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人々の生活を支えるインフラである
鉄道事業は社会貢献度もやりがいも大！

安全第一に人やモノの輸送を担う

鉄道に関わる仕事
取材・文／伊藤敬太郎

車両メンテナンス

大きく、就職先としての人気も高い。子どもの頃から電車の運転士や駅員に憧れて
いた高校生も少なくないだろう。では鉄道業界にはどのような仕事があるのか、
それ
ぞれどのような役割を果たしているのかを改めて整理してみよう。
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鉄道会社

技術系の
仕事

鉄道車両の保守・点検・修繕を行う
技術者。車両基地で日常的に装置
の 摩 耗や機 能の検 査をする担 当
と、数年ごとに工場で車両を解体し
て一つ一つの部品を精密に検査す
る担当とに分かれている。機械や電
気などの専門性が生かせる。

鉄道という重要な交通インフラを支える仕事は、社会に対する貢献度もやりがいも

鉄道運行計画員・管理員

電車の運行に
関わる仕事

鉄道の建設や運行を行う会社。旧国鉄のJRグループ、
民間企業が
運営する私鉄、地方公営企業や地方自治体が運営する地下鉄な
どの公営鉄道、国・地方自治体と民間が共同で運営する第三セク
ター鉄道の4種類がある。鉄道事業をメインとしつつ、沿線の不動
産事業、商業施設・ホテル・レジャー施設の運営、電子マネー事業
など、多角的な経営に取り組んでいる会社も。これらの幅広い事業
や技術系の業務はグループ会社が担っていることも多い。

鉄道運行計画員は、乗客数や他路線
との接続などさまざまな要素を踏まえて
ダイヤの作成や見直しを行う仕事。ダ
イヤに沿った電車の運行を司令室で
管理するのが鉄道運行管理員だ。

駅員
保線

駅構内で、改札、切符販売、乗客の案
内、
ホームの安全管理などを行う。最
近では外国人の利用客も増え、語学
力も重要に。駅員から車掌、
運転士へ
とキャリアアップすることも多い。

線路の保守・点検や管理を行う技術
者。担当エリアの線路に関して、計
測車を走らせて調べる他、人の目で
巡視を行い、
レールの摩耗やゆがみ
などをチェック。異常が見つかれば、
補
修やレール交換を行う。土木などの
専門性が生かせる。

車掌
電車のドアの開閉、車内アナウンス、
空調管理、車内改札などを担当する。
車内でのトラブル対応や乗客の安全
確保も大切な仕事。通常、電車の最
後尾にある車掌室に乗務している。

土木・建築
線路、駅施設、
トンネル、高架橋など
の設計・工事、
保守・点検などを行い、
鉄道という社会インフラを支える技術
者。日常的なメンテナンスの他、新線
や新駅建設などの大規模なプロジェ
クトを手掛けることも。土木や建築の
専門性が求められる。

客室乗務員
新幹線、
特急電車、
普通電車のグリー
ン車等に乗務し、車内改札、特急券
の販売、
車内販売その他の接客・サー
ビスを行う職種。車掌の仕事と似てい
るが、
ドアの開閉は行わない。

電気設備管理
パンタグラフを通して電車に電力を供
給する設備や、信号設備、通信設
備、電車内の電灯・冷暖房設備、鉄
道会社が保有する発電所・変電所や
送電線など、各種電気設備のメンテ
ナンスを行う技術者。電気系の専門
性が求められる。

運転士
電車を運転する仕事。通常、駅員、車
掌を経て運転士となる。運転士になる
には、社内試験で選抜された後、運転
する車両の種類に合わせた運転免許
（国家資格）
を取得する必要がある。

事務系の仕事
鉄道車両メーカー
営業

事業・サービス企画

経営企画

不動産開発

集客のためのイベントやサービスの
企画、
マーケティングなどを担当。地
域と連携した観光キャンペーン、
イン
バウンド施策、臨時列車・割引切符
の企画などに幅広く携わる。

新規事業・サービスを企画・運営す
る仕事。最近では、駅構内の商業ス
ペースである駅ナカの開発、Suica
などのICカードを活用した電子マネ
ー事業などが注目されている。

鉄道システムを支える新技術や新
車両の導入、新路線の開発、新規
事業への進出など、長期的視点に
立って鉄道会社の経営戦略を策定
する。鉄道会社の中枢を担う。

沿 線の活 性 化を図るために、駅ビ
ル、駅周辺地域の商業施設・観光
施設などの企画・開発を行う仕事。
不動産の取得、各種施設の企画な
ど、仕事内容は幅広い。
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最新の業界事情

電車の車両を製造するメーカー。鉄道
会社から発注を受けて製造を行うが、
鉄道会社が設計まで行う場合もあれ
ば、仕様だけを指定する場合もある。
新型車両の設計から量産までは数年
を要することも。日本の技術力を評価
する海外企業からの発注もある。

職種 PICK UP!!

保線
東急電鉄株式会社
鉄道事業本部 工務部 保線課
梶が谷保線区

冨永圭祐さん（30歳）

鹿児島県立薩南工業高校土木課卒業。当時、
地元では求人が少なかったため、上京して就職す
ることを決め、高校で学んだ土木の知識・技術が
生かせる東急電鉄に入社。工務部保線課梶が谷
保線区
（神奈川県川崎市）
に配属される。現在入
社11年目。

