事

業

概

令和３年版

要

経営方針

経

営

理

念

私たち都営交通は、都民やお客様に信頼され、支持される公共交通機関
として、安全・安心を何よりも大切にし、東京の都市活動や都民生活を
支えていきます。

経

営

方

針

○

都民やお客様の信頼に応えるため、安全・安心を最優先し、全
職員が一丸となって、災害に強く、事故のない都営交通を実現
します。

○

お客様が求める質の高いサービスを提供し、快適で利用しやす
い都営交通を実現します。

○

首都東京が抱える様々な課題に果敢に挑戦し、東京の発展に貢
献する都営交通を実現します。

○

事業環境の変化にも迅速かつ的確に対応するとともに、中長期
的に安定した事業運営を行っていくため、経営基盤を強化しま
す。

安全方針

安

全

方

針

私たちは、都民やお客様の信頼に応えるため、
安全・安心を最優先し、全職員が一丸となって、
災害に強く、事故のない都営交通を実現します。
このため
○

決められたルールを確実に守り、厳正に職務を遂行します。

○

常に情報を共有し、問題意識を持って職務に当たり、
事故の芽を確実に摘み取ります。

○

安全・安心な車両、設備などを提供します。

○

安全を守るための取組を絶えず見直し、改善・実行します。
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