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始発列車が、ゆっくりと走り出すとき

東京という都市の、あたりまえの日常が、動きはじめます。

私たちが築き、守り続けるネットワークは、

今日も東京の様々な機能をつなぎ、活力を与え、

その成長と進化を支えています。

今日の信頼を、明日も。

鉄道事業の最前線で、お客様や車両、施設と向き合い

安全で、快適な輸送サービスの実現のために

努力を重ね、培ってきた信頼を、明日へとつないでいきます。

そのために私たちも、進化し続けなければなりません。

それぞれの専門性を磨き、互いに高め合いながら

東京という都市の未来を見つめ、次々と新たな取り組みに

挑むことで、東京を一歩前へと走らせていきます。

今 日 の 信 頼 を 、明 日 も 。

2019年3月現在O U T E  M A P ルートマップR
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名　　　称 東京地下鉄株式会社

設立年月日 2004年4月1日

本社所在地 東京都台東区東上野三丁目19番6号

代　表　者 山村 明義

従 業 員 数 ９，８６５人（２０２０年３月３１日現在）

資　本　金 581億円

株　　　主 政府（53.4％）、東京都（46.6％）

売　　　上 ３，９７４億円（２０１９年度）

事 業 内 容 1 .旅客鉄道事業の運営

 2 .関連事業の運営

・ 流通事業（駅構内店舗、商業施設の運営等）
・ 不動産事業（オフィスビルの賃貸等）
・ 情報通信事業（光ファイバーケーブルの賃貸等）

東 京 を 走ら せ る 力
私たち東京メトログループは、鉄道事業を中心とした事業展開を図ることで、

首都東京の都市機能を支え、都市としての魅力と活力を引き出すとともに、

優れた技術力と創造力により、安全・安心で快適なより良いサービスを提供し、

東京に集う人々の活き活きとした毎日に貢献します。

私たちは、たゆみなき「安全」の追求とお客様視点に立った質の高い「サービス」の提供によって、

全てのお客様に「安心」をお届けできるよう、より一層努力していきます。

お客様視点に立った質の高い「サービス」の提供

東京メトログループでは、様々なお客様の声に耳を傾け、できる限
りお客様の声を具体的なサービスに反映するよう努めてきまし
た。しかしながら、少子高齢化、駅周辺の再開発、訪日外国人の増
加等による社会の構造変化等に伴い、お客様のニーズはますます
多様化し、今後一層これらに対応する質の高い「サービス」の提供
が求められます。
このような認識のもと、『お客様の声』がグループ理念を実現する
貴重な経営資源であることを全社員が心に留めながら、「地下鉄を
わかりやすく快適に」ご利用いただくため、様々なアイデアをかた
ちにしていきます。
東京メトログループは、こうした取り組みを通じて、鉄道業界におけ
るお客様満足度ナンバーワンとなることを目指します。

たゆみなき「安全」の追求

2000年3月8日、中目黒において日比谷線列車脱線衝突事故を
起こしました。私たちは、事故の反省に立って、このような悲惨な事
故を決して繰り返さないという固い決意を持ち、輸送の安全に対
する意識の改革や設備改良に取り組んできました。
私たちは「安全」を確保するためには、全社員がたゆまぬ努力を継
続することが必要であると考えます。日比谷線列車脱線衝突事故
を風化させることなく、職種を問わず、新人からベテランに至る全
社員が、安全を最優先する意識を持ち、組織能力としての「現場
力」を高めるとともに、新技術の開発や導入等により、さらなる安
全文化を築き上げることが私たちの大きな務めです。たゆみなき
「安全」の追求、これが鉄道を運行する私たち東京メトログループ
の使命です。

I S T O R Y 東京メトロの歴史H

H I L O S O P H Y グループ理念P E T E R M I N A T I O N 私たちの決意D

COMPANY DATA東京メトロ誕生からの主な出来事

東京地下鉄道株式会社

1920年

設立者：早川徳次（日本の地下鉄の父）

1927年
上野 ～ 浅草間に東洋初の地下鉄が開業

東京地下鉄株式会社
（東京メトロ）

2004 年

「安心」＝「安全」＋「サービス」の考えのもと、
世界トップレベルの輸送サービス提供を目指す

積極的に様々な事業を展開し、
さらなる利便性向上を図る

帝都高速度交通営団
（営団地下鉄）

1941 年

特殊法人として生まれ変わり、
公的財源により
首都東京のインフラを整備

1954年
丸ノ内線開業を皮切りに
新線建設ラッシュ　 

「駅ナンバリング」を実施
「サービスマネージャー」を配置

2004年

副都心線開業

2008年

「総合研修訓練センター」を開設

2016 年

有料座席指定列車「S-TRAIN」運行開始

2017 年

銀座線「渋谷駅」移転・新駅舎供用開始
日比谷線に「虎ノ門ヒルズ駅」開業
座席指定制列車「THライナー」運行開始

2020 年
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数多くの制約がある

地下空間で

独自の技術を実践する！

東京の人たちの

ごく当たり前の

「日常」に繋がる仕事です

若手の成長を

後押ししてくれる

風土が根づいています

大好きな仲間とともに

大きな仕事に取り組む

一体感と充実感！

地下から東京を

支えるという使命感が

仕事のモチベーションに

首都インフラの要！

大都市・東京を

陰ながら支えています！

新しい技術に

次々と挑戦できるのも

今の仕事の醍醐味

男女を問わず

やりがいを持って

働ける職場です！

どんな時にも止まらない

当たり前のインフラを

精一杯支え続けたい

社員一人ひとりが

お客様の安全・安心を

支えています！

「東京を走らせる力」を

日々実感しながら

働ける喜び

195
輸送人員（1日平均）

東京メトロを利用されるお客様は、1日平均755万
人。年間の旅客運輸収入は３，４６５億円（２０１９年
度）。いずれも首都圏を走る私鉄各社の実績を、はる
かに凌ぐ規模となっています。これだけ多くのお客様
にご利用いただく公共交通機関として、東京メトロが
果たすべき使命は「たゆみなき『安全』の追求」と「お
客様視点に立った質の高い『サービス』の提供」。安
全で快適な世界トップレベルの輸送サービスをお客
様に提供しています。

ネットワーク

1927年12月、東洋初の地下鉄を上野駅～浅草駅
間に走らせて以来、そのネットワークを着実に広げ、
現在、東京都心部を中心としたエリアで9つの路線を
運営しています。これらの路線の総距離は１９５．０
km。この路線上に180の駅を有しています。さらに、
うち7路線では他社線との相互直通運転を実施。合
計で５５０．８kmという首都圏の巨大な鉄道ネット
ワークの中核を形成。郊外から都心へのシームレス
な輸送サービスを提供しています。

755万人

O P I C S トピックスT

O N D I T I O N 営業状況 2019年3月末現在C

.0 km

E S S A G EM

180駅
駅数 2,716両

車両数

1,651億円設備投資 693億円
経常利益（単体）

鉄軌道部門収益（2019年度） 年間輸送人員（2019年度）

東京メトロ

東 武

東　急

小田急

阪 急

西 武

京 阪

阪 神

１,５６７億円

１,６１３億円

１,２１１億円

１,０１９億円

１,０３６億円

５５２億円

３６５億円

3,804億
円

※参考：各社決算資料等（2019年度データ）

１,１８７百万人

９２０百万人

７６５百万人

６５５百万人

６６１百万人

２９３百万人

2,765百
万
人

東京メトロ

東 武

東 急

小田急

阪 急

西 武

京 阪

２４６百万人阪 神

1日平均…

755約（ ）万
人

若手社員に聞きました

メトロの魅力

東 京 の 魅 力 工藤 啓士朗
工務部 土木工事所 土木第二課 工務係
2014年入社

大阿久 大樹
工務部 建築設計第二課 事務係
2015年入社

小坂井 敬介
電気部 白金変電区 電気係
2017年入社

新屋 一成
車両部 綾瀬工場 車両係
2016年入社

木村 優輝
電気部 日比谷線信通区 電気係
2017年入社

近藤 将太
電気部 日比谷線電機区 電気係
2013年入社

檜野 聖哉
改良建設部 第二工事事務所 技術課 改良建設係
2018年入社

山際 春菜
工務部 半蔵門・南北線工務区 工務係
2017年入社

富樫 弘武
運転部 銀座線乗務管区 運転士
2013年入社

宮田 奏生
車両部 綾瀬検車区 車両係
2014年入社

肥沼 英実
運転部 千代田線乗務管区 車掌
2017年入社

（2019年度） （2019年度）

東京メトロは日本の代表的な私鉄と比較しても年間の運輸収入、輸送人員においてNo.1です。
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ホームをはじめとする駅構内の安全管理
や改札（インフォメーションカウンター）で
の精算や乗換案内、収入金管理等を担当
します。お客様に最も近い存在として、質
の高いサービスを提供します。

ホームをはじめとする駅構内の安全管理
や改札（インフォメーションカウンター）で
の精算や乗換案内、収入金管理等を担当
します。お客様に最も近い存在として、質
の高いサービスを提供します。

■ 駅
東京メトロの顔として、
お客様をおもてなし

お客様の乗降時の安全を確認し、定時運
行を支えています。また車内アナウンスや
車内空調を操作し、お客様に安心してご乗
車いただき、快適に車内で過ごしていただ
けるよう努めます。万が一の事故が発生し
た場合には、お客様の避難誘導やけがの
応急処置等、保安要員としての役割も担い
ます。

お客様の乗降時の安全を確認し、定時運
行を支えています。また車内アナウンスや
車内空調を操作し、お客様に安心してご乗
車いただき、快適に車内で過ごしていただ
けるよう努めます。万が一の事故が発生し
た場合には、お客様の避難誘導やけがの
応急処置等、保安要員としての役割も担い
ます。

■ 車掌
最後部からお客様の安全を守る

安全に、そして快適な乗り心地を提供する
ために、細心の注意を払って列車を走らせ
ます。他社線と相互直通運転をしている路
線では、他社が保有する車両を運転するこ
ともあります。東京メトロの高品質な輸送
サービスを最前線で提供します。

安全に、そして快適な乗り心地を提供する
ために、細心の注意を払って列車を走らせ
ます。他社線と相互直通運転をしている路
線では、他社が保有する車両を運転するこ
ともあります。東京メトロの高品質な輸送
サービスを最前線で提供します。

■ 運転士
列車を走らせる責任と重み

運輸
職種の仕事

東京の大動脈として、毎日休むことなく

列車を走らせ、人々の暮らしやビジネス、

観光を支える東京メトロの運輸職種の仕

事は、“究極のサービス業”と言えます。そ

の玄関口となる駅で、お客様をお迎えす

る「駅」。安定的かつ高品質な輸送サービ

スを提供する「車掌」「運転士」。それぞれ

が、お客様に安全・快適にご利用いただけ

るよう、東京の当たり前の毎日を支えて

います。

首都・東京の
「当たり前の毎日」
を支えるという使命

SUN

宿　泊 非　番 日　勤 宿　泊 非　番 休　日 休　日

MON TUE WED THU FRI SAT

SCHEDULE ON 1  WEEK（例）

東京メトロをご利用になるお客様をお迎えする玄関口。ここで駅係員は
東京の案内人として駅周辺の情報や目的地へのルート案内等を行いま
す。海外からのお客様のご案内も近年増加しています。

働く場所  ■  改札（インフォメーションカウンター）

万が一ダイヤ乱れが発生した時は、信号取扱者の資格を持つ社員が信
号や列車の進路を決めるポイントを連動盤により手動で操作します。
信号取扱者になるための試験は入社5年目以降に受験できます。

働く場所  ■  信号扱所

列車の安全・安定運行に必要不可欠な機器や設備があり、日々の小ま
めな点検・整備も欠かせません。総合指令所との連絡も、ここで行うこ
とができます。 

働く場所  ■  乗務員室
普段は何気なく通り過ぎるホームも、安全・安定運行を提供するための
大切な場所です。お客様の動向に常に気を配り、駅係員と乗務員が連
携し、お客様の安全確保に努めます。

働く場所  ■  ホーム
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作業のために本線から移動した車両を、一時的に格納し、車体下での作
業スペースが確保されています。列車の運行ダイヤに支障がないよう、
多くの作業員が分担して作業を行います。

働く場所  ■  検査ピット

東京メトロには４つの工場があり、一定期間走行した車両の全ての機器を分解
し、台車・制御・電気・運転整備の各班に分かれて点検を実施します。東京メトロの
車両だけでなく、他社の車両を点検することもあります。

働く場所  ■  工場

工場 ■  
中野工場：中野富士見町

深川工場：東陽町

綾瀬工場：北綾瀬

鷺沼工場：鷺沼（東急田園都市線）

検車区  ■ 
上野検車区：上野

中野検車区：中野富士見町・茗荷谷

深川検車区：東陽町・妙典

綾瀬検車区：北綾瀬

和光検車区：和光市・新木場

王子検車区：王子神谷

千住検車区：南千住・竹ノ塚（東武スカイツリーライン）

鷺沼検車区：鷺沼（東急田園都市線）

一定期間走行した車両を細部まで分解し
て念入りな検査を行い、必要な修繕を施し
ます。車両の全体像を把握し、広く深い知
識が求められる仕事です。4年又は走行距
離が60万キロを超えない期間内に行う
「重要部検査」、8年を超えない期間ごとに
行う「全般検査」を実施し、安全運行を支え
ています。

一定期間走行した車両を細部まで分解し
て念入りな検査を行い、必要な修繕を施し
ます。車両の全体像を把握し、広く深い知
識が求められる仕事です。4年又は走行距
離が60万キロを超えない期間内に行う
「重要部検査」、8年を超えない期間ごとに
行う「全般検査」を実施し、安全運行を支え
ています。

■ 工場
車両の「人間ドック」

工場に比べて日常的な点検・整備を行い、
必要に応じて修理をします。車両の健康状
態をチェックするドクターとして、日々の安
全運行を支えています。検査には、10日を
超えない範囲で行う「列車検査」、3か月を
超えない範囲で行う「月検査」等がありま
す。また、車両基地構内での車両の入換運
転も行います。

工場に比べて日常的な点検・整備を行い、
必要に応じて修理をします。車両の健康状
態をチェックするドクターとして、日々の安
全運行を支えています。検査には、10日を
超えない範囲で行う「列車検査」、3か月を
超えない範囲で行う「月検査」等がありま
す。また、車両基地構内での車両の入換運
転も行います。

■ 検車
車両の「健康診断」

車両
職種の仕事

東京メトロの鉄道ネットワークは、様々

な部門の力を結集して支えられていま

す。その移動空間を安全、快適に保ち、

日々の運行に支障をきたさないよう厳し

い目で検査を行うのが車両職種の仕事

です。車両によって規格が異なるだけで

なく、新型車両の導入も進んでいるた

め、高度化する各種装置と向き合い、新

たな技術を身につけることが求められて

います。

厳しい検査を積み重ね、
安全で快適な
移動空間を提供。

SUN

宿　泊 非　番 休　日 日　勤 宿　泊 非　番 休　日

MON TUE WED THU FRI SAT＞ 検車

SUN

休　日 日　勤 日　勤 日　勤 日　勤 日　勤 休　日

MON TUE WED THU FRI SAT

SCHEDULE ON 1  WEEK（例）

＞ 工場

「動力車操縦者運転免許」を持つ検車区員が列車の出入庫を行いま
す。車両基地から営業線の最寄駅まで車両を運転し、運転士へ引き継
ぎます（一部路線を除く）。

働く場所  ■  車両基地
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電力会社から受電した高圧の電力を、それぞれの用途に合わせて変圧、変換する
ための電気設備が並んでいます。架線をはじめ、東京メトロの各駅や鉄道関連施
設へ電力を供給します。

働く場所  ■  変電所

変電区 ■  
上野変電区：上野

白金変電区：白金高輪

江戸川橋変電区：後楽園

電機区・信通区  ■  
銀座線電機区・信通区：上野・渋谷

丸ノ内線電機区・信通区：中野富士見町・後楽園

日比谷線電機区・信通区：中目黒・南千住

東西線電機区・信通区：東陽町・妙典

千代田線電機区・信通区：北綾瀬・代々木上原

有楽町・副都心線電機区・信通区：

和光市・新木場・西早稲田

半蔵門線電機区・信通区：押上・渋谷

南北線電機区・信通区：王子神谷・白金高輪

電力会社から受電した66kv又は22kvと
いう高圧電力を、東京メトロの変電所にお
いて変圧、変換して各駅へ供給します。こ
の変電所内のすべての電気設備の保守管
理および修繕を担当します。

電力会社から受電した66kv又は22kvと
いう高圧電力を、東京メトロの変電所にお
いて変圧、変換して各駅へ供給します。こ
の変電所内のすべての電気設備の保守管
理および修繕を担当します。

■ 変電
電力を絶やすことなく
送り続ける

列車に電気を供給する架線をはじめ、駅施
設の照明、昇降機設備、火災対策設備、空
調・換気設備、ホームドア等の点検整備や設
置・更新工事も行います。保守範囲が広く、
様々な知識やスキルが求められます。

列車に電気を供給する架線をはじめ、駅施
設の照明、昇降機設備、火災対策設備、空
調・換気設備、ホームドア等の点検整備や設
置・更新工事も行います。保守範囲が広く、
様々な知識やスキルが求められます。

■ 電機
多種多様な電気設備の
保守管理を担う

列車の進路を振り分ける転てつ機や、列車
運行を制御するATC等、直接運行に関わ
るものから、駅の案内表示板や駅係員が使
用するインターホン、構内放送設備まで多
彩な設備を保守管理します。

列車の進路を振り分ける転てつ機や、列車
運行を制御するATC等、直接運行に関わ
るものから、駅の案内表示板や駅係員が使
用するインターホン、構内放送設備まで多
彩な設備を保守管理します。

■ 信通
列車運行を支える

電気
職種の仕事

車両をはじめ、施設、設備のすべてにおい

て、電気は必要不可欠です。電気がなけ

れば社会生活が成り立たないように、電

気がなければ列車を走らせることも、お

客様へのサービスを提供することもでき

ません。そんな私たちの輸送サービスの

根幹となる電気を、絶やすことなく送り続

ける使命を担うのが電気職種の仕事で

す。列車へ電力を供給し、駅や施設を当

たり前に稼働させ、東京という街を縁の

下から支えています。

輸送サービスの根幹を担い、
地下鉄にエネルギーという
命を吹き込む。

SUN

日　勤 日　勤 宿　泊 非　番 休　日 休　日 宿　泊

MON TUE WED THU FRI SAT

SCHEDULE ON 1  WEEK（例）

列車に電気を供給する架線をはじめ、列車の進路を変える転てつ機、非
常電話や列車無線装置等、多くの電気設備が設置されており、24時間
体制で保守・管理しています。

働く場所  ■  営業線

駅の構内にはみなさんの知らない様々な設備が配備されています。駅
構内の空調の管理の他、地下駅には排煙設備等があります。日々、東京
メトロが担う「安全・安心の提供」に貢献しています。

働く場所  ■  機械室
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昼間は、担当路線を徒歩で巡回し、亀裂や破損等の異常がないかをチェック。夜間
には、車両基地から保守用車を走らせて、計測器を使った検査に向かいます。

働く場所  ■  営業線

軌道（レール）の保守管理を担います。昼
間は、担当路線を徒歩で巡回し、亀裂や破
損等の異常がないかをチェック。夜間に
は、保守用車を走らせて、計測器を使った
検査を行います。

軌道（レール）の保守管理を担います。昼
間は、担当路線を徒歩で巡回し、亀裂や破
損等の異常がないかをチェック。夜間に
は、保守用車を走らせて、計測器を使った
検査を行います。

■ 軌道
鉄道の足元を支える

トンネルや橋梁等の土木構造物や、トンネ
ル内の諸施設の保守管理を行います。補
修や改良が必要な箇所があれば、その工
事方法を検討した上で、工事発注、施工監
理を担当します。

トンネルや橋梁等の土木構造物や、トンネ
ル内の諸施設の保守管理を行います。補
修や改良が必要な箇所があれば、その工
事方法を検討した上で、工事発注、施工監
理を担当します。

■ 保守土木
既存施設を安全に保つ

駅構内のエレベーター、エスカレーター等
のバリアフリー設備の整備や駅の改良を
はじめ、混雑緩和や輸送改善のためのホー
ムの増設や連絡線設置工事等、大規模な
改良工事を担当します。

駅構内のエレベーター、エスカレーター等
のバリアフリー設備の整備や駅の改良を
はじめ、混雑緩和や輸送改善のためのホー
ムの増設や連絡線設置工事等、大規模な
改良工事を担当します。

■ 改良土木
誰もが使いやすい地下鉄へ

土木
職種の仕事

東京メトロ全線のレール、トンネル、橋梁

等の土木構造物の保守管理から大規模

な改良工事までを担うのが土木職種で

す。日本最大規模の地下構造物を保有す

る東京メトロにおいて、土木職種の活躍

の場は幅広く、最先端の土木技術に触れ

る機会も豊富です。地下という特殊な環

境から、困難な課題も少なくありません

が、だからこそやりがいと達成感がありま

す。また、自分が手掛けた仕事がかたちと

して残り、お客様の快適性・利便性向上に

つなげることができます。

最先端の土木技術で、
地下鉄の安全・安定運行を
支える。

SUN

休　日 休　日 宿　泊 非　番 日　勤 日　勤 宿　泊

MON TUE WED THU FRI SAT

SCHEDULE ON 1  WEEK（例）

駅の改良やエレベーター新設等のために、地中を掘削し安全に施工を
行うための基礎工事を行います。地下という特殊な空間を構築する工
事の現場には、東京メトロが世界に誇る技術が集約されています。

働く場所  ■  改良現場

軌道の事務所 ■  
銀座線工務区：上野・渋谷

丸ノ内線工務区：中野富士見町・茗荷谷

日比谷線工務区：南千住・中目黒

東西線工務区：東陽町・妙典

千代田線工務区：北綾瀬・代々木上原

有楽町・副都心線工務区：新木場・和光市

半蔵門・南北線工務区：渋谷・王子神谷・押上・白金高輪

軌道工事所：上野・新木場

保守土木の事務所  ■  
土木工事所：上野

改良土木の事務所  ■  
第一工事事務所：上野

第二工事事務所：四谷三丁目

第三工事事務所：東陽町
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建築の事務所  ■  
第一建築工事所：上野

第二建築工事所：西早稲田

独身アパートや家族住宅、現業社員が使用する仮眠室等、社員用の施
設の設計にも携わります。社員の働きやすい環境づくりにも力を入れ
ています。

働く場所  ■  社員用施設

災害等の非常時に備えた防災設備や、エレベーターの新設、トイレの改
修等、駅構内の設備工事も担当します。工事が期日通りに完了するよ
う、調整や進捗管理が重要です。

働く場所  ■  駅構内
SUN

休　日 休　日 宿　泊 非　番 日　勤 日　勤 宿　泊

MON TUE WED THU FRI SAT

SCHEDULE ON 1  WEEK（例）

建築
職種の仕事

お客様にとって安全で快適な駅とは何か、お客様に笑顔で利用していただくために、どのよう
な機能を備えるべきなのかを考え、既存施設の増改築、リニューアル工事を計画します。地下
という特殊な空間のなかに、目的の建築物をどのように実現し、お客様の利便性や駅の快適
性を高めていくべきかを検討しながら、工事の設計をします。さらに、あらかじめ定められた基
準や仕様を満たしつつ、工法や仕上げ等を工夫しながら、コスト面での最適化も図っていきま
す。また、工事のための行政機関との事前協議やプロジェクトに携わる他職種の社員との調整
も重要な仕事です。そして着工後は、日々、施工現場に足を運び、設計事務所や建設会社との
コミュニケーションを密にとりながら、現場監督として安全面、工程面の管理を行います。

お客様にとって安全で快適な駅とは何か、お客様に笑顔で利用していただくために、どのよう
な機能を備えるべきなのかを考え、既存施設の増改築、リニューアル工事を計画します。地下
という特殊な空間のなかに、目的の建築物をどのように実現し、お客様の利便性や駅の快適
性を高めていくべきかを検討しながら、工事の設計をします。さらに、あらかじめ定められた基
準や仕様を満たしつつ、工法や仕上げ等を工夫しながら、コスト面での最適化も図っていきま
す。また、工事のための行政機関との事前協議やプロジェクトに携わる他職種の社員との調整
も重要な仕事です。そして着工後は、日々、施工現場に足を運び、設計事務所や建設会社との
コミュニケーションを密にとりながら、現場監督として安全面、工程面の管理を行います。

■ 建築
より快適な地下空間を

駅施設の増改築やリニューアル工事を通

して、お客様に安全で快適な駅空間を提

供するのが、建築職種の仕事です。また、

社員が利用する施設や非常時に備えた防

災設備工事にも携わります。地下という

特殊な空間を最大限に活用して、誰もが

使いやすい、お客様にご満足いただける

空間を提供するのが、この仕事の醍醐

味。他職種とも連携し、また設計事務所や

建設会社とのコミュニケーションを密に

とりながら、工事を安全・確実に進めてい

くことが大切です。

地下空間の活用で、
お客様の利便性と安心感を
高める。

Echika等、駅空間を彩る商業施設の建設現場も、東京メトロの建築職種の職場
になります。デザイン性を重視し、街と融合した魅力的な施設づくりに携わること
ができます。

働く場所  ■  商業施設

※現業（工事所）勤務の場合
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運転部 千代田線乗務管区 車掌
2017年入社

肥沼 英実
Emi Koenuma

車掌運輸

D A Y  S C H E D U L E
駅係員として
多様な業務をこなす

宿泊勤務の一例

出勤点呼8:00

ホーム列車監視8:20

事務作業10 :00

昼食12 :00

ホーム列車監視～改札業務13 :00

休憩16 :00

ホーム列車監視17 :00

夕食18 :00

改札業務19 :00

ホーム列車監視23:00

終電0:20

仮眠1 :00

駅構内巡回0:30

退勤8:00

起床5:50

業務開始6:00

駅事務室に戻り、お忘れ物対応等にあたる。

1時間交替でホームと改札
（インフォメーションカウンター）業務を担当。

気分が悪くなってベンチで休憩されている
お客様に声をかけ、介抱することも。

身だしなみを整える。早番の時は、
4時30分に起床し、駅のシャッターを
開ける等、営業準備にあたる。

お客様が残留していないか、
お忘れ物や不審物がないか確認。

私は現在、駅係員として、ホーム列車監視業務

や改札（インフォメーションカウンター）での精

算対応、乗換・駅周辺案内、収入金の管理、目の

不自由な方や車いすをご利用の方のお手伝い

など、様々な業務に携わっています。時には遺失

物の捜索や具合を悪くされた方の介抱をするこ

ともあります。

私が仕事において常に心がけていることは、

お客様視点に立った質の高いサービスを提供

することです。多くの業務をこなさなければな

らないので大変に思うこともありますが、お客

様の中には私のことを覚えてくださっていて会

うたびに声を掛けてくれたり、通りすがりに「頑

張って」「お疲れさま」と優しい言葉をくれる方

もいます。また、遺失物の捜索を対応した際、忘

れ物を他駅に取りに行った後、「ありました！あり

がとう！」とわざわざお礼を言うために戻ってき

てくださった方もいました。こうした機会に人と

の繋がりや温かさに直に触れられることが今の

仕事のやりがいです。

私はすべてのお客様に安全と安心をお届けで

きるよう、首都東京のネットワークを支えてい

るという強い自覚と責任感をもって仕事にあ

たっています。

また、駅は東京メトロの「顔」なので、お客様と接

する際には常に緊張感を維持するようにしてい

ます。毎日の通勤で地下鉄を使い慣れている方

以外にも、旅行や出張で訪れる方などいろいろ

なお客様がいらっしゃいます。私たち駅係員は

その全員の気持ちに対して責任を負っているの

です。とはいえ、この仕事は人と接する楽しさの

ほうがはるかに勝っています。人が好きな方に

は最適な職種だと思うので、ぜひたくさんの方

たちに興味を持っていただけたら嬉しいです。

1 D A Y  S C H E D U L E
日勤勤務の一例

出勤点呼6:45

1回目の乗務7 :00

2回目の乗務9:30

昼食1 1 :30

3回目の乗務12 :30

退勤14 :30

休憩後に、2回目の乗務。

乗車点呼を受け、ホームに向かう。
ラッシュ時は、ドアの開閉に細心の注意を払う。

自宅からお弁当を持参したり、近所の飲食店で
テイクアウトしたものを職場でいただきます。

担当路線を3往復して、この日の勤務は終了。
退勤点呼を受け、退勤。

1

お客様視点に立った
質の高いサービスを心掛け、
人の温かさに触れる。

常に“五感”をフル活用
列車の最後部から
お客様の安全を守る。

お客様の安全・安心のため
全力を尽くす

車掌は細やかな対応や観察力が
求められる仕事

車掌はお客様の乗車時の安全・安心に直接か

かわる重要な仕事です。お客様の列車乗降中

や、ドアの開閉時にはお客様の乗降を注視した

り、走行中は車内の安全確認を行うのはもちろ

んのこと、メトロ線内や他社線で運行に支障が

あれば車内放送で情報提供したり、近年では外

国のお客様が増えていますので英語で放送し

たりしています。危険が認められた際にはすみ

やかに列車を停止させる処置をとります。運転

士ともコミュニケーションを取り、日々安全運

行に全力を尽くしています。

「列車の最後部からお客様の安全を守る」という

のが車掌の最大の使命。想像以上に緊張感を伴

い、3年目となった現在もドアの開閉操作は特に

気を遣います。また、乗務時は車掌と運転士しか

いないため、万一駅間で異常が発生した際は、

応援が来るまで2人でお客様の安全を守らなけ

ればなりません。冷静に適切な処置やご案内が

できるよう、日頃からイメージトレーニングを重

ねています。

車掌の仕事は、異常時の適切な判断や対応が

求められるだけでなく、普段の乗務でも時間帯

によるお客様の乗車数や層、天候を見極めな

がら、車内の温度をこまめに調整したり運行状

況に合った車内アナウンスをするなど細やかな

観察力と対応力も求められます。常に“五感”を

フル活用させて日々の乗務に臨んでいます。

東京メトロでは異常時想定訓練などの充実した

研修や訓練制度がありますので、自身の車掌と

しての知識・技能を向上させることに積極的に

取り組み「運輸職種のエキスパート」として日々

の安全・安定輸送を支えていきたいと思います。

営業部 表参道駅務管区 駅務係
2016年入社

木村 遥
Haruka Kimura

駅運輸

※内容は取材当時のものです。 ※内容は取材当時のものです。

首都圏ネットワークとお客様の
気持ちを支えるやりがい
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工場では、一定期間走行した車両を細部まで分

解して念入りな検査を行い、必要な修繕を施し

ます。東京メトロには４つの工場があり、私の所

属する綾瀬工場では、千代田線・有楽町線・南北

線・副都心線の車両の検査を実施します。私は

乗務員室の機器や制御装置などの検査を担当

する制御一電班に所属しています。車両職種の

仕事はかなり専門性の高い仕事であり、また、

車両の全体像を把握していなければならない

ので、知識と技術の習得にはかなりの時間を要

します。電気系や機械系を学んでいるからと

いって、すぐに仕事を覚えられるわけではありま

せん。むしろ様々な研修を受けたり現場でたく

さん経験を積むことで、知識や技術を培ってい

きます。ですが、ベテラン技術者である先輩方

の指導はとても丁寧ですので、電気系や機械系

を専攻していなくても興味と意欲さえあればゼ

ロから仕事を覚えていくことができる環境です。

これは東京メトロの車両職種の魅力のひとつで

はないでしょうか。

車両のメンテナンスは電車を利用するお客様の

目に直接触れる仕事ではありませんが、列車の

運行に欠かせない重要な仕事です。また、その

作業現場はとてもダイナミックで刺激的です。

たとえば工場に入場してきた車両をクレーンで

吊り上げて車体置台に載せ、各班のスタッフが

それぞれ担当する機器・装置を取り外し、作業ス

ペースに持って行って手入れする際には、総勢

約100名で協力して大きな仕事に取り組む一

体感を覚えます。これからも一担当者として慎

重に、確実に職務をまっとうするとともに、この

一体感を大事に列車の安全運行を支えていき

たいと思います。

D A Y  S C H E D U L E
駅係員から運転士へ
銀座線で活躍

宿泊勤務の一例

出勤点呼14 :30

制服に着替えて身だしなみを整える。
出勤点呼にて心身状態をチェック。
懐中時計を秒単位まで整正。

1回目の乗務15 :20

乗車点呼を受け、ホームに向かう。

夕食18 :00

2回目の乗務19 :00

混雑する時間帯のため、
乗り心地に気を配り、慎重に運転。

職場内にある惣菜の自動販売機で購入。

休憩21 :45

3回目の乗務22: 15

仮眠23:45

起床5:05

４回目の乗務6:05

退勤8:55

入社後はまず、駅係員として新宿駅務管区に配

属となりました。秋田の田舎から出てきていき

なり新宿駅の迷路のような構内図と多数の乗り

入れ路線を覚え、それをお客様にご案内するの

は至難の業で、苦労したことを覚えています。

3年目に「鉄道会社に入ったからには列車を運

転したい」と、運転士への職種転換試験を受験

しました。無事試験に合格し、約4か月間の学科

研修期間を経て配属されたのは、東洋初の地下

鉄である銀座線でした。配属後は約4か月間に

わたり指導操縦者に運転操縦技術の指導を受

け、無事に運転士の免許を取得することができ

ました。それからは日々、安全・安心な運行を心

がけています。

銀座線は毎日多くのお客様にご利用いただい

ておりますが、車両は6両96mと短く、車幅も

非常に狭いうえに曲線も多いため、正確な運転

操作と定時運行には十分に気を配る必要があり

ます。また、駅に停車する時のブレーキ操作は

TASC（駅定位置停止装置）を使用しているた

め、駅間の加速・減速に大きな衝撃がないよう注

意しなければなりません。快適な乗り心地を提

供できるように、先輩方にコツを教えてもらった

りアドバイスを受けたりと、運転技術向上のため

に日々努力しています。

地下鉄はまさに首都東京の大動脈であり、多く

のお客様にご利用いただいています。なかで

も運転士は列車を運行するのに重要な存在な

ので、プライドを持って職務にあたっています。

1日何事もなく乗務を終えた時には大きな充

実感と達成感を得られます。お客様の当たり前

の日常を支え、社会に貢献できていることを、

私たち運転士は誇りに思っています。当社のエ

キスパート職は、自分自身の可能性を広げるこ

とができるやりがいのある仕事です。興味があ

る方はぜひチャレンジしてみてください。

1

運転士として列車を走らせ、
首都東京の生活を支える
やりがいに満ちた仕事。

運転部 銀座線乗務管区 運転士
2013年入社

富樫 弘武
Hiromu Togashi

運転運輸

※内容は取材当時のものです。

当たり前の日常を
支えることを誇りに

車両部 綾瀬工場 車両係
2016年入社

新屋 一成
Kazunari Niiya

工場車両

D A Y  S C H E D U L E
日勤勤務の一例

始業8:30

朝礼ミーティング8:40

朝礼の後、ラジオ体操。班の詰所で
今日の作業工程の指示を受ける。

午後の作業内容を確認し、
それぞれの持ち場へ。

取り外した部品のほこりや汚れを取り除く。

本日の作業内容の完了報告。
工場内のお風呂に入って、
さっぱりしてから帰宅。

作業開始9:00

小休憩1 1 :00

作業1 1 : 15

昼食12 :00

午後のミーティング13 :00

作業開始13 : 10

洗浄作業14 :45

小休憩15 :00

作業15 : 15

業務終了、退勤17 :05

1

列車運行に欠かせない車両整備
仲間との一体感を胸に、
自身の職務をまっとうする。

興味と意欲があれば
仕事は覚えられる

ダイナミックで刺激的な仕事のなかで、
一体感を大切に
列車の安全運行を支えていく。

※内容は取材当時のものです。

※工場は日勤勤務のみ
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D A Y  S C H E D U L E
「安全」の2文字を心に刻み
日々の車両整備に努める

宿泊勤務の一例

始業8:30

担当内ミーティング9:00

列車検査9:20

小休憩10 :45

列車検査1 1 :00

昼食12 :00

列車検査13 :00

小休憩15 :00

出庫前の最終点検15 : 15

夕食18 :30

故障対応19 :20

仮眠23: 10

起床4:30

朝食6:30

引継後、退勤8:30

2人1組で、1編成の列車検査を担当。
目視だけではなく、音やにおい等、
五感をフル活用して車両をチェック。

万一に備え、待機。待機中は、
業務知識向上のための勉強も。

車両基地に留置してある車両を出庫し、
最寄駅で運転士に引き継ぐ。

ミーティングの後も引き続き、列車検査。

その日の作業内容を確認。

検査を終えた車両を歩いて、最終確認。

綾瀬検車区では、千代田線41編成（382両）

を保有しており、私はそれらの車両の点検・整

備を行っています。また、車両基地構内におけ

る車両の出入庫及び構内入換など、運転作業

も行っています。勤務形態は日勤勤務と宿泊

勤務で、日々スケジュール通りに点検や出入

庫の対応をしていますが、車両の不具合や故

障が発生した場合には、昼夜問わず迅速に処

置しなければなりません。時には深夜まで作

業が及ぶこともあります。しかし、どんなとき

も完全整備された車両を営業線に送り出すと

いう使命をまっとうすべく、上司や同僚ととも

に協力し合い解決に努めます。最初はわから

ないことも多く戸惑いましたが、経験を積み

重ねるうちに多くの事象に対応できるように

なりました。

もっともやりがいを感じるのは、自分が検査を

担当した車両が営業線で走行しているとき

や、故障や不具合に対して、過去の経験や事

故事例から学んだ知識を活かし迅速に解決し

たときです。これからも、日 「々安全」の2文字

を心に刻んで仕事をしていくとともに、後輩の

教育や技術の伝承にも力を入れたいので、よ

り多くの経験や知識を積んで自己研鑽に励も

うと思います。

私たちの仕事は直接お客様の目に触れること

はありませんが、お客様に安全・安心をお届け

し、生活を支える仕事であり、日々、やりがいと

誇りを実感しています。私たち東京メトロの車

両職種は車両の安全に関わる重要な部分を社

員自ら整備しています。高い技術と知識が必要

なので、新しい点検方法や工程の改良などに取

り組み、若いうちから活躍できる仕事です。

1

「安全」の２文字を心に刻み、
仲間たちと協力し合いながら
日々完全整備された車両を送り出す。

車両部 綾瀬検車区 車両係
2014年入社

宮田 奏生
Soui Miyata

検車車両

※内容は取材当時のものです。

やりがいと誇りをもって
働ける仕事とは

電気部 白金変電区 電気係
2017年入社

小坂井 敬介
Keisuke Kozakai

変電電気

D A Y  S C H E D U L E
宿泊勤務の一例

始業8:30

移動9:30

作業開始10 :00

昼食12 :00

デスクワーク13 :00

夜間作業ミーティング17 :30

夕食18 :00

夜間作業の準備19 :30

仮眠20:30

起床・作業準備23:30

夜間作業開始1 :05

夜間作業終了4:00

仮眠5:00

朝食7 :30

引継後、退勤8:30

点呼を受け、引継ぎ及び当日の作業内容に
ついてミーティングを実施する。

検査記録の整理及び提出書類の作成を行う。

工具の準備。

作業者全員で停電を確認し、作業指導者の
指示のもと機器の検査を行う。

作業者全員で作業終了を確認し、
事務所へ戻る。

1

変電業務を通して
首都・東京を支える
責任とやりがいを日々実感。

変電区の役割は、電力会社から受電した特別

高圧を、列車用や付帯用などに変換・変圧し各

所へ供給すること、そして全線で62箇所の変

電所による電力送配電網を保守することで

す。私は白金変電区に所属し、管轄内の複数

の変電所の機器の保守管理を行っています。

たとえば、何らかの事故で1系統が故障しても

電源が確保できるように予備受電線または変

電所間の連絡送電線網が設備されています。

その他にも遮断器、電圧を落とすための変圧

器、交流・直流を振り分ける整流器やインバー

タなどがあり、いずれも列車の運行や駅の運

営に欠かせないものです。普段の主な仕事は、

これらの定期点検をすることですが、機器な

どに不具合が発生した場合は現場に駆けつ

け、原因の究明や必要に応じて何らかの処置

を施すこともあります。

私たちの使命はいわば電車の原動力を生み出

すことですが、高圧の電気を扱うため、ひとつ

のミスが重大な事故や列車運行の支障につな

がりかねず、実に緊張感ある仕事です。最初は

そのプレッシャーに不安を感じることもありま

したが、変電区にはきちんと基礎から教え、若

手の成長を後押ししてくれる風土があり、相談

しやすい先輩もたくさんいます。おかげで、電

車の運行を支える技術者として一歩一歩着実

に成長できていることを実感します。また、

日々、何事もなく電車がしっかり動いている姿

を見ると大きなやりがいを感じます。これから

もリスクマネジメントに細心の注意を払いつ

つ、この社会になくてはならない仕事に取り組

んでいきたいと思います。

※内容は取材当時のものです。

電車や駅の生命線を守る
変電区の仕事

一人ひとりの成長を後押し
してくれる風土
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D A Y  S C H E D U L E
宿泊勤務の一例

始業8:30

昼食12 :00

点呼13 :00

作業開始13 : 15

夜間作業ミーティング17 :30

夜間作業の準備19 :30

夕食18 :00

仮眠20:30

仮眠6:00

朝食7 :30

引継後、退勤8:30

起床・作業準備23:30

保守用車で現場へ移動1 :00

徒歩巡回9:00

軌道内を歩いて架線を点検。

事務所に戻る16 :00

事務所に戻り、本日の作業報告書をまとめる。

夜間作業の内容や手順を確認。

電車線の摩耗検査を行う。

保守用車を格納作業終了4:00

総合指令所に作業終了を連絡。
事務所に戻り作業報告書をまとめる。

1

自分自身の成長とともに、
多種多様な電機設備の
知識と技術を後世へ。

電気部 日比谷線電機区 電気係
2013年入社

近藤 将太
Shota Kondo

電機電気

※内容は取材当時のものです。

電気部 日比谷線信通区電気係
2017年入社

木村 優輝
Yuki Kimura

信通電気

D A Y  S C H E D U L E
宿泊勤務の一例

始業8:30

作業開始9:00

昼食12 :00

先輩と2人1組で転てつ機の点検を行う。

設備検査作業へ13 :00

事務所に戻る16 :30

駅にある信号機器室で
信号配電盤の点検を行う。

ATCのレベル測定、連動検査を行う。

夜間作業ミーティング17 :30

夕食18 :00

夜間作業の工具・測定器等の準備19 :30

仮眠20:30

起床・作業準備23:30

保守用車の出庫準備0:50

夜間作業開始1 : 10

仮眠5:00

朝食7 :30

引継後、退勤8:30

夜間作業終了4:00

夜間作業の内容や手順を確認。

1

深夜に信号や通信設備の
点検・修理を行うことで
地下から東京を支える。

※内容は取材当時のものです。

信通区の主な仕事は、信号設備と通信設備の

保守管理です。信号設備とは、代表的なもので

すと列車の進路を変える転てつ機や列車に信

号を送るATC装置、列車の位置を検知してい

るTD装置など、列車を正常に走らせるための

設備です。通信設備とは、火災対策設備や放送

装置、列車無線、電話など、連絡手段に用いら

れている設備です。いずれも列車の運行を支

える重要なものばかりなので、これらの定期的

な点検・試験には細心の注意を払っています

し、故障時の緊急対応も行っています。

信号設備や通信設備の多くは軌道内に取り付

けられているため、修理や点検などは列車が動

いていない時間に行うことが多く、時間厳守が

重要です。最終列車後の1時頃から作業を開始

し、始発前の4時頃には作業を終了し、軌道内

から撤収しなければなりません。少しでも遅れ

ると、何千何万というお客様にご迷惑をかけて

しまいます。最終列車から始発列車までの限ら

れた時間で、スピーディかつ確実に仕事を終え

ることが肝心です。予定どおりの作業を終え、

無事、始発列車が走ることを確認するたびに、

大きな達成感を覚えています。

最近では、日比谷線の新駅「虎ノ門ヒルズ駅」

の開業に向けて区員全員で協力し、各設備の

新設工事や改良工事を行ったことが印象に

残っています。新駅開業はめったにない貴重

な機会。開業日に最終チェックを行い、皆で

無人だった駅にお客様と電車が入ってくるの

を見た時には感動し、私たちが「東京を地下

から支えているのだ」と実感することができ

ました。社員一人ひとりが持っているこの意識

こそが東京メトロの強みなのだと思います。

電車の運行に直接関わる
重要設備の保守管理 この仕事ならではの

誇りとやりがい

多岐にわたる地下鉄の
電気関連業務

電機区の保守範囲は、駅の照明や電気設備全

般、エスカレーター・エレベーターなどの昇降

機設備、誘導灯・非常用発電機・消火ポンプなど

の火災対策設備、駅冷房・トンネル換気などの

空調換気設備、ホームドア設備や列車に電気を

供給する架線をはじめとした電車線設備など

多岐にわたり、それらを日々点検・整備し、夜間

作業時には工事監督も担当します。

このように様々な設備の保守を担当するため、

すべてを覚えきるには努力が必要です。私は入

社当初に配属された丸ノ内線電機区から

2019年に日比谷線電機区に異動となったの

ですが、両者では使っている電車線設備が異な

るので異動当初はとても苦労しました。しかし

先輩方からいろいろと教えていただくととも

に、電車線に関する研修や技能競技会といった

学びの場を設けてもらったおかげで、電車線に

関する知識・技術の幅を大きく広げることがで

きました。

電気係の仕事は駅係員や乗務員のように直接

お客様と関わるものではなく、決して目立つ職

種ではありません。しかし、電車や駅構内にある

すべての設備には電気が欠かせないので、とて

も重要な業務だということを常に意識して業務

に携わっています。

また、東京メトロは地下鉄という空間的制約の

中、独自に導入している設備を多数有している

ので、日々新たな発見があり、自身の知見を広

げることができます。今後も様々な電機設備を

取り扱う経験を積み重ねていくのはもちろんの

こと、技術伝承のこともより意識していきたい

です。ベテラン技術者である先輩方が自分にし

てくれたように、現場だからこそ習得できる知

識や技術を後輩たちに着実に伝えていくのが、

自分の使命だと思っています。

陰ながら東京メトロを
支える仕事
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D A Y  S C H E D U L E
いつも笑顔で業務に励む
駅員の方たちに惹かれて

宿泊勤務の一例

始業8:30

担当ミーティング9:00

徒歩巡回9:30

昼食12 :00

再び、徒歩巡回へ13 :00

軌道内を徒歩で巡回。
軌道設備の状態をチェック。

夜間作業ミーティング17 :20

夕食18 :00

仮眠20:00

起床・作業準備23:00

夜間作業開始1 :00

夜間作業終了4:00

仮眠5:30

朝食7 :30

退勤8:30

夜間の工事の作業内容を確認。
関係部署や協力会社とも電話にて
綿密な打ち合わせを行う。

過剰なレール磨耗や
騒音を抑えるための補修、
自動塗油機器の点検・調整。

出勤してきた勤務者への引継。その後、帰宅。

事務所に戻り作業報告書を作成。

私は高校生の時、通学手段として毎日電車を利

用していました。部活動の朝練や放課後の練習

もあったため、朝早くに登校し、遅い時間に帰

宅する日々でした。そんな中、どんなときでも

お客様のために笑顔で接している駅員の方に

とても良い印象を持ち、鉄道業界に興味を持

ち始めました。また、鉄道業界にも自分が学校

で学んでいる土木を生かせる職種があること

を知り、土木職種での入社を決めました。

「毎日当たり前に電車が走るようにする」ことが

工務区の使命だと思っています。日中の仕事は

異常発見のための線路内の徒歩巡回がメイン

です。列車が走行している線路内を、午前・午後

に分けて3～4駅程度歩行し、自分たちの目で軌

道に異常がないかどうかをチェックします。その

際の巡回要員として作業指揮者と列車監視員が

2人、さらに作業員が加わります。異常を発見し

たら、自分たちで補修できる程度のものか、外部

の協力企業に工事を依頼したほうが良いのかを

判断し、工事が必要ならいつ実施するのかなど

の計画を立て資料にまとめます。私は今年で現

場経験が4年目となり、工事監督・作業指揮者・列

車監視員・保守用車の運転ができるようになりま

した。今までとは違って自分が指示する立場に

なったので、責任重大です。まだ知識が不十分で

不安を感じる時もありますが、そんな時はまず

自分で判断せず、上司に相談したり、一度持ち

帰って調べてから判断したりするようにしていま

す。また、上司の体験談を聞いたりすることも励

みになるので、そういったコミュニケーションの

機会も大事しています。一番のやりがいは、夜間

作業終了後、自分たちが工事した線路上をを

始発列車が無事に走行したとき。毎日当たり

前のように電車が動きお客様が利用されてい

るのを見ると、この仕事をしていてよかったと

感じるとともに、この当たり前を守っていかな

ければいけないと強く思います。

1

当たり前に電車が走ること
そのために日々、線路を巡回し
異常の発見に努める。

工務部 半蔵門・南北線工務区 工務係
2017年入社

山際 春菜 
Haruna Yamagiwa

軌道土木

※内容は取材当時のものです。

軌道の巡回や工事の立ち会い
経験を重ね勉強の日々

工務部 土木工事所
土木第二課 工務係
2014年入社

工藤 啓士朗
Keishiro Kudo

保守土木土木

D A Y  S C H E D U L E
宿泊勤務の一例

始業8:30

メールをチェックし、協力会社からの回答を確認。

担当ミーティング8:40

積算・資料作成9:00

担当者間で業務の進捗状況の確認をとる。

昼食12 :00

積算・図面作成13 :00

次回発注予定の図面や現場調査の内容を精査。

夕食18 :00

夜間作業打ち合わせ17 :00

その日の補修工事等の内容を確認。

仮眠20:00

起床・作業準備23:00

施工監理者として、安全と進捗の管理。

夜間作業開始1 :00

夜間作業終了4:00

仮眠5:30

朝食7 :30

引継後、退勤8:30

1

土木構造物維持・管理の
大事な第一歩である
「検査」業務を極める。

※内容は取材当時のものです。

私は入社4年目から3年間、（株）メトロレール

ファシリティーズへ出向となり、東京メトロの

土木構造物全般（トンネル・換気口・換気塔・橋

りょう・高架橋・擁壁など）の状態検査を手掛け

ました。そして現在は、土木工事所土木第二課

で主にトンネルなどの土木構造物を維持管理

する業務に携わっています。出向時代には現

場で担当していた構造物検査に、今度は発注

者の立場で携わり、全体の進捗管理や検査結

果の確認・確定作業、措置計画の立案などを

行っています。

土木構造物には人間と同じように寿命があり

ます。年数が経過するにつれて、徐々に漏水や

剥離、ひび割れなどが変状として現れてきま

す。維持管理する上では、こういった変状を見

逃さず、構造物の健全度を適切に判断する

「検査」が重要です。検査結果が保守土木の基

盤となって、日常補修や補強工事に繋がるの

で、不適切な措置で構造物の状態を悪化させ

ないよう、検査結果の確認・確定は入念に行っ

ています。地下という特殊な空間で電車が走

り続けているのは、日々しっかりとメンテナン

スを行っているからこそだと自負しています。

こうした〝縁の下の力持ち〟としてのやりがい

を感じるとともに、新しい技術にも日々挑戦し

ています。たとえば現在、私はドローンを活用

したトンネル内検査の導入に向け、ドローン操

縦者免許取得に注力しています。数少ない操

縦者の一人となり、全ての路線に導入できれ

ばと思っています。いずれは土木工事に関す

るより幅広い業務に携わってみたいですが、

今はとにかく検査を極め、この分野でのプロ

フェッショナルになることが目標です。

土木構造物検査の現場サイドと
発注サイド、両方の立場を経験 新しい技術にも挑戦し

検査のプロフェッショナルに
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私の所属する改良建設部の仕事は、バリアフ

リー整備やエレベーター・エスカレーターの設

置工事、連絡通路やビルとの接続通路の新設

などの改良工事を先頭に立って進めることで

す。全体の計画を練るところから工程管理まで

を担うのはもちろん、土木工事だけでなく建築

や電気といった他部門とも予算や日程、その他

細部を調整して整備していく必要があり、同時

に対外協議なども進めなければなりません。

このように業務が多岐にわたり、他部門との

調整にも苦労が多い仕事ではありますが、だ

からこそ最終的に施設が完成した際、そして

その施設をお客様が利用しているのを見た時

の感動はひとしおです。計画段階も施工中も、

そのことを常に意識しながら、細部にわたって

慎重に事を進めています。日々変化する現場

に身を置き、工事の進捗を見守るのが何より

のやりがいです。

改良建設部の仕事において重要なのは、工事

準備において取引先との協議を行い、綿密に

計画を立てて進めることです。もちろん、着工

後も工事予算管理や施工管理など重要な仕

事や考えることが多いので、時には大変に感

じることもあります。ですが、それ以上に自分

なりに目標を立て、それを一つずつ達成して

いけば、着実に成長することができます。

まだまだ知識が至らないことも多く、これから

も日々現場でいろいろな経験を積み重ね、知

識を吸収し、いずれはそれを後輩たちにしっか

り伝授できる人材として東京メトロに貢献した

いと思っています。

D A Y  S C H E D U L E
本社勤務の一例

始業9:20

現場調査10 :30

担当駅や施設へ足を運び、現場調査。

打ち合わせ1 1 :00

関係する部署や設計コンサル、
関係者との打ち合わせを行う。

昼食12 :25

資料作成13 :20

午前中の議事録をはじめ、
積算書や設計図書の作成。

工事書類作成15 :30

まとめた資料を見ながら、
決裁を得るための工事書類をつくる。

退勤17 :40

1
他では経験できない
「鉄道建築」にチャレンジ

駅構内の様々な改良工事
設計が形になっていく喜び

建築科の学生の就職先といえば、多くの人がゼ

ネコンや設計コンサルなどをまず思い浮かべ

るでしょう。確かに建築業界における「鉄道建

築」は特殊な職種。「鉄道の建築ってどんなこと

をしているの」と思うかもしれませんが、駅構内

においてお客様が見て、触れて、歩く場所の多

くは建築工事によってきれいに仕上げられてい

ます。一見、目立たない職種ですが、お客様に

安全かつスムーズにご利用いただけるよう、目

に見えない様々な工夫を凝らしています。

入社後はまず建築工事所に配属され、駅構内

の内照式広告看板改良工事や外苑前駅の出入

口改良工事、銀座線ブランディング、人形町駅

改良工事、東西線各駅の案内看板の改良工事、

各駅の乗降場セキュリティー対策工事など、

様々な現場で工事監理を行いました。そして、

2018年からは本社の建築設計第二課で、こう

した現場の工事のための設計業務を担ってい

ます。

設計業務と一口にいっても、工事内容や施工方

法の検討、詳細な設計、関係部署や行政との調

整、工事費の積算、工事の発注など、その業務

は多岐にわたります。当然、設計段階に問題が

あると工事が進まなくなることもあり、お客様

にも影響してしまうので、慎重かつ入念に設計

しています。また、業務を始めてから工事が終

わるまでに数年かかることもあるため、計画性

をもって業務を進めなければなりません。関係

先も多いため、大変に感じることもありますが、

自分が考えた設計図書や計画を現場に引き継

ぎ、それがどんどん形になっていく様子を見る

と、何ともいえない充足感を覚えます。

※内容は取材当時のものです。

工事監理から設計へ
駅を造る重要な仕事、
「鉄道建築」に全力投球。

工務部 建築設計第二課 事務係
2015年入社

大阿久 大樹
Hiroki Oaku

建築建築

改良工事の現場で
経験を積み重ね、
頼れる先輩になる。

改良建設部 第二工事事務所
技術課 改良建設係
2018年入社

檜野 聖哉
Seiya Hino

改良土木土木

D A Y  S C H E D U L E
宿泊勤務の一例

始業8:30

ミーティング8:45

当日の作業内容についての打ち合わせ。
各作業現場の前日の振り返りと、
当日、翌日の作業工程を確認。

工事調整業務10 :00

資料作成1 1 :00

工務部、電気部等、関係各部との調整を行い、
工事書類を確認し、必要な協議資料を作成する。

昼食12 :00

埋設事業者を訪問、協議13 :00

協議結果を上司に報告16 :00

夕食

17 :00 夜間作業打ち合わせ

18 :00

営業線に関係する工事は、
始発列車の運行に間に合うように撤収。

施工監理者として安全と進捗を確認。

仮眠20:00

夜間作業開始1 :00

起床・作業準備23:00

仮眠5:30

夜間作業終了4:00

引継資料の作成8:00

朝食7 :30

退勤8:30

1
他部門や外部と連携しながら
改良工事を着実に進める

※内容は取材当時のものです。

数多くの目標を達成しながら
着実に成長できる職場
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宮田：今日は東京メトログループの充実した研修制

度のひとつ「鉄道総合技術アカデミー」をテーマとし

たチームトークということで、同年度のアカデミーに

おいて同じグループで学んだメンバー5人が集まりま

した。この機会に、あらためて鉄道総合技術アカデ

ミーで学んだことや成長につながったこと、その後の

メンバー同士の交流などについて皆で話し合ってみ

たいと思います。

高森：鉄道総合技術アカデミーでは毎年、鉄道部門の

若手300～400人ほどの受験者のなかから選抜され

た数十人が９か月にわたって多角的な視点で鉄道シス

テムを学ぶわけですが、まずどのような想いでこの研

修に参加したかをそれぞれ話しましょうか。

宮田：私は座学や実習のほか、他社視察や海外研修

を通じて、鉄道に関する幅広い知識を身につけられる

と期待して参加しました。

小柳：鉄道システムというのは多種多様な部門の技

術が集まって複合的に成り立つものですから、この研

修で部門を超えた情報交換や意識の共有を図ってみ

たいと思いました。

橋本：１～２か月周期で工務や電気、駅、運転などの

部門の業務を座学で基礎から学べるのはかなり魅力

的ですよね。

石川：私もそれぞれの部門の現場での作業を見学し

たり、自ら体験したりできることに魅力を感じ、鉄道総

合技術アカデミーに挑戦しました。鉄道建築の仕事で

は土木や電気など様々な技術部門との協力・連携が

欠かせず、他社との調整が必要になることも多いの

で、視野を広げたり、相手の立場を理解したりする絶

好の機会だと思ったんです。

高森：実際、鉄道総合技術アカデミーでは毎回（毎週

木曜）、多部門に属するメンバー同士での意見交換や

交流が活発でしたよね。

宮田：他の部門の仕事内容や技術力の高さ、仕事に

対する志を聞き、鉄道システムが多くの技術や仲間に

支えられていることを具体的にイメージすることがで

きました。特に、私たち運転士や駅係員はいわばお客

様たちと接する鉄道の最前線の役割を果たしていま

すが、その仕事の土台を構築するためにどれだけの

時間や人手、苦労がかけられているかをあらためて知

ることができたのは収穫でした。

なかでも課題の見える化や気づきなど、得るものが

大きかったのが、6～7人のチームで行うグループ研

究発表ですね。他の部門の社員との情報交換や協力・

連携の機会はそれまでの普段の業務でも多々ありま

したが、何かを一緒に作りあげるというのは初めての

経験だったので、他の部門と密に連絡を取りながら、

発案から役員発表までの一連のフローを経験できた

ことはとても勉強になりましたし、役員発表が終わっ

た時には大きな達成感や一体感も得られました。

橋本：私もグループ研究発表が新鮮で有意義だった

と思います。日々の業務と毛色が違うので四苦八苦し

ましたが、とても大きな学びにつながりました。いろ

いろな部署の方たちとともに議論を交わせましたし、

メールや電話でのヒアリングなど、自由に研究できた

ことは鉄道総合技術アカデミーならではの体験だと

思います。最後の役員発表の場で、役員の方々から貴

重な意見をいただけたのも大いに刺激になりました。

小柳：休憩時間などにチームメンバー同士の雑談を

通して、他部門の視点や考え方の違いを学べたこと

も大きかったと思います。それまで自分自身が当たり

前だと思っていたことが、ほかの職種の方にとっては

当たり前でないこと、職種によって重視しているポイ

ントが異なることなどに気づかされました。そのおか

げで、自分が携わっている駅の改良工事について他

部門の立場からはどう見えるのか、どういう課題、意

見があるのか、それらにどう対応すれば伝わりやすい

か、スムーズに事が運ぶかといったことをいつでも意

識できるようになれました。

橋本：確かに、アカデミー生同士の雑談は学びや気づ

きの宝庫でしたね。他部門の目線で自部門の仕事を

見つめ直すとともに、どんな仕事も一つの部門だけ

では成り立たないということを身をもって知りまし

た。そしてもちろん、東京メトロには幅広いジャンル

のエキスパートがいるのだと気づかされ、心強く感じ

ましたし、誇りに思いました。

石川：私も９か月かけて他部門・職種の社員と交流す

ることで、それまで知る機会がなかった部門ごとの考

え方や事情を理解することができました。また、先ほ

ども触れた通り、建築職種は様々な部門の社員と協

力したり、調整したりする機会が多いのですが、それ

でも他部門・職種の社員の仕事への理解が希薄だっ

たと思い知りました。

鉄道総合
アカデミー
チームトーク

1
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T E A M  T A L K  1

鉄道総合技術アカデミー
参加にかけたそれぞれの想い

他部門との交流を通して
様々な気づきを得る

小柳 亮

改良建設部 工事課 事務係
2015年入社

橋本 真和

車両部 綾瀬工場 車両係
2015年入社

就職活動時、機械メンテナンスの業
務に携わろうと様々な業界を調べる
なかで東京メトロのことを知り、そ
の社会的役割に惹かれて入社。工場
に配属となり、「台車」のメンテナン
スを主に担当している。

学生時代に災害に関する研究を行う
なかで「首都圏の地下構造物という
公共性が高く、かつ特殊な分野で自
分の知識を活かしたい」と思い、東
京メトロを志望。現在は、駅改良工事
における社内外との協議や調整業
務に従事している。

2
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わっている新線建設の現場や市街地を見学すること

で、日本の「当たり前」が他国でいかに通じないかを

身をもって知りました。

高森：私もベトナムでの海外研修が強く印象に残って

います。私にとっては人生初の海外渡航でもあり、仕

事だけでなく人生観まで大きく変わる出来事でした。

そして、何より実際に現地の交通事情や職場を体感

することで、鉄道事業は世界的にも必要とされるもの

であることを痛感しました。また、初めて自分が「外国

人」の立場になることで、海外から日本を訪れて地下

鉄を利用するお客様の不安な心情を自分事として理

解することもできました。この経験はその後の駅係員

としてのサービス向上に確実に役立っていますし、新

たなチャレンジ精神を私に持たせてくれました。

石川：日本では鉄道といえば身近で欠かせない交通

機関であり、東京メトロの社員一人ひとりがその最重

要インフラを日々支えているという自覚と誇りを持っ

て働いていますが、ベトナムではバイク移動がメイン

で、鉄道を利用する文化がほとんど根付いていませ

ん。そのような国で初めての地下鉄を建設するプロ

ジェクトの難しさを知るとともに、その難事業にあえ

て取り組んでいる東京メトロのチャレンジャー精神に

あらためて感銘を受けました。

高森：日本においても、元をたどれば1927年に東京

地下鉄道株式会社が上野～浅草間に東洋初の地下

鉄を走らせることができたのは、従来の常識を覆え

し、いくつもの課題を乗り越えたからでした。その後、

時代がめまぐるしく移り変わるなかで常に新しい技術

やニーズへの挑戦を重ねてきた蓄積が、東京メトロに

はあります。その蓄積があるからこそ、ベトナムでの

プロジェクトにも乗り出せたのだということも実感で

きました。

宮田：では最後に、鉄道総合技術アカデミーでの経験

や人脈をその後どう活かしているか、あるいはこれか

らどう活かしていくか、それぞれ話しましょう。

石川：建築部門の使命は何よりいい駅、いい地上建築

物をつくることですが、私たちだけの力や考えではそ

れは実現できません。プロジェクトに携わるあらゆる

部門の視点に立ち、様々な意見を取り入れて事を運ぶ

必要があります。その点、鉄道総合技術アカデミーで

知り合い、９か月かけて深くお互いを知り、仲良くなれ

た他部門のメンバーはとても頼りがいのある存在で

す。普段の業務で知りたいことやわからないことを気

軽に聞いたり、聞いてもらったりしながら、これからも

よりよい駅づくりに取り組みたいと思います。

高森：社内の様々な部門のみならず、他社との交流

の機会が設けられていることも鉄道総合技術アカデ

ミーの大きな特徴ですよね。特に他社の本社や研修

所の設備を見学したり、同社員と交流・意見交換した

りといった経験は非常に刺激的でした。同業でも会社

が違うだけでここまで考え方が違うのかと驚く部分も

ありましたし、参考にできそうな有意義な取り組みに

ついてもたくさん学ぶことができました。

石川：振り返ってみると、他社の文化を学ぶことがで

きただけでなく、自社の素晴らしい点を再発見する機

会にもなったように思います。たとえば東京メトロで

は、地下という特殊な空間で確実に安全性や快適性

を確保するために多様な工夫を凝らしていますし、バ

リアフリーへの投資も他社に負けないと思います。そ

うした東京メトロの強みや価値にあらためて気づくこ

とができたのは、とてもよかったと思います。

小柳：皆さんがアカデミー研修で最も印象に残って

いることは何ですか。私は海外研修です。ベトナムの

ハノイとホーチミンへ行き、現地で東京メトロが携

鉄道総合

アカデミー

チームトーク
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学びに満ちた
他社視察と海外研修

石川 純平

工務部 第二建築工事所
建築第三課 工務係
2015年入社

幼い頃から鉄道とモノづくりが大好
きで、大学では建築学を専攻。就職
活動の際に鉄道会社に建築職種が
あることを知り東京メトロを志望。
入社後は様々な施設の改良工事の
設計等に携わり、現在は現場で工事
監理業務を行っている。

宮田 真

運転部 千代田線乗務管区 運転士

2012年入社

「日々変化と発展を繰り返すこの
会社で働き、人間的に大きく成長し
たい」と東京メトロに入社。駅係員
としての経験を経て3年目に運転
士の職種転換試験に合格、運転士
として日々安全・安定輸送に努め、
異常時対応のスキルアップなどに
も励んでいる。
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星野：せっかくの機会なので、まずはあらためてお互

いどうして東京メトロに入ったのか、どんなところに惹

きつけられたのか、志望動機について話しましょうか。

私は専門学校の鉄道サービス科で学んだのですが、

それ以前から日本の首都圏に数多くの路線を走らせ

る東京メトロにあこがれを抱いていました。

齋藤：私はもともと、ハウスメーカーの営業職を志望

していました。でも就職活動で様々な業界を見て回る

中で、星野さんと同じく首都圏の人々の生活を支える

東京メトロの使命にあらためて感銘を受けたんです。

そして、大規模な社会インフラを担う会社だからこそ

高い将来性が期待できるのではないか、という考え

もあって入社を決めました。笹森さんはどうでした

か？

笹森：私もおふたりと似ています。最初は地域に貢献

できる仕事として地方銀行などを主に受けていたの

ですが、企業研究を進めていくうちに「もっと人の暮

らしや経済を支える仕事がしたい」と考えるようにな

り、鉄道会社を志望するようになりました。その中で

も東京メトロに決めたのは、1日に約700万人以上も

のお客様にご利用いただいているという点に惹かれ、

自分もその一員として働きたいと思ったからです。

高森：私は間もなく運転士になるための研修に入る

予定なのですが、それに先立って鉄道総合技術アカ

デミーで運転士の仕事の実態を学べたことが自信に

つながっています。これからもアカデミー同期生のメ

ンバーの運転士にいろいろと話を聞いたり、相談した

りできるのは心強い限りです。

アカデミー生同期のメンバーとは、卒業後も繋がりが

続いているし、今日集まっている同じグループのメン

バーとは新たな業務改善活動も行っています。他部

門に仲間ができたことで、日常業務はもとより、業務

改善においてもより広い視点で物事を考えることが

できています。もちろん、プライベートでの交流もモ

チベーションにつながっています。

小柳：部門によって視点や考え方が違うことを学び、

相手が望んでいるものをイメージする習慣が身につ

いたことで、日々の他部門との打ち合わせや議論が

非常にスムーズになったことを実感しています。ま

た、以前は何かわからないことがあったらまずは上司

に相談していましたが、横のつながりで他部門のアカ

デミー生同期の助言を得てさらに問題をスピーディ

に解決できるケースも増えてきました。

橋本：私にとっても、研修修了後もアカデミー生同期

は心強い仲間であり続けています。自分が所属して

いる部門だけで解決できないことが多々ある鉄道の

仕事のなかで、各部門のエキスパートたちと気軽に質

問し合える関係というのはアカデミー生だけが得ら

れる特権です。もちろんプライベートでも密に連絡を

取り合うなど、会社の枠を越えた交流も続いていま

す。まだまだ長いメトロ人生において、鉄道総合技術

アカデミーを通じて出会った仲間は私にとって大切な

財産です。

宮田：私も本当にそう思います。各部門・各職場を代

表するスペシャリストたちとの人脈という意味でも心

強いですが、それ以上に９か月の研修期間をともに過

ごしたことでできた絆は何ものにも代えられません。

社内発表会や表彰などで名前を見かけると、自分の

ことのように嬉しくなりますし、同時に自分も頑張ろう

というモチベーションにもなっています。

東京メトロは「チャレンジしたい」と思っている人材を

育成・支援するための研修制度がかなり充実していま

す。なかでも鉄道総合技術アカデミーでは、実際に自

分が体験してみて「人材育成への投資は惜しまない」

東京メトロのすごさを感じ、自分もこの研修での学び

をフルに活かし、期待に応えて活躍していかねばなら

ないと実感することができました。

これからも「鉄道の運行は幅広い分野の設備や業務

から成り立っているのだ」ということを強く自覚し、特

定の分野や価値観に固執せず、グローバルな視点も

含めて自社の事業を様々な角度から見つめていきた

いと思います。

T E A M  T A L K  2

「東京を走らせる力」
に惹かれて東京メトロへ

駅若手女性
チームトーク

高森 伊吹

営業部 霞ケ関駅務管区 駅務係
2014年入社

専門学校卒業後、他企業での勤務を
経て、既卒採用で東京メトロに入社。
入社後は駅係員としてホーム列車監
視業務など様々な業務に携わる。運
転士の職種転換試験に合格し、研修
を控えている。
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星野：やはり3人とも「東京を走らせる力」というグ

ループ理念に魅力を感じたんですね。私の場合、事前

に専門学校のインターンシップでホーム整理に携

わった経験も大きかったです。東京メトロの社員の方

たちの働く姿を間近で見られたことが決め手となり

ました。

笹森：社員の方たちに接すると印象に残りますよね。

私は子どもの頃、東京に来た時に地下鉄の駅で迷っ

てしまったことがあるのですが、その時、駅員さんが

丁寧な対応で助けてくれました。振り返ってみれば、

そうした経験から東京メトロに親近感を抱いていたこ

とも志望動機のひとつになったように思います。

齋藤：笹森さんは入社2年目ですね。駅務係としての

仕事にはもう慣れましたか？

笹森：最初はとにかく駅務係の仕事が多種多様で驚

きました。インフォメーションカウンターでのお客様へ

のご案内や遺失物の管理、お身体が不自由なお客様

へのご案内、券売機や精算機の売上金の集計、そして

ホーム列車監視業務、駅事務室での事務処理や電話

の対応、駅構内の清掃など、接客以外にこんなにたく

さん事務的な仕事があるとは想像できませんでした。

星野：駅で起きることすべてに対応する仕事ですから

ね。通常業務のほかにも、急病のお客様がいらっ

しゃったら救急車を呼んだり、沿線地域のお祭りに参

加したりと、とても大切な仕事がたくさんあります。

笹森：まだまだ至らないところばかりですが、多彩な

役割を日々楽しみながら業務にあたっています。先輩

たちはこの仕事のどんなところにやりがいを感じてい

ますか。

齋藤：駅務係はもっともお客様との距離感が近く、直

接やりとりをする機会も多いので、時にはお客様から

お叱りを受けることもありますが、逆に感謝を伝えて

いただけることもあります。そうした時に自分が人の

役に立っているのだということを実感できますね。

星野：私も同じです。特に何らかのトラブルが起きた

り、緊急事態になったりした時に東京メトロの使命や

役割を強く意識することがあります。以前、他社線が

運行不能になった影響で、私が勤務する駅に振替輸

送を求める多くのお客様が押し寄せたことがありまし

た。そのままではホームがお客様であふれかえってし

まいとても危険だったので、一時、改札を閉鎖して対

応にあたりました。その時、あらためてこの仕事の重

要性や責任を実感しました。それ以来、平時において

も自分たちが「多くの人たちのごく当たり前の日常」

を支えているのだということを日々意識するようにな

りました。

星野：緊急事態といえば、コロナ禍で緊急事態宣言が

発令された時、休業する会社やお店が多い中、仕事柄

どうしても電車で出勤しなければならない方も大勢い

ました。そうした人たちのため、東京メトロの電車はい

つも通りに動き続けなければなりません。あらため

て、自分たちが東京の社会インフラを支える一員であ

ることを意識し、誇りを持って働こうと思いましたね。

齋藤：ただ逆に、そうした使命感をプレッシャーに感じ

て不安になってしまう人もいるかもしれませんね。笹

森さん、そのあたりについてはどうでしょうか。

笹森：新人なので、日々の仕事でわからないことや自

分だけでは対処できないことなどはもちろんたくさ

んあります。でもそうした時には、インターフォンで先

輩に助けを求めれば皆さん親身に教えてくれますし、

休憩時間などにも「最近、仕事どう？」といった感じで

声をかけてくれたり、相談にのってくれたりすること

もあるので、一人でプレッシャーに押しつぶされてし

まうようなことはないです。逆に、先輩や同僚たちと

ともに一体感を持って日々働けています。

星野：チームワークがものをいう仕事なので、一体感

は大事ですよね。常日頃から細かいことでもしっかり

と共有し合い、全員で業務にあたろうと一人ひとりが

意識しているので、年次や性別、所属部署に関係なく

フラットにコミュニケーションをとりあえるのは、東京

メトロの職場環境の魅力のひとつだと思います。
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一体感ある職場で
日々成長していく

お客様の日常を
支える一員として

星野 美佐紀

営業部 新宿駅務管区 駅務係
2016年入社

駅若手女性

チームトーク

齋藤 春花

営業部 新宿駅務管区 駅務係
2016年入社

大学では英米文学を専攻。学生時代
はフィリピンへ短期留学に行ったほ
か、カンボジアでのボランティア活動
も経験。人と接することが好きで、学
生時代の海外での経験も活かした
い思い、東京メトロを志望した。

学生時代は観光系の専門学校で学
び、インターンシップでは東京メトロ
のホーム整理に携わる。この経験が
きっかけで、日本の首都を支える東
京メトロの駅係員の仕事に惹かれ、
入社を決めた。
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齋藤：確かに新人だから居心地が悪かったり、女性だ

から任せてもらえなかったりといったことは一切ない

ですね。

笹森：駅務係の仕事は、基本的には男性も女性も同

じですよね。ただ、具合の悪くなったお客様が女性で、

男性の駅員に相談しづらいことを聞いてあげられた

り、アクセサリーやブランド物の衣服・鞄などの忘れ物

をしたお客様に的確で迅速な対応ができたりと、女性

だからこその視点が役立つことも多々あります。

星野：構内アナウンスは女性の声の方がやわらかで

聞き取りやすいとか、案内の仕方がより丁寧とか言っ

てもらえることもありますね。そういう意味で、毎年た

くさんの女性駅員が仲間に加わってくれるのは、東京

メトロにとってもプラスのように思います。

笹森：この機会に先輩たちにお聞きしたいのですが、

駅務係の仕事で一番大切にしていること、学んだこと

は何ですか。

星野：私がもっとも大切にしていること、意識してい

ることは、やはり接客において相手の話をよく聞くこ

とですね。憶測や想像で答えてしまうのではなく、あ

やふやなことや不明点などについてはあらためて資

料を見たり、質問をもう一度聞いたりしてから判断す

るよう気をつけています。

齋藤：駅務係としての基本中の基本ですが、確かにそ

れが一番大事ですよね。単純な道案内や乗り換え案

内にしても、お客様が何か勘違いや思い違いをして

いる可能性だってあるし、こちらの答え方ひとつでお

客様を余計に混乱させてしまうこともあります。そう

ならないよう、相手がどういう状況に置かれて何を知

りたいのか、どうしたいのか、何について困っている

のかを正確に把握することがまず大事です。その上

で相手が求める答えに沿って、かみ砕いて簡潔に説

明したり、逆に一つひとつ細かく、なるべく詳しく、丁

寧に時間をかけて説明したりしています。

笹森：私はまず、第一印象を大事にしたいと思ってい

ます。最初に笑顔で対応すると、お客様も距離感を近

く感じてくれますし、その方が話を最後まで聞いてく

ださる方が多いような気がします。とにかく笑顔を心

がけ、お二人がいうようにしっかりお客様のお話に耳

を傾けていきたいと思います。

星野：ほんのわずかな接客の印象で、東京メトロ全体

に対する印象が決まってしまうこともあります。笹森

さんが言う通り、まず最初に笑顔で接することは何よ

り大事ですよね。

齋藤：さて、最後に将来これから先どんな風に成長し

ていきたいか、皆さんそれぞれの展望を聞かせても

らえますか。

星野：去年よりもしっかり仕事ができる自分になりた

いです。特に異常時・緊急時に落ち着いて臨機応変に

対応ができるよう、最近はいざという時に頭に入れて

おくべき業務知識をあらためて学び直したり、手帳に

日々の反省点や感じたことなどをメモしておいたりし

ています。どんな業務であっても、ただこれまで通り

こなすのではなく、常に「成長」を意識したいですね。

齋藤：同感です。入社して5年目、当然のことながら後

輩たちよりたくさんの経験を積み、多くの知識を得て

きているので、先輩としてしっかりと後輩を育て、慕っ

てもらえるような存在になりたいと考えています。

笹森：私は職種転換で乗務員を目指しています。試験

に合格することができれば電車に乗務することになり

ますが、駅係員の仕事は鉄道業務の基本なので、引き

続き先輩方の指導の下、現在の業務を着実にこなし、

知識の幅をどんどん広げていきたいと思います。

星野：これからもそれぞれの道を歩みつつ、お互いの

連携やチームワークを大切にしながらお客様の安全

を守っていきましょう。

5
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R

駅務係として一番
大事にしていること

それぞれの明日と
なりたい自分

T E A M  T A L K  2

駅若手女性

チームトーク

笹森 友奈

営業部 新宿駅務管区 駅務係
2019年入社

大学では児童教育学を専攻。学生
時代に訪れた東京で道に迷った際、
東京メトロの駅係員が丁寧に案内し
てくれたことが印象に残り、自身も
その一員として働きたいと思い、入
社を志した。

※内容は取材当時のものです。

4
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研修制度　ピックアップ 技能競技会を通じてレベルアップ

技能競技会に出場し、「電車線断線事故が発生した」という想定で復旧訓練を行

いました。営業中に発生した事故を想定しているので、安全かつ迅速に復旧させ

なくてはなりません。実際に起きてはならない事故ですが、万が一発生した際に

冷静に対応できる知識と技術が身につき、自信にもつながりました。

近藤 将太 電気部 日比谷線電機区 電気係 2013年入社

E D U C A T I O N

主な設備

多種多様な研修・訓練制度

さらなる安全・安心の実現を目指し、社員一人ひとりの現場で

の実践力を磨くための人財育成の総合拠点。棟内には駅、車

両、軌道、トンネル、架線、信号設備等、東京メトロのあらゆる現

場が再現されています。時間的・空間的制約を受けず「いつで

も」「失敗をおそれず」「本番さながら」の訓練ができる当社の

誇る施設のひとつです。

東京メトロ
総合研修訓練センター

知識・技能向上のための
様々な制度

前方・後方に映像を映し出し、走行

音や車両の揺れを発生させながら、

本番さながらの模擬運転ができる

システムです。車掌や運転士の異

常時対応訓練等、より現実に近い

環境の中で訓練を行います。

シミュレータ・車両教材室

電気設備（変電設備、電気室設備、

機械設備、信号設備、通信設備等）

を備えた教室です。列車運行に影響

がない環境の中で、装置の仕組みや

保守の方法を学ぶことができます。

電気教習室

訓練用の列車が走行するトンネル

区間と地上区間を兼ね備えたエリ

アです。エリア内には「模擬駅ホー

ム」があり、実際の駅のホームと同

じ設備が全て揃っています。

運転実習線（列車走行エリア）

列車が走行しない非通電エリアで

す。き電を停止することで、感電や

失敗を恐れずに研修・訓練を行うこ

とができます。

技術実習線（非通電エリア）

駅構内をすべて実機で再現した設

備です。駅務機器類の故障時の対

応や接客研修など、様々な切り口で

の駅係員の訓練を行います。

SSC（ステップアップステーションセンター）

専門的技能の向上を目的に、部門

別（車両・電気・土木）に与えられた

課題の復旧作業を各職場で競い

ます。競技会に向けて多くの練習

を重ねるため、それ自体が技術の

伝承や一人ひとりの技術力向上に

つながっています。

技能競技会

東京メトロ独自の制度で車掌・運転士の業務に従事する社員が自律的

に知識・技能の向上に取り組むことで、その達成度を認定するもので

す。初級・中級・上級・特級技師まであり、初級から段階的に取得を目指

していきます。

運転部技能水準認定制度

接客力の向上を図ることを目的に、

各職場の代表が集い、接客力No.1

を競う大会。舞台上では、お客様役

から様々な要望が出され、出場者は

日頃の業務や訓練で培った接客力

を駆使し対応します。代表社員の接

客を多くの社員が見て学ぶことに

より、模範となる接客力の共有や意

識の向上につなげます。

接客選手権

社会人としての基礎知識のほか、東

京メトロの会社概要や業務上必要な

基礎知識を身につけます。

運輸職種：総合研修訓練センターで

の研修（約1か月）→各駅に配属、駅

にて研修（約2か月）

技術職種：総合研修訓練センターで

の研修（約1週間）→各職種に分か

れての専門分野研修（期間は職種に

より異なります）

新入社員研修

多角的な視点から鉄道システムを理解する社員を育成するための企

業内スクールです。毎年東京メトログループ鉄道部門の若手から選抜

し、約9か月間の研修を実施。鉄道に関する幅広い知識を座学や実習

だけでなく、他社や海外視察を通じて身につけます。また、部門を超え

て情報交換や意識の共有を図ります。

鉄道総合技術アカデミー

路線ごとに各部門の社員が集い、

トラブル発生から運転再開までを

1クールとした部門を横断して

チーム一丸となって行う、シナリオ

のない訓練です。他部門の動きを

学び、連携を強化しながら異常時

の迅速な対応力を向上させること

が狙いです。

部門横断訓練
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私が第一子を妊娠したのは2004年、ちょうど運転士になって1年が経った頃

のことでした。妊娠中における業務負担を軽減できる制度を活用し、運転では

なく運転事務室内の事務作業に移らせていただき、勤務終了後に病院に通う

こともできました。そして産前６週間、産後８週間の「出産休暇」を経て1年半

の「育児休職」に入りました。こうした制度が充実していることもあって、産後

の復職は出産前の早い段階から考えていました。駅係員としての職場に復帰

し、子供が小学3年生になるまで「短時間勤務制度」を利用して１週間の労働

日数を減じた状態で働かせてもらいました。当社は全社的に育児休職後の職

場復帰がしやすく、かなり恵まれた環境だと感じています。

1
C A S E

育児休職制度│取得

充実した支援制度を柔軟に活用できる

2
C A S E

独身アパート│利用

九州から上京し、入社と同時に独身アパートに入居しました。私が今現在

暮らしている独身アパートは最寄り駅から徒歩約10分のワンルーム。バ

ス・トイレは共用です（一部の独身アパートについてはバス・トイレ付）。管

理人が常駐しているのでセキュリティ面はもちろん、全室個室なのでプラ

イバシーもしっかりと守られているので安心です。また、共用のキッチンや

洗濯機が据え置きなので新生活をスムーズに始められたところも非常に

ありがたかったです。福利厚生面でも、社員専用のスポーツ施設やカフェ

テリアプランを活用するなど、とても充実した日々を送っています。

快適で充実した日々を送るための生活拠点

■ 独身アパート 都内近郊（足立区・江東区・大田区・板橋区・柏市・和光市）

■ 家族住宅 都内近郊（足立区・葛飾区・江東区・大田区・さいたま市）

※入居には条件があり、希望者全員が入居できるとは限りません。

※入居条件あり

カフェテリアプラン 家族住宅 健康支援センター

社員に福利厚生費がポイントで付与され、そのポイントの範囲内
で旅行や映画鑑賞、子育て支援等の各自のライフスタイルや
ニーズに合った多様なメニューから選んで利用できる制度です。

将来的に持家取得を考えている社員をサポートす
るために、都内および都内近郊に家族住宅を複数
保有しています。 

疾病予防や保健指導だけでなく、病気等の
一般診療も行っており、社員が心身ともに
健康に働けるようサポートしています。

妊娠休暇制度 妊娠中の社員が、出産休暇開始日の前日まで取ることができる休暇です。

出産休暇制度 産前産後を通じて、14週まで（多胎妊娠の場合は22週まで）取ることができる休暇です。

育児休職制度 0歳～満3歳の子の育児をする社員は、育児休職を取得することができます。

子の看護休暇制度 0歳～中学校就学前までの子の育児をする社員が、子の看護のために取ることができる休暇です。

短時間勤務制度 0歳～小学校3年生までの子の育児をする社員は、
１日の労働時間または１週間の労働日数を減じた短時間勤務を選択することができます。

育児介護等退職者再雇用制度 妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤によりやむを得ず退職後、 再雇用の機会があります。

主な支援制度（育児関係） 社員寮

■ 主な制度・施設

藤江 江里

営業部 大手町駅務管区 駅務助役
1998年入社

福利厚生W E L F A R E

ライフステージに合わせた支援制度
社員の仕事と生活の両立を様々な制度でサポート

次世代法に基づく
認定マーク
「くるみん」

東京メトロでは、ワークライフバランスの推進に取り組んでおり、特に「仕事と子育ての両立支援」に

注力。「出産休暇」や「育児休職」、そして職場復帰後の「短時間勤務制度」など、様々なサポート制度

を取り入れています。また、若手社員向けに独身アパートもあります。他にも様々な福利厚生が整っ

ており、社員のライフステージに合わせて活用しやすいものとなっています。

吉富 俊貴

有楽町・副都心線工務区 工務係
2016年入社

子
育

て
サポートして

い

ま
す

2019
年認定
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東京メトロのエキスパート職の使命は、駅・車掌・運転業務や施設の保守管理を確実に行

い、多くのお客様にいつも通りの「日常」を提供することです。運輸職種はお客様に「安

全」と「サービス」を提供し、技術職種は昼夜を問わず鉄道施設を維持管理に努めていま

す。そして、全社員がお客様の日常を守るため、「安心＝安全＋サービス」の考えのもと、

首都東京の交通インフラを担う「責任感」を持って業務に臨んでいます。近年、技術職場

では特に技術の伝承や安全教育を積極的に行っており、事故事例の研究などを通して、

ベテランから次世代を担う若手へ「守り続ける大切さ」「繋ぐことの大切さ」を伝えてい

ます。こうした思いを継承し、一緒に首都東京の日常のために働きませんか。

採用担当者からのメッセージ

東京メトロには強い仲間意識のもと、お互いの個性を尊重する社風があります。また、鉄

道事業において最も大切な「安全」を確保するため、職種を超えて多様な人材が一丸と

なって頑張る風土もしっかりと根づいています。長く働ける環境が整っているのも当社

の魅力です。社内制度、福利厚生がきちんと整備されているのはもちろん、東京を基盤

としており、引っ越しを伴う転勤がないという点にも個人的には魅力を感じています。

安全の確保やサービスの向上にゴールはありませんが、当社に入社される方にはモチ

ベーションを高く維持しながら経験を積み、様々な業務にチャレンジしてほしいと願ってい

ます。個性豊かな素敵な仲間たちと共に首都東京を支える仕事に取り組んでみませんか。

私は既卒採用で入社し、駅係員を1年、車掌を3年経験して、現在は採用を担当していま

す。３つの部署を経験して感じたのは、常に高い目標、誇りを持って仕事に取り組む社員が

多いということです。それは当社には一生懸命仕事に取り組む人をきちんと評価する社

風があるからだと思います。また、当社では駅などの現場で働く女性社員の多くが、育児

休職を経て短時間勤務制度を活用し、職場復帰を果たしています。こうした福利厚生や各

種制度が充実しており、誰もが長く働ける環境が整っているのも魅力の一つといえるで

しょう。最近、女性の運転士や監督者（駅務助役など）も増えてきたこともこういった制度

がしっかりと機能しているおかげだと思います。日々変化していく首都東京を地下から共

に支えていきませんか。志の高い方と一緒に働けることを楽しみにしています！

就職活動はこれから働き続けていく仕事を選ぶという点で、自身の人生を大きく左右しま

す。しかし、採用活動に取り組む人のなかには、やりたいことが明確に決まっている人もい

れば、やりたいことが見つからなかったり、悩んだりしている人もいることでしょう。私自身

もそのような状況にありましたが、その時には「どういう人になりたいか」「何を手に入れ

たいか」「人や社会にどういう風に働きかけたいか」ということを大切にしてきました。そし

て、東京メトロに入社してからも、特に「どういう人になりたいか」という思いを持ち続ける

ように心がけています。首都東京の都市機能を支える公共交通機関の一員となって、皆さ

んも東京メトロで〝なりたい自分〟を見つけてみませんか。

東京メトロには「いざ！」という時に全社員が一致団結し、各々の「使命」や「役割」を果た

す社風があります。その真価が特に発揮されたのは、2011年3月11日に発生した東

日本大震災の時のことです。地震発生時、私は鉄道統括部お客様サービス課員として外

部でセミナーを受講していましたが、地震発生と同時に大急ぎでメトロの最寄駅に駆け

付け、駅係員と協力して帰宅困難なお客様のご案内や誘導に努めました。携帯電話も満

足に使用できないような状況でしたので、他の交通機関のホームページから運行情報を

大きく印刷して駅出入口に貼り、警察の方と協力しながら徒歩で帰宅する方々をご案内

したことを鮮明に覚えています。

もちろん、その一方で他の社員たちはお客様のために、車両やトンネル・橋梁の点検に

励み、順次運転を再開、一晩中運行を継続しました。また、駅や列車の一部を休息ス

ペースとして提供し、一人でも多くのお客様が安心して過ごせるように努める社員も

いました。まさにこの日は、当社の全社員が「高い使命感」と「強い一体感」を持って、

各々の持ち場で持ちうる力を最大限に発揮したのです。翌朝、私は疲れ果てながらも

達成感を覚えていました。出勤者に引継ぎをして駅を後にしたとき、出入口を照らす

朝日がいつもに増して気持ちよかったことが印象に残っています。

東京メトロのエキスパート職として鉄道事業の最前線を担うために必要なことは「責任

感」と「使命感」です。そして、首都東京を支える公共交通機関の一員として、常にお客様

に「安心」して地下鉄をご利用していただくために、社員一人ひとりが献身的に業務に励

まなければなりません。周りの人が休んでいる時や寝ている時も、鉄道員は「安全」「安

心」をお客様に提供するため、日夜働かなければならないのです。これはとても大変なこ

とですが、と同時に自身の仕事が大勢の人々の役に立っていることが実感でき、達成感

を覚える瞬間も多いはずです。この実感にシンパシーを抱き、鉄道会社で働くことにモ

チベーションを高く持てるような人材に入社していただきたいと思っています。また、前

向きな姿勢も鉄道員に求められる重要な資質の一つです。たとえば宿泊勤務では、いろ

いろな先輩たちと寝食を共にすることになりますが、「明るく」「元気よく」「コミュニケー

ションをとりながら」仕事に取り組めば、こういった職場環境も楽しめることでしょう。な

かには、不規則な勤務に不安を感じる方もいるかもしれませんが、慣れればその分、自由

な時間をたくさんとれるという利点もあります。オン・オフを上手に切り替えて、自分の

趣味やプライベートも存分に楽しんでいただきたいと思います。

採用担当者の声R E C R U I T I N G  M E S S A G E
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安全で快適な輸送サービスをお客様に提供できる適性と能力を有した人財

具体的には・・・・

募集要項

募 集 職 種

勤 務 時 間

休 日

休 暇

勤 務 地

給与・諸手当

採 用 実 績

選 考 基 準

採用学部・学科

運輸職種（駅・車掌・運転士）
※車掌・運転士になるには最初は駅係員として勤務を行い、その後職種転換試験に合格することが必要になります。

技術職種 ： 車両職種・電気職種・土木職種・建築職種

【運輸職種】 日勤勤務 ： 8時00分～16時35分　宿泊勤務 ： 8時00分～翌日8時00分
【技術職種】 日勤勤務 ： 8時30分～17時05分　宿泊勤務 ： 8時30分～翌日8時30分
◆記載の始業・終業時刻は勤務形態の一例であり、実際の時間は各管理区により異なります。 ◆1日あたりの労働時間は、7時間35分となります。

完全週休2日制（曜日は配属により異なります）

年次有給休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇等

東京メトロ沿線の各管理区及び本社

給与 ： 当社規定による（別途扶養者の有無等を考慮する）　手当 ： 宿泊手当等、通勤費支給（当社規定による）

大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校、高校

各選考項目の結果をふまえ、人物を重視した選考を行います。
注：信号確認作業があるため、色覚が正常であり、正常な両眼視機能と視野を有し、矯正眼鏡視力が運輸職種においては両眼で1.0以上かつ

各眼0.7以上であること、技術職種においては各眼0.7以上であることが採用条件となります。

運輸職種 ： 学部学科不問　　車両職種 ： 学部学科不問　　電気職種 ： 電気・電子・情報システム・機械系学科
土木職種 ： 土木系学科　　　建築職種 ： 建築系学科

お客様が東京メトロに対して求めるもの

「エキスパート職社員」として必要な要素「社会人」として必要な要素

安全を
最優先して
行動できる

向上心を
持って

行動できる

責任感・使命感
を持って
行動できる

社会ルールに
従って

行動できる

お客様意識を
持って

行動できる

健康管理が
しっかり
できる

安全な輸送 快適なサービス

勤務時間と休日について教えてください。

Q5

日勤勤務の勤務時間は7時間35分、宿泊勤務の勤務時間
は15時間10分です。宿泊勤務1回で日勤勤務2回分の勤
務時間となります。また休日については、完全週休2日制と
なっております。電車は365日休みなく動いているため、休
日がカレンダー通りとはなりませんので、有給休暇の他に、
加算休暇というかたちで休暇を付与しております。

Answer

新入社員研修の流れについて教えてください。

Q6

下記のような流れを予定しております。
運輸職種：
総合研修訓練センターでの研修（約1か月）→
各駅に配属、駅にて研修（約2か月）
技術職種：
総合研修訓練センターでの研修（約1週間）→
各職種に分かれての専門分野研修
（期間は職種により異なります）→配属

Answer

昇進制度についてはどのようになっているのか
教えてください。

Q7

どの職種も入社後はまず「係職（駅務係・車両係等）」からス
タートします。その後、昇進試験に合格していくことで「指
導職（統括駅務係・統括車両係等）」→「監督職（助役等）」へ
の道が開かれています。その上の「管理職（管区長等）」は
昇職試験ではなく、社内選考に合格した者が昇進すること
ができます。

Answer

新入社員研修は、大学・専門学校卒と高校卒は
別々に実施するのでしょうか？

Q8

研修は学歴問わず一緒に行います。

Answer

取得しておくべき資格はありますか？

Q2

特に必要ありません。また、資格を取得していることが合否
判定に直接有利になるということもありません。ただし、資
格取得のために学んだこと、資格取得のために努力された
ことは、必ずご自分の力となりますので、それが面接等の際
に人柄に表われる場合はあると考えられます。

Answer

男性と女性で仕事の区別はありますか？

Q3

ありません。運輸職種・技術職種を問わず、男女共に全く同
じ業務を行っていただきます。

Answer

勤務地と配属先について教えてください。

Q4

勤務地は東京メトロ沿線の各管理区です（主に東京23区
内ですが、一部埼玉・千葉・神奈川にも事業所があります）。
配属先につきましては、自身で選択することはできません。
居住地と通勤時間を考慮し、会社側で決定します。

Answer

本人の希望によって運輸職種から車両職種や電気職種等
といった他の職種への転換はできるのでしょうか？また、
エキスパート職から総合職への転換は可能でしょうか？

Q1

ご質問にあるような職種の転換はできません。キャリアアッ
プの課程で一般管理部門等に異動となる場合も少数なが
らありますが、将来にわたって入社時の職種で勤めていた
だくことが基本です。また、エキスパート職から総合職への
転換は可能ですが、業務区分転換試験に合格する必要が
あります。エキスパート職と総合職では業務内容・求める人
財要件が異なるため、職務別採用を行い、会社のなかで役
割を分担しております。当社としましては、将来、他部門へ
の配置転換や総合職へのチャレンジを前提とせず、あくま
で入社時の職種で、スペシャリストを目指していただくこと
を前提として、応募していただきたいと考えております。

Answer

よくお問い合わせいただく内容をまとめました。採用情報R E C R U I T よくある質問Q & A

求める人財要件WHAT WE NEED
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