名 

3 車両係現任教養研修 5月 22日 16名 

4 業務視察（長崎電気軌道） 5月 27日～ 5月 28日 1名 

5 車両係現任教養研修 5月 30日 11名 

6 臨時現任教養研修（重大インシデントを受けて） 6月 05日～ 6月 07日 20名 

7 脱線復旧シナリオ研修 6月 26日 9名 

8 脱線復旧訓練 6月 27日 13名 

9 車両係新人研修 6月 28日 1名 

10 フォークリフト運転技能講習 7月 01日～ 7月 05日 2名 

11 アーク溶接等研修 7月 08日～ 7月 10日 2名 

12 クレーン運転技能研修 7月 29日～ 7月 30日 1名 

13 両替器メンテナンス研修 8月 22日 11名 

14 車両係新人教養研修 9月 30日 1名 

15 両替器メンテナンス研修 10月 24日 7名 

16 現任教養研修（運転技能訓練） 11月 06日～11月 07日 7名 

17 年末年始輸送安全総点検 12月 09日～12月 12日 22名 

18 脱線復旧訓練 12月 12日 11名 

19 車両係現任教養研修 12月 19日 3名 

20 車両係現任教養研修 12月 24日 10名 

21 仮設分岐器研修 1月 27日～ 1月 30日 8名 

(ｳ) 電車事業課 施設係 

 研 修 名 期  間 受講者数 

1 施設係（軌道）新人研修 4月 01日 1名 

2 構造物検査等研修 4月 09日 7名 

3 芝刈作業における芝刈装置各種装置操作研修 4月 15日 2名 

4 ガス溶接技能講習 4月 24日～ 4月 25日 2名 



 

5 玉掛け技能講習 5月 13日～ 5月 15日 1名 

6 春の全国交通安全運動によせての研修（合同） 5月 14日～ 5月 16日 17名 

7 研削といしの取替え等の業務の特別教育 5月 22日 1名 

8 臨時現任教養研修（重大インシデントを受けて） 6月 05日～ 6月 07日 15名 

9 脱線復旧訓練 6月 27日 9名 

10 構造物検査等研修 7月 10日 7名 

11 芝刈作業における芝刈装置各種装置操作研修 8月 01日 2名 

12 転てつ機調整研修 8月 22日 11名 

13 芝刈作業における芝刈装置各種装置操作研修 9月 03日 1名 

14 他事業所視察技術研修（熊本市交通局） 9月 26日～ 9月 27日 2名 

15 年末年始輸送安全総点検 12月 09日～12月 12日 17名 

16 脱線復旧訓練 12月 12日 10名 

17 教育・訓練研修 12月 24日 7名 

18 施設係（軌道）新人研修 1月 06日 1名 

19 仮設分岐器研修 1月 27日～ 1月 30日 10名 

20 教育・訓練研修 2月 13日 8名 

     

   

春の全国交通安全運動合同研修           脱線復旧訓練 

年末年始輸送安全総点検 

８ 輸送の安全のために講じた措置 

 （施設対策） 



 

・笹貫 5号踏切道保安設備の更新を行いました。 

・脇田変電所高圧ケーブルの改修を行いました。 

・鹿児島駅前停留場整備事業に伴う軌道や架線、信号設備等の仮設工事を行いました。 

・市道中央通線軌道敷内の舗装改修を行いました。 

・南鹿児島駅前停留場（下り）の上屋改修を行いました。 

 

９ 輸送の安全に関する投資額 

項  目 令和元年度実績 主なもの 

安全運行対策等に係る費用 46,768千円 車庫内警備委託業務費、視察出張

旅費、損害保険料等 

運行管理機器の整備・保守に係る費用 4,556千円 もくいく手数料等 

車両の整備に係る費用 145,905千円 車両修繕、リフティングジャッキ

増備等 

施設設備等（架線）の整備に係る費用 32,099千円 笹貫５号踏切道保安設備更新工事

等 

施設設備等（軌道）の整備に係る費用 343,585千円 鹿児島駅前停留場整備事業に伴う

各種仮設工事等 

   

１０ 行政処分の情報 

   行政処分はありません。 

  

１１ 安全に関する内部監査 

 運輸の安全マネジメントの実施状況を点検するため、局内の職員で構成された監査チームに

よる内部監査を実施しました。 

 (1) 目的 

関係法令及び安全管理文書が適合し、その実施体制・手順が確立され、ＰＤＣＡサイクルが

適切に機能しているか、安全管理体制上、どのような効果を得られているかを確認する。 

 (2) 実施日 

令和２年３月２３日 

 (3) 監査の結果（所見等）     

輸送の安全確保に関する態勢の維持管理に努めており、指摘すべき問題点は見当たらなかっ

た。 

 

１２ 安全統括管理者に関する情報 

  安全統括管理者（軌道事業） 電車事業課主幹（運輸係長） 

 

１３ 鹿児島市交通局電車安全管理規程 

別紙のとおり 

  



 

別紙 

○鹿児島市交通局電車安全管理規程（平成１９年交通局規程第２号） 

 

目次 

第１編 総則 

第１章 目的等(第１条) 

第２章 輸送の安全を確保するための基本的な方針等(第２条) 

第３章 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制 

第１節 輸送の安全の確保に関する組織体制(第３条・第４条) 

第２節 安全統括管理者等の責務(第５条―第１１条) 

第４章 輸送の安全の確保に関する事業の実施及び管理の方法(第１２条―第１９条) 

第２編 輸送業務の実施に係る管理の方法 

第１章 運転の管理(第２０条―第２８条) 

第２章 軌道施設の管理(第２９条―第３２条) 

第３章 車両の管理(第３３条―第３５条) 

 付則 

第１編 総則 

第１章 目的等 

(目的等) 

第１条 この規程は、軌道法(大正１０年法律第７６号)第２６条において準用する鉄道事業法(昭

和６１年法律第９２号。以下「法」という。)第１８条の３第２項の規定に基づき、輸送の安全を

確保するために遵守すべき事業の運営の方針、事業の実施及び管理の体制、方法を定め、安全管

理体制を確立し、輸送の安全の水準の維持及び向上を図ることを目的とする。 

２ 輸送の安全の確保については、軌道法及び同法において準用する法その他の輸送の安全に関す

る法令の規定のほか、この規程の定めるところによる。 

 

第２章 輸送の安全を確保するための基本的な方針等 

(安全に関する基本的な方針) 

第２条 交通事業管理者(以下「事業管理者」という。)及び主幹以上の職務にある者(以下「管理

職」という。)は、安全第一の意識をもって事業活動を行える体制の整備に努めるとともに、軌道

施設、車両及び職員(嘱託を含む。以下「職員等」という。)を総合活用して輸送の安全を確保す

るための管理の方針その他事業活動に関する基本的な方針は、次項の規定によるものとし、必要

に応じ見直すものとする。 

２ 事業管理者及び職員等の安全に係る行動規範は、安全綱領に定めるもののほか、次に掲げると

おりとする。 

(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。 

(4) 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、速やかに安全適切な処置をと

る。 



 

(5) 情報は漏れなく迅速かつ正確に伝え、透明性を確保する。 

(6) 常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦する。 

３ 第１項の方針に基づき策定した軌道施設及び車両等に係る安全性の維持及び向上のための施策

は、適宜見直すものとし、当該施設及びこれに基づく取組の実績その他安全に関する情報につい

ては、毎年度、これをとりまとめ安全報告書として公表する。 

 

第３章 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制 

第１節 輸送の安全の確保に関する組織体制 

(事業管理者等の責務等) 

第３条 事業管理者は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。 

２ 事業管理者及び管理職は、輸送の安全を確保するための運輸事業の実施及び管理の体制を整備

するとともに、運輸事業の実施及び管理の方法を定める。 

３ 事業管理者及び管理職は、運輸事業の遂行に際し、設備、輸送、要員、投資、予算その他の必

要な計画の策定に際し、次条に掲げる者その他必要な責任者に対し、安全性及び実現可能性の観

点からの検証を行わせる。 

４ 事業管理者及び管理職は、輸送の安全を確保するため、運輸事業の実施及び管理の状況を把握

し、必要な改善を行う。 

５ 事業管理者及び管理職は、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重するものとす

る。 

６ 事業管理者及び管理職は、事故、事故のおそれがある事態、災害その他輸送の安全確保に支障

を及ぼすおそれのある事態(以下「事故・災害等」という。)の規模又は内容等に応じ、事故対策

本部の設置や責任者、対応方法その他必要な事項を定め、職員等に周知・徹底を図る。 

７ 事業管理者及び管理職は、設備等の整備について、必要な措置が講じられるよう関係行政機関

に要請を行う。 

(組織体制) 

第４条 鹿児島市交通局(以下「局」という。)の輸送事業における安全の確保に関する体制は、別

図１に示すとおりとし、各々の責任者の役割及び権限は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 安全統括管理者 輸送の安全の確保に関する業務を統括する。 

(2) 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する。 

(3) 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。 

(4) 施設管理者 安全統括管理者の指揮の下、軌道施設に関する事項を統括する。 

(5) 車両管理者 安全統括管理者の指揮の下、車両に関する事項を統括する。 

(6) 次長 輸送の安全の確保に必要な設備投資、人事、財務に関する事項を統括する。 

(7) 電車事業課長 安全統括管理者を補佐し、運輸、車両、施設の業務を統括する。 

２ 前項第 1号から第 5号までに規定する者の選任及び解任等については、これを職員等に周知す

ることにより輸送の安全に関する責任体制を明確にする。 

３ 第１項の安全統括管理者及び運転管理者その他の管理者は、輸送の安全の確保に関し、運転、

軌道施設又は車両の計画に必要な基礎的情報その他の必要な情報に係る相互の連絡を緊密にし、

打ち合わせを正確に行うことにより、各々の業務を適切に遂行し、及び管理する。 



 

４ 各管理者が事故等によりその職務が遂行できない場合には、当該管理者の役職の次席に相当す

る者又は他の管理者が臨時にその職務を代行する。 

 

第２節 安全統括管理者等の責務 

(安全統括管理者の選任及び解任) 

第５条 安全統括管理者は、法及び軌道法施行規則(大正 12年内務・鉄道省令)第 37条において準

用する鉄道事業法施行規則(昭和 62年運輸省令第 6号。以下「規則」という。)で定める要件を満

たす者のうち、安全に関して十分な知識及び経験を有する者の中から選任する。 

２ 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該管理者を解任す

る。 

(1) 人事異動等により安全統括管理者の要件を満足しなくなったとき。 

(2) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。 

(3) 身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。 

(4) 関係法令等に違反する等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安

全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。 

(安全統括管理者の責務) 

第６条 安全統括管理者は、輸送の安全の確保に関し、次に掲げる責務を負う。 

(1) 軌道施設、車両、運転取扱いの安全性及び相互の部門間の整合性を確保するとともに、安全

確保を最優先し、輸送業務の実施及び各管理部門を統括管理すること。 

(2) 職員等に対し、輸送の安全に関する法令及び関連する規程(この規程を含む。以下「法令等」

という。)等の遵守及び安全第一の意識を徹底させること。 

(3) 輸送業務の実施及び管理の状況について、随時、確認を行い、必要な改善の措置を講じるこ

と。 

(4) 輸送の安全の確保に関する事業運営上の重要な決定に参画し、事業管理者、管理職及びその

他必要な責任者に対し、輸送の安全の確保に関し、その職務を行う上での必要な意見を述べる

こと。 

(5) 輸送の安全の確保に関し、事故・災害等その他必要な情報を収集し、運転管理者その他必要

な管理者に周知し又は必要な指示を行うこと。 

(運転管理者の選任及び解任) 

第７条 運転管理者は、規則で定める要件を満たす者から選任する。 

２ 第５条第２項の規定は、運転管理者の解任について準用する。 

(運転管理者の責務) 

第８条 運転管理者は、運転関係の係員、軌道施設及び車両を総合的に活用し、安全で安定した輸

送を確保するため、運行計画の作成及び改定、乗務員及び車両の運用、車両の運行の管理並びに

乗務員の育成及び資質の保持その他運転に関する業務を管理する責務を負う。 

２ 運転管理者は、運転に関する業務のうち、乗務員の資質の保持に関するものを補佐させるた

め、乗務員を管理する地位にある者の中から乗務員指導管理者を指名し、原則として運転司令を

もって充てる。 

３ 乗務員指導管理者は、運転管理者の命を受けて、次に掲げる業務を行う責務を負う。 

(1) 乗務員の資質(適性・知識及び技能)の維持管理に関する事項 



 

(2) 乗務員の資質の充足状況に関する定期的な確認及び報告に関する事項 

４ 乗務員指導管理者は、運転管理者が選任し、安全統括管理者に報告する。 

５ 運転管理者は、輸送計画その他必要な計画の検討に当たり、その他の管理者と連携を取り、運

転関係の係員並びに軌道施設及び車両の状況その他の事項を総合的に勘案し、安全性及び実現可

能性の検証を行う。 

６ 運転管理者は、輸送の実施に当たっての安全の確保に関し、線路閉鎖作業及び異常時の運転取

扱い等については、施設管理者及び車両管理者との連絡及び調整を密に行う。 

７ 運転管理者は、運転関係の係員に対する教育・訓練を適切に管理する。 

８ 運転管理者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者との連絡及び調整を密にする。 

９ 運転管理者は、輸送の安全の確保に関し、必要な情報を安全統括管理者その他必要な責任者に

伝達し、又は必要な情報を受ける。 

(施設に関する管理者の責務) 

第９条 施設管理者は、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのないよう軌道施設を維持管理する

ため、次に掲げる業務を管理する責務を負う。 

(1) 軌道施設の新設、改良又は保守(以下「工事等」という。)に係る管理体制及び整備・維持管

理計画の作成及び変更に関する事項 

(2) 軌道施設及び車両の構造及び仕様並びに運転取扱いに係るそれぞれの整合性の確保に関する

事項 

(3) 軌道施設の工事等に係る作業を行う場合の安全確保に関する事項 

(4) 車両の運転の安全に直接影響を与える軌道施設の状態及び線路の保全に影響のある気象情報

など、運転管理のために必要となる情報の伝達に関する事項 

(5) 工事、検査及び保守作業に係る要員の資質の維持・管理に関する事項 

２ 施設管理者には、施設係長をもって充てる。 

３ 施設管理者は、整備・維持管理計画その他必要な計画の検討に当たり、施設関係の係員、設備

の状況その他の事項を総合的に勘案し、安全性及び実現可能性の検証を行う。 

４ 施設管理者は、施設関係の係員に対する教育・訓練を適切に管理する。 

(車両に関する管理者の責務) 

第１０条 車両管理者は、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのないよう車両を維持管理するた

め、次に掲げる業務を管理する責務を負う。 

(1) 車両の構造、機能の改良、維持に係る管理体制及び整備、維持管理計画の作成及び変更に関

する事項 

(2) 車両及び施設の構造及び仕様と運転取扱いに係るそれぞれの整合性の確保に関する事項 

(3) 車両の運行に充当する車両の検査及び運行計画との調整に関する事項 

(4) 車両の工事・検査及び保守作業に係る要員の資質の維持・管理に関する事項 

２ 車両管理者には、車両係長をもって充てる。 

３ 車両管理者は、車両計画その他必要な計画の検討に当たり、車両関係の係員及び設備の状況そ

の他の事項を総合的に勘案し、安全性及び実現可能性の検証を行う。 

４ 車両管理者は、車両関係の係員に対する教育・訓練を適切に管理する。 

(次長の責務) 



 

第１１条 次長は、設備投資、予算計画及び要員計画その他必要な計画の検討に当たり、職員及び

設備の状況その他の事項を総合的に勘案し、安全性及びその実現可能性の検証を行う。 

 

第４章 輸送の安全の確保に関する事業の実施及び管理の方法 

(業務報告) 

第１２条 安全統括管理者は、輸送の安全確保に関する業務を統括管理するため、業務の実施に関

し、不安全行動など安全を損なう事態及び事故の防止対策に有効な情報などを運転管理者その他

の責任者から随時報告を求める。 

２ 職員等は、輸送の安全の確保に関し、相互に必要な情報を伝達する。 

(事故防止対策の検討) 

第１３条 安全統括管理者は、事故・災害等、その他輸送の安全確保に資する情報を分析及び整理

し、事故防止対策の検討を行う。 

２ 安全統括管理者は、前項の検討を通じて、不安全事象の再発防止又は安全意識の向上の観点か

ら、輸送業務に携わる者に周知することが重要である事項については、職員等が共有できるよう

にする。 

(事故、災害時の報告及び対応) 

第１４条 職員等は、事故・災害等に対する責任者、対応方法その他必要な事項をよく理解し、事

故・災害等が発生した場合は、必要な対応をとる。 

２ 責任者は、必要に応じ、あらかじめ定められた責任者の権限を超越して適切かつ柔軟な対応を

行う。 

３ 事故・災害等の発生を知った者は、あらかじめ定められた方法により、その情報を速やかに報

告する。 

４ 関係担当者は、事故・災害等が発生した場合は、法令等の定めにより、関係行政機関に速やか

に報告する。 

５ 上記に定める他、具体的対応については「緊急時における救急体制の整備について」(昭和４

７年１２月２２日付け鉄運第３０６号)に基づく「軌道事故復旧対策要綱」のほか、「事故発生時

の通報及び処置体制」及び「災害対策基準」等に定めるところによる。 

(業務の確認) 

第１５条 安全統括管理者、運転管理者及びその他の管理者は、適宜、輸送に係る業務の実施及び

管理の状況を確認することにより、潜在する危険要因を抽出し、業務改善が必要な事項について

的確な措置を講ずる。 

(安全管理体制の維持のための教育訓練) 

第１６条 安全統括管理者は、安全管理体制の維持、改善に必要な教育訓練について適宜実施す

る。 

(安全管理規程に関する周知) 

第１７条 事業管理者は、職員等に対して、この規程(改廃を含む。)について周知し、徹底を図る

ものとする。 

(安全管理規程等の整備) 

第１８条 安全統括管理者その他の責任者は、輸送の安全を確保するため、この規程のほか施設・

車両の維持及び運転に関して必要となる規程を定める。 



 

(規程、帳票類等の備え付け及び管理等) 

第１９条 この規程その他の輸送に関する規程、軌道施設及び車両の構造、性能等に係る帳票類そ

の他必要な資料等は、必要な部門に備え適切に保管する。 

２ 安全統括管理者の意見及び輸送の安全の確保に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会

議の議事録は適切に保管する。 

３ 前２項に定めるもののほか、輸送の安全の確保に関する規程、帳票類その他資料の管理の方法

は電車事業課長が適切に行う。 

 

第２編 輸送業務の実施に係る管理の方法 

第１章 運転の管理 

(運転の管理の体制) 

第２０条 運転の管理に係る体制は、別図１に示すとおりとする。 

(運行計画) 

第２１条 運転管理者は、輸送計画の具体化の際、次に掲げる事項を勘案し車両設定に係る計画

(以下「運行計画」という。)の実現可能性を検証する。 

(1) 停留場間の所要時間 

(2) 停留場における乗降の状況 

(3) 乗務員勤務数及び車両の運用に係る制約条件 

(4) その他運行計画の円滑な実施に係る事項 

２ 運転管理者は、車両管理者及び施設管理者との連携を図り、運行計画の設定、変更に必要な車

両性能、線路条件及び曲線等の制限速度に係る帳票類を整備する。 

３ 運転管理者は、運行計画の設定及び変更を他者に行わせる場合は、作成された運行計画を確認

する。 

(乗務員の運用計画) 

第２２条 乗務員の運用に関する計画は、乗務員の労働時間及び乗務時間等が平準化されるよう作

成するとともに、勤務に係る制約条件に適合するものとする。 

(車両の運用計画) 

第２３条 車両の運用に関する計画は、車両の運行上求められる車両の構造及び性能、運行する区

間の線路構造及び運転保安設備、車両の検査時期等の指定時期等を考慮し、輸送の安全確保に支

障を生じないよう作成する。 

(乗務員の資格要件の管理) 

第２４条 運転管理者は、乗務員の身体機能、精神機能、知識及び技能について、資格要件に適合

していないおそれがあると認められるときは、乗務の一時停止等の措置を講じる。 

２ 運転管理者は、乗務を一時的に停止した乗務員のうち、知識及び技能に関する教育訓練により

資質の向上が期待される者について、教育計画を策定し、教育終了後にその確認を行い、及び再

乗務の可否の判断を行う。 

(運転士の資質等の報告) 

第２５条 運転管理者は、軌道法施行規則第 35条の 2第 1項に基づき、九州運輸局長に報告する

ための運転士資質の充足状況等に関する次に掲げる事項をとりまとめる。 

(1) 運転士の運転免許番号、身体検査及び適性検査の結果等 



 

(2) 運転取扱い誤りを生じさせた回数、教育(定例及び再教育)の状況等 

２ 運転管理者は、軌道法施行規則第 35条の 2第 2項に該当するものが生じた際は、九州運輸局

長に報告すべき事項を遅滞なくとりまとめる。 

(運転関係係員の育成及び資質の維持・管理) 

第２６条 運転管理者又はその他の管理者は、車両等の運転に直接関係する作業を行う係員(以下

「運転関係係員」という。)の適性、知識及び技能の保有に関する管理の方法及び手順等につい

て、運転に関係のある係員の適性検査等に関する規程(昭和 42年交通局規程第 40号)及び電車運

転関係係員教育訓練規程(昭和 42年交通局規程第 39号)等によりこれを行う。 

２ 運転関係係員を指導監督する地位にある者は、仕業前、仕業中その他適当な時に運転上必要な

事項について、鹿児島市電気軌道運転取扱心得(昭和 42年交通局規程第 61号)に基づき、報告を

求め、又は指示を与える等適切な監督をする。 

３ 運転管理者は、運転関係係員の資質の状況を記録し、その推移を確認できるように管理する。 

(車両の運行の体制) 

第２７条 運転管理者は、路線及び運行の形態、軌道施設の状況等を勘案し、責任者、施設管理者

及び車両管理者と協議のうえ、次に掲げる事項を行う。 

(1) 輸送混乱時の運行状況の把握 

(2) 運転整理等の運行計画の臨時変更 

(3) 保安方式の変更等運転保安上の重要な指示 

(4) 異常気象時の情報収集及び伝達 

(5) 車両の運行に支障を及ぼすおそれのある工事等の着手及び終了後の運行の可否に係る情報連

絡 

２ 車両の運行に携わる者は、車両の運行状況、線路の状況又は異常気象などの情報の把握に努

め、車両の安全な運行に支障を生ずるおそれがあるときは、すべてに優先して迅速かつ的確な措

置を講ずる。 

３ 事故等により線路内で作業を行うため、運行を一時停止した区間の運行再開については、現場

の安全確認がなされた後、運転司令によって行う。 

４ 事故等により車両の運行が乱れたときに運行計画を臨時に変更する場合は、運転司令によって

行うものとし、運転司令、操車掛又は乗務員等の車両の運行に携わる関係者相互の連絡及び確認

を行う。 

５ 運転管理者は、台風その他の異常気象により、車両の運行に安全その他の支障を生じるおそれ

があると認めたときは、運行計画にかかわらず、安全統括管理者の指示等に基づき、運行の停止

その他の適切な措置を講じる。 

(事故・災害等の緊急事態が発生した場合等の処置) 

第２８条 車両の運行に携わる者は、事故・災害等その他の緊急を要する事態が発生したときは、

被害者の救済その他被害拡大防止のため、迅速かつ的確に対応する。 

(軌道事故復旧対策要綱) 

２ 車両の運行に携わる者は、救急活動等のため、軌道係員以外の者が建築限界内に立ち入る必要

があるときは、運行の停止その他安全確保のための措置を講じる。 

 

第２章 軌道施設の管理 



 

(軌道施設の管理の体制) 

第２９条 軌道施設の管理に係る体制は、別図 2に示すとおりとする。 

２ 施設管理者は、軌道施設の新設又は改良に当たり、安全性及び信頼性の向上の必要性及び車両

の運行計画との整合性等を勘案し、整備計画を策定し、安全統括管理者に報告する。変更した場

合も同様とする。 

３ 施設管理者は、軌道施設の新設又は改良の実施及び竣工の検査等にあたっては、関係部署との

連携を密にし、輸送の安全確保に支障が生じないよう計画する。 

４ 施設管理者は、軌道施設の検査計画、検査結果のとりまとめ、維持管理計画を策定し、必要に

応じ、電車事業課長に報告する。変更した場合も同様とする。 

５ 施設管理者は、検査及び修繕に係る作業の方法及び手順を定め、これを関係者に周知し、かつ

徹底する。(平 30交通局規程 6・一部改正) 

(工事、保守等を行う場合の安全確保事項) 

第３０条 施設管理者は、工事等を行うに際しては、計画段階から車両の運行の安全確保及び触車

事故防止の観点に立ち、内容について確認する。 

２ 工事等に携わる係員(請負業者を含む。以下「工事等係員」という。)は、工事等の施工段階に

おいて、作業内容等に応じ関係者と作業内容、作業方法及び作業手順等について十分打ち合わせ

を行う。 

３ 工事等係員は、作業着手前、作業中及び作業終了後において、車両の運行状況の把握、軌道施

設等の不具合事象の発生時の対応又は作業後の安全確認を確実に実施し、必要に応じ施設管理者

及び運転司令に連絡する。 

４ 施設管理者及び運転管理者は、線路を閉鎖して又は保守間合いにおいて工事等を行う場合は、

その手続等に関する事項を定め、これを周知し、かつ徹底する。 

５ 工事等係員は、線路を閉鎖して又保守間合いにおいて工事等を行う場合は、運転司令と緊密な

連帯を維持し、必要な確認及び報告を行う。 

６ 施設管理者は、工事等係員に対し、工事等に伴う車両の安全確保のため、車両の運行状況等の

必要な情報を提供する。 

７ 施設管理者は、工事等係員に対し、他の事業者や他の現場等において発生した事故等に係る情

報の入手に努め、周知を図る。 

８ 施設管理者は、運転司令その他必要な者に対し、車両運行に支障を及ぼすおそれのある時は速

やかに情報連絡する。 

(施設関係係員の資質管理) 

第３１条 施設管理者は、工事等係員の適性、知識及び技能の確認及び維持が図られるよう適切な

措置を講じる。 

２ 施設管理者は、運転に関係する工事等係員の資質の充足状況について、継続的かつ定期的に確

認する。 

３ 施設管理者は、運転に関係する工事等係員の資質の状況を記録し、その推移を確認できるよう

に管理する。 

(業務の委託) 

第３２条 車両等の運転に関する業務を委託する場合にあっては、業務毎に選定するものとし、委

託業者については、適格と認める受託者の内から選定する。 



 

２ 施設管理者は、車両等の運転に関係する業務を委託する場合にあっては、委託業務の種類、範

囲、作業に必要な情報の管理(異常時における連絡通報体制を含む。)、受託者の業務管理体制、

教育訓練体制及び係員に必要な資格について定め、受託者に周知及び徹底する。 

 

第３章 車両の管理 

(車両の管理の体制) 

第３３条 車両の管理に係る体制は、別図 2に示すとおりとする。 

２ 車両管理者は、車両の構造、機能の状況、安全性及び信頼性の向上の必要性、施設及び運転の

将来計画との整合性等を勘案し、車両の維持管理に係る計画を作成し、安全統括管理者に報告す

る。 

３ 車両管理者は、車両の検査計画、工事・補修計画を策定し、電車事業課長に報告する。変更し

た場合も同様とする。 

４ 車両管理者は、車両の新造及び改良に当たっては、施工中や完了の際の検査の方法及び手順等

について関係者に周知し、かつ徹底する。 

５ 車両管理者は、検査及び修繕に係る作業の方法及び手順等について関係者に周知し、かつ徹底

する。 

６ 車両管理者は、あらかじめ定められた周期に基づき検査を確実に実施し、その結果に基づき車

両を安全に運転できる状態に保持する。 

(車両関係係員の資質管理等) 

第３４条 車両管理者は、車両の保守に係る係員に対する教育訓練計画を定め、実施する。 

２ 車両管理者は、車両の保守に係る係員が作業を行うのに必要な知識及び技能を保有しているこ

とを定期的に確認する。 

(業務の委託) 

第３５条 車両管理者は、車両の保守作業に関する業務を委託する場合にあっては、委託業務の種

類、範囲、作業に必要な情報の管理(異常時における連絡通報体制を含む。)、受託者の業務管理

体制及び教育訓練体制について定め、受託者に周知し、かつ徹底する。 

付 則 

１ この規程は、公布の日から施行し、平成１８年１０月１日から適用する。 

２ 鹿児島市交通局軌道主任技術者取扱規程(平成８年交通局規程第３２号)は廃止する。 

付 則(平成２１年４月１日交通局規程第３号) 

この規程は、公布の日から施行する。 

付 則(平成２２年４月１日交通局規程第９号) 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

付 則(平成２８年４月１日交通局規程第１５号) 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

付 則(平成２８年６月１日交通局規程第１６号) 

この規程は、平成２８年６月１日から施行する。 

付 則(平成３０年８月２９日交通局規程第６号) 

この規程は、公布の日から施行する。 

  



 

別図１（第４条、第２０条関係） 

安全の確保に関する体制及び運転の管理に係る体制 
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別図２（第２９条、第３３条関係） 

軌道施設の管理に係る体制及び車両の管理に係る体制 
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